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　五島慶太（小林慶太）氏は、青木村殿戸
地区で生まれ、苦学をしながら東京帝国大
学を卒業し、東急電鉄社長や運輸通信大
臣など官民界で活躍しました。また、五島
美術館や東京都市大学を創設し、教育文
化振興にも尽くしました。
　昭和56年、東京急行電鉄が青木村に公
園を造り、70種の樹木や花を植え頌徳碑
を建立しました。

殿戸地区にある「日吉神社」は五間社流造
で本殿扉口が中央間に一つだけと珍しい
型式です。五島慶太氏の両親はこの神社
に息子の健康と出世を祈願しました。

五島慶太氏の生家が殿戸峠入口に現存し
ています。子供のころは、家の中で英語の
勉強をしている慶太少年の声が道まで聞
こえてきたそうです。（個人所有）

五島慶太氏生家
ごとう け い た し せ い か ひよしじんじゃ

県宝「日吉神社」問い合わせ先： 青木村観光協会（青木村役場内）
 ☎49-0111

うえだ地域浪漫紀行～「五島慶太翁記念公園」
ろま ん ご と う け い た お う き ね ん こ う え ん
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上旬

3日㈯

3日㈯

3日㈯

11日㈰

18日㈰

中旬～
7月中旬

新緑の和田宿ステーション祭り

信州国際音楽村開村30周年記念
信州ルネッサンス2017

菅平高原カントリーフェスティバル

長野県植樹祭

道の駅20周年・マルメロ市

湯の丸高原つつじ祭り

信州国際音楽村ラベンダー祭り

長和町：和田宿ステーション

上田市：信州国際音楽村

上田市：サニアパーク菅平

長和町：姫木平

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

東御市：湯の丸高原

上田市：信州国際音楽村

5月
6月5日㈮

7日㈰

中旬 

13日㈯

21日㈰

21日㈰

27日㈯・
28日㈰

27日㈯～
6月11日㈰

上田市：上田城跡公園

坂城町：びんぐしの里公園

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

東御市：東御中央公園一帯

上田市：真田氏館跡

上田市：丸子文化会館

長和町：長門牧場

坂城町：さかき千曲川バラ公園

うえだこどもまつり

子どもフェスティバル in びんぐし

ささやき神社例大祭

第14回子どもフェスティバル

御屋敷公園つつじ祭り

国際交流フェスティバル2017inMaruko

長門牧場祭

第12回ばら祭り

27日㈯～
8月27日㈰

28日㈰

坂城町：鉄の展示館

上田市・長和町：美ヶ原高原

第８回新作日本刀 研磨 外装
刀職技術展覧会

第9回美ヶ原牧場放牧祭り

29日㈯

下旬

東御市：祢津日吉神社境内東町歌舞伎舞台

青木村：信州昆虫資料館

祢津東町歌舞伎公演

追悼鳩山邦夫さん「舞姫よ永遠に」

1日㈯～
16日㈰

8日㈯～
5月21日㈰

15日㈯

21日㈮

21日㈮

22日㈯

23日㈰

25日㈫

27日㈭

29日㈯

29日㈯

上田市：上田城跡公園

坂城町：鉄の展示館

長和町：鷹山ファミリー牧場

青木村：大法寺

長和町：八島湿原～美ヶ原高原

長和町：愛宕山桜公園

上田市：鹿教湯文殊堂

上田市・長和町：美ヶ原高原美術館

青木村：道の駅あおき

上田市：中心市街地・上田城跡公園

上田市：余里

第14回上田城千本桜まつり

南北朝～桃山期の古刀
女領主直虎が生きた時代に焦点をあてて

鷹山ファミリー牧場オープン

大法寺大般若祭

ビーナスライン開通

長久保愛宕山桜公園花見会

鹿教湯文殊堂春祭り

第63回美ヶ原高原開山祭

道の駅あおき農産物直売所新装オープン記念＆山菜祭

第35回上田真田まつり

第17回たけしノルディックウォーキング in 余里一里花桃の里
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上田市 063,188 世帯
156,186 人

東御市 11,057 世帯
29,858 人

青木村 1,542 世帯
4,262 人

※長野県毎月人口異動調査 2月1日現在

長和町 2,378 世帯
5,971 人

坂城町 05,472 世帯
14,558 人

上田地域統計データ

●長和町役場 ☎６８-３１１１
●坂城町役場 ☎８２-３１１１

スポーツレクリエーション祭2017　春の部

平成29年5月21日㈰
受付：午前9時～9時30分
出発：午前10時
東御中央公園　芝生広場
4月17日㈪～5月12日㈮
東御市教育委員会生涯学習課
生涯学習・スポーツ係（中央公民館）
TEL.64-5885　FAX.64-5610

芝生広場⇒１番観音⇒雷電
生家折り返し／６㎞

★

★
★
★

日　　時

集合場所
申込期間
申し込み先

ふれあいウォーク ｉｎ 東御参加者募集

昨年の様子 ※その他詳細は上記までお問い合わせください。（電話による問い合わせ：平日の午前９時から午後５時まで）

http://www.ueda-trenavi.jpうえだ地域のイベント、観光情報は「観光NAVi」で検索！

イベントについての問い合わせ
●上田市役所 ☎２２-４１００
●上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００
●上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

●上田市武石地域自治センター ☎８５-２３１１
●東御市役所 ☎６２-１１１１
●青木村役場 ☎４９-０１１１

①らいでんコース

芝生広場⇒海野宿
折り返し／１０㎞

②海野宿コース
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平成29年度

予算総額
47億5,320万2千円
［＋9,290万2千円］

平成29年度

歳　入
47億5,320万2千円
［＋9,290万2千円］

平成29年度

歳　出
47億5,320万2千円
［＋9,290万2千円］

議会・総務管理・選挙・
監査委員・社会福祉・老人福祉・
保健衛生・清掃費
3億9,320万1千円（8.2％）
［＋895万2千円］
●病院群輪番制病院運営事業等補助
●図書館情報ネットワーク事業　
●資源循環型施設建設候補地に係る調査業務委託
●老人福祉施設入居者居住費補助
●上田地域観光振興事業

上田クリーンセンター費
5億7,321万5千円（12.1％）
［△3,080万1千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

東部クリーンセンター費
3億615万4千円（6.4％）
［＋1,654万1千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

清浄園費
2億8,920万1千円（6.1％）
［△1,869万3千円］
●施設設備等修繕

丸子クリーンセンター費
3億2,657万1千円（6.9％）
［△4,108万2千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

大星斎場費
8,621万6千円（1.8％）
［＋752万円］
●指定管理者委託
●施設設備等修繕

創造館費
1億8万3千円（2.1％）
［△562万9千円］
●指定管理者委託
●施設設備等修繕

依田窪斎場費
4,621万6千円（1.0％）
［＋722万3千円］
●指定管理者委託
●施設設備等修繕

ふるさと基金特別会計
1億60万4千円（2.1％）
［＋713万9千円］

介護保険特別会計
2億2,704万5千円（4.8％）
［＋69万4千円］
●介護認定審査会の運営
●介護認定調査業務
●介護相談員派遣事業（介護老人
福祉施設等への定期訪問による
入居者等への相談業務）

消防特別会計
23億469万6千円（48.5％）
［＋1億961万5千円］

一般会計
21億2,085万7千円（44.6％）

［△2,454万6千円］

※（　　） 構成比
　［　　］ 前年度比較増減
　　● 主な内容

●上田地域こどもＣＧコンクール事業
●スポーツレクリエーション祭事業
●信州大学等との連携による医師確保事業
●医師研究資金貸与事業
●医師就労支援給付事業
●看護師修学資金支援事業
●一般会計繰出金（病院群輪番制病院後方
支援事業、病院群輪番制病院等救急搬送
収容事業）

●高機能消防指令装置保守委託
●消防車両の更新（中央署救急車、
真田署消防ポンプ自動車、警防
課指揮隊車）
●上田南部消防署改修工事

特別会計
26億3,234万5千円

（55.4％）
［＋1億1,744万8千円］

⑨人件費▶議員や委員の報酬、職
員の給料、諸手当などの経費です。

⑩物件費▶賃金、消耗品費、委託料
など他の性質に属さない消費的
経費です。
⑪維持補修費▶施設の修理など維
持管理に係る経費です。
⑫公債費▶過去に借り入れた地方
債の返済に要する経費です。

⑬補助費等▶各種団体に対する助
成金や負担金、保険料等の経費で
す。
⑭普通建設事業費▶施設の大規模
改修、消防車両の購入などに要す
る投資的経費です。
⑮繰出金▶ふるさと基金特別会計
から、一般会計への繰出金です。
⑯扶助費▶職員に係る児童手当な
どの経費です。
⑰貸付金▶医師研究資金の貸付に
要する経費です。

⑱積立金▶基金に積み立てる金額
です。
⑲予備費▶予算外の支出に充てる
ために設ける金額です。

〈分担金・負担金の内訳〉
項　　目

市町村負担金
上 田 市
東 御 市
青 木 村
長 和 町
坂 城 町

予　　算　　額 構成比（％）
100.0
71.6
19.1
3.1
6.1
0.1

39億8,190万5千円
28億5,073万6千円
7億6,094万9千円
1億2,288万7千円
2億4,391万3千円

342万 円

⑦国庫・県支出金
2,103万7千円（0.4％）
［＋564万4千円］

⑧財産収入
627万7千円（0.2％）

［△37万8千円］

⑤繰越金
8,912万4千円（1.9％）
［＋1,107万2千円］

⑥連合債
8,790万円（1.8％）
［△3,410万円］

②使用料・手数料
3億2,484万5千円（6.8％）
［△595万1千円］

①分担金・負担金
39億8,190万5千円（83.8％）
［＋1億7,560万5千円］

③繰入金
1億4,157万8千円
（3.0％）［△172万4千円］

④諸収入
1億53万6千円
（2.1％）［△5,726万6千円］

⑨人件費
22億4,665万3千円
（47.3％）
［＋5,510万1千円］

⑰貸付金
900万円（0.2％）

［＋100万円］⑮繰出金
5,304万円（1.1％）
［＋93万円］

⑭普通建設事業費
1億7,837万8千円
（3.7％）
［△1,837万9千円］

⑪維持補修費
6億109万9千円
（12.6％）
［△3,908万4千円］

⑫公債費
2億6,542万2千円
（5.6％）
［＋1億2,085万2千円］

⑬補助費等
1億7,891万5千円
（3.8％）
［△1,974万7千円］

⑱積立金
193万3千円（0.1％）

［△2万円］

⑲予備費
2,470万円（0.5％）

［±0円］

⑩物件費
11億6,470万5千円
（24.5％）［△849万円］

⑯扶助費
2,935万7千円（0.6％）
［＋73万9千円］

　一般会計及び３つの特別会計を合わせた全体の予算
総額は、47億5,320万2千円で、前年度と比較して2.0
％、9,290万2千円の増額となりました。
　そのうち、一般会計の予算総額については21億
2,085万7千円で、前年度と比較して1.1％、2,454万
6千円の減額となり、特別会計の予算総額については、
26億3,234万5千円で、前年度と比較して4.7％、1億
1,744万8千円の増額となっています。

　一般会計予算が前年度当初予算と比較して減額となっ
た理由は、主に創造館、清浄園、上田クリーンセンター及
び丸子クリーンセンター費の減額によるものです。
　また、特別会計予算が前年度当初予算と比較して増額
となった主な理由は、消防特別会計予算において、消防
本部庁舎耐震化及び増改築事業で借入した連合債の元
金・利子の償還が始まり、前年度と比較して1億961万5
千円の増額によるものです。

2月定例会

平 成 2 9 年 度 当 初 予 算 の あ ら ま し

上田地域広域連合議会 2月定例会 議会報告
　平成２９年２月上田地域広域連合議会定例会は２月２１日に招集さ
れ、２月２４日までの４日間の会期で、上田市丸子地域自治センター
４階議場において開催されました。
　今定例会では、条例案、平成２８年度補正予算案及び平成２９年度
当初予算案の８件の議案が提出され、すべての議案が原案のとおり
可決されました。

用語メモ

①分担金・負担金▶規約に定められた負担割
合により、各市町村が負担する金額です。

②使用料・手数料▶施設利用料や許可証等
の交付手数料です。

③繰入金▶他会計や基金などから繰り入れ
られる収入です。
④諸収入▶預金利子や受託事業収入、収益
事業収入などです。

⑤繰越金▶前年度から今年度へ繰越す金額
です。
⑥連合債▶施設や設備の整備のために、国
や金融機関などから借り入れる金額です。
⑦国庫・県支出金▶特定の事業に対し国や県
から交付される資金です。
⑧財産収入▶所有する財産の貸付や運用等
による収入です。

用語メモ
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条 例 の 一 部 改 正
● 上田創造館条例中一部改正について
 上田創造館体育館の使用料について利用実態に即した料金徴収を行うため、徴収形態を半日単位から時間単位とす

る条例の一部改正を行いました。

平 成 2 8 年 度 2 月 補 正 予 算

2月定例会

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

21億4,540万3千円

25億1,489万7千円

9,346万5千円

2億2,635万1千円

21億9,508万1千円

46億6,030万 円

△ 2,926万 円

△ 424万4千円

――

△ 269万6千円

△ 154万8千円

△ 3,350万4千円

21億1,614万3千円

25億1,065万3千円

9,346万5千円

2億2,365万5千円

21億9,353万3千円

46億2,679万6千円

20億7,480万2千円

26億 641万5千円

9,677万5千円

2億2,968万2千円

22億7,995万8千円

46億8,121万7千円

補正前予算額 2月補正額 補正後予算額 前年度同期予算額

合　　　　計

ふるさと基金特別会計

介護保険特別会計

消防特別会計

一般会計補正予算（第1号）
　歳 入  繰越金確定による増額、使用料・交付税配分金・市町村負担金の減額
　歳 出  人件費の調整に伴う増額、事業費確定に伴う不要見込額の減額
介護保険特別会計補正予算（第１号）
　歳 入  繰越金確定による増額、市町村負担金の減額
　歳 出  人件費の調整に伴う増額、事業費確定に伴う不要見込額の減額
消防特別会計補正予算（第1号）
　歳 入  繰越金確定による増額、事業費確定に伴う国庫支出金の増額、消防債・市町村負担金の減額
　歳 出  人件費の調整に伴う増額、事業費確定に伴う不要見込額の減額

● 補正予算の主な内容

議会、監査などに関する問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

　平成２８年４月１日から１０月３１日までの７か月間における基金の管理・運用状況及び財務に関する
執行状況、とりわけ現金取扱業務・予算執行状況・財産管理状況・施設管理状況について、適正かつ効
率的に執行されたかに主眼を置き、一般会計及び特別会計における現金取扱施設３施設及び１消防
署について、監査を実施しました。

平成28年度定期監査の結果について

●監査の概要

●監査の結果
　財務に関する執行状況、施設管理状況、とりわけ現金取扱事務については適正に執行されていると
認められますが、次の点について留意の上、適正な事務処理に努めてください。

（１） 現金管理については、特段不備等は認められなかったが、今後においても現金の取り扱いには細
心の注意を払うと共に、確認の徹底に努められたい。

（２） 消防職員体制については、救急搬送業務が年々増加する傾向にあるため、災害時の対応にも考
慮した適正な人員の配置について留意されたい。

上田創造館体育館の使用料が変わりました

問い合わせ先：上田創造館（上田市上田原 1640） ☎２３-１１１１（午前９時から午後１０時）

東御市議会選出議員の改選がありました
　上田地域広域連合議会議員のうち東御市議会選出議員４人の改選がありました。新たに選出
された議員のお名前と所属委員会は次のとおりです。（敬称略）

依田副議長

●総務委員会
　　依田　俊良 （副議長・議会代表者会議員）
　　阿部貴代枝

●保健福祉委員会
　　横山　好範 （保健福祉委員会副委員長）
　　佐藤　千枝

お知らせ
平成２９年４月１日より、上田創造館体育館の使用料を次のとおり変更しました。

■専用使用
　○体育活動に使用する場合 １時間…１，２００円
　○集会等に使用する場合 １時間…１，８００円

■個人使用
　○一　　 般 １人１時間につき…６０円
　○小・中学生 １人１時間につき…３０円

　地方自治法第１９９条第４項及び上田地域広域連合監査委員条例第２条第１項の規定に基づき、平成２８
年度定期監査が平成２８年１１月２９日（火）に行われました。

上田地域広域連合広域計画の審議が始まりました
　第４次上田地域広域連合広域計画が、平成２９年度末に、５年間の計画期間を終了するため、次期広域計画（平
成３０年度～平成３４年度）の策定作業を進めております。
　平成２９年３月１５日（水）には、有識者や、広域連合の事務事業に関連する団体でご活躍されている方で構成
された上田地域広域連合広域計画策定委員会を立ち上げており、今後、広域計画素案の審議を行ってまいり
ます。

問い合わせ先：企画課 ☎43-8818

  

　３月５日（日）、上田地域広域連合消防本部 甲田道昭 消防司令長が、派遣
先である長野県消防防災航空隊での訓練飛行中に、ヘリコプターが墜落し、
殉職されました。

　甲田消防司令長の生前の御功績に敬意と感謝の意を表し、ご家族の皆様に
も心よりお悔やみ申し上げます。

故・甲田道昭 消防司令長の御冥福をお祈りいたします
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●問い合わせ先　　上田地域広域連合消防本部　　総務課 ・ 警防課……☎26-0119　　予防課……☎26-0029

上田中央消防署 ..........☎26-0019
川西消防署..................☎31-0119
東御消防署..................☎62-0119

上田南部消防署 ..........☎38-0119
丸子消防署..................☎42-0119
依田窪南部消防署.......☎68-0119

上田東北消防署 ..........☎36-0119
真田消防署..................☎72-0119
火災・救急・救助等出動要請は☎119

　上田地域広域連合火災予防条例の一部改正について、広域連合議会１０月定例会で可決されました。
　主な改正点についてご説明します。

　屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備に関する重大な違反について、違反の改善を進めている
ところですが、現行の消防法令では建物を利用する皆さんに消防法令上重大な違反があることをお知らせするのに
時間がかかります。そこで、建物を利用する皆さんの安全を守るため、早期に情報を入手できるよう、重大な違反のあ
る建物をインターネットなどで公表する制度が始まります。
●いつから公表が始まるの？

平成３０年４月１日から始まります。
●公表の対象となる建物はどんなもの？

劇場、店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用す
る建物や、病院や福祉施設などの１人で逃げることが
難しい方が利用する建物が公表の対象となります。

●どんな違反が公表されるの？
対象となる建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報
知設備を設置しなければいけない建物のうち、次のいずれかの違反がある
と公表されます。
①これらの設備が過半数以上設置されていない場合。
②これらの設備が維持管理不良により、主な機能が正常に動かない場合。

●どこに公表されて、どのように見ることができるの？
広域連合ホームページの消防本部のページに掲載されますので、お手持ち
のパソコンやスマートフォンなどからご覧ください。

上田地域広域連合火災予防条例が改正されました 住宅用火災警報器設置状況調査にご協力ください
　平成26年度から全国一斉に消防職員が管内のお宅を訪問して、住宅用火災警報器の設置
状況調査を実施しています。
　今年も４月から５月にかけて、無作為抽出したお宅に身分証明書を携帯した消防職員が訪問
し、玄関先で設置状況などの聞き取り調査を行いますので、ご協力をお願いします。
　過去3年間の調査結果は下表のとおりです。
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　いざというときのために、救命講習を受講して応急手当の方法を身につけましょう。

定 期 普 通 救 命 講 習 の ご 案 内

防火対象物の消防用設備等の状況の公表

　平成19年に兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックスの火災や、平成20年に大阪府大阪市で発生した個室ビデ
オ店の火災は、通路に面した部屋から逃げ出した時に、扉が開いたままとなり、避難通路を塞いでしまったため、多くの
死傷者を出してしまいました。
　これらの火災をきっかけに、「個室型店舗といわれる、カラオケボックスやインターネットカフェ、個室ビデオなどの
個室に設ける外開きの戸のうち、避難通路に面し、かつ、避難上有効な幅員（60cm）を有していない場合は自動で閉
じるものにすること」とされました。
　当消防本部管内でも、飲食店の一部分をカラオケルームに変更する事例や、通路の幅が狭い所に扉を設けて個室
化するお店がありましたので、火災予防条例を改正し、平成29年4月1日から施行することとなりました。

　調査を始めた時に比べて、設置率は向上しましたが、まだまだ全国や長野県に比べると低い状況となっています。
　まだ住宅用火災警報器を設置されていないお宅は、火災による逃げ遅れの防止や、火災の早期発見のために、住宅
用火災警報器をすぐに設置しましょう。
　住宅用火災警報器は、消防用設備等取扱店や電気店、量販店等で販売しており、価格は、機能等により差はあります
が、安い物なら１個３，０００円程度で購入できます。

●住宅用火災警報器の電池切れにご注意！！
　電池式の住宅用火災警報器の電池は、概ね５年から１０年で交換時期となり、電池がなくなってくると警報音やラン
プで知らせてくれます。電池が切れていては、いざという時に役に立ちませんので、定期的に作動テストを行い、電池
が切れている場合は、電池交換や本体の交換をしましょう。

個室型店舗の避難管理  4月22日土

 5月27日土

 6月24日土

 7月22日土

 8月26日土

10月28日土

11月25日土

12月16日土

 1月27日土

 2月24日土

 3月24日土

開催日 担当消防署 講習時間・申し込み方法等

※開催日については変更する場合があります。また、定期普通救命講習以外で団体等で受講を希望する場合は、最寄りの消防署へご相談ください。

●会場 ： 担当消防署へお問い合わせください。
●講習時間 ： 午後２時から午後５時まで
●内容 ： 心肺蘇生（AEDを含む方法）を中心にした内容です。
　（応急手当WEB講習を受講すると、講習時間が３時間から２時間に短縮されます。）
●申し込み方法 ： 受講日が決まりましたら、最寄りの消防署へ申込書を提出して

ください。（申込書は上田地域広域連合ホームページからダウンロードできます。）
●受講料 ： 無料

　上級救命講習会を９月23日土、中央公民館
にて開催します。こちらは８時間の受講になり
ます。詳細は、最寄りの消防署へお問い合わ
せください。

真 田 消 防 署

東 御 消 防 署

上 田 中 央 消 防 署

依田窪南部消防署

上 田 南 部 消 防 署

上 田 東 北 消 防 署

川 西 消 防 署

丸 子 消 防 署

真 田 消 防 署

東 御 消 防 署

依田窪南部消防署

平
成
29
年
度
「
定
期
普
通
救
命
講
習
会
Ⅰ
」
日
程

◎自動で閉鎖する戸が必要な例

幅員60cmを有しておらず、避難通路を塞いでしまう。

本例は一例です。ご不明な場合は消防本部予防課(☎26-0029)までお問い合わせください。

60cm未満

通路

通路

◎自動で閉鎖する戸が不要な例

幅員60cmを有している。

60cm以上

通路 通路

全　国

長野県

上田広域

平成26年度

７９．６％

７９．４％

６９．９％

平成27年度

８１．０％

８０．３％

６９．１％

平成28年度

８１．２％

８１．０％

７７．４％

※WEB講習の詳細、申込書のダウンロードは広域連合ホームページをご覧ください。
　上田地域広域連合ホームページ http://www.area.ueda.nagano.jp

公
表
対
象
！

屋内消火栓設備
未設置等

違反対象物一覧

設備名称 範囲

屋内栓○○ビル 全体

屋内栓○○ビル 全体

屋内栓○○ビル 全体

屋内栓○○ビル 全体

屋内栓○○ビル 全体

屋内栓○○ビル 全体

スマートフォン
などで

ご覧になれます

自動火災報知設備
未設置等

スプリンクラー設備
未設置等
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ひもをあらかじめ入れると
縛る時に簡単だよ。

雑がみの分別にも使えるね。

「プラマーク付プラスチック」、
「牛乳パック」、「食品トレイ」

「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、の
分別にも応用できるね。

32No.連載
ごみの分別・減量化と整理整頓

　新年度・新学期がスタートしました。就職、転勤、入学、進学に伴い、引越しや一人暮らしを始める方、また部屋
の模様替えや衣服の入替をされる方もいらっしゃるでしょうか。それぞれの生活をスタートする前に、身の回りの
整理整頓をして心機一転、気持ちよくすっきりした環境を整えましょう。
　また、同時にごみの分別・減量化に取り組みましょう。

ごみとなる物を断ることからはじめましょう

　ごみの減量化に取り組む時、まず
初めに「使わない物（不要な物）は
断つ（入手しない）」ことが大切です。
　不要になった物は、その後、ごみ
になってしまいます。
　また、ごみ減量化の取組と同様、
整理整頓においても不要な物を断つ
ことがポイントの１つです。

ごみの分別も定位置を決める

　物の整理方法として、「収納場所の定位置を決める」ことが推奨されています。これは、ごみの分別にも当てはま
ります。
　たとえば、「雑がみ」として分別するための定位置を決めておかないと、雑がみは本来の行き場を失い、「燃やせ
るごみ」に混ざってしまいがちです。
　ごみステーションや資源物回収に出しやすくするため、ごみ分別のための定位置をあらかじめ決めておきましょう。

問い合わせ先： ごみ処理広域化推進室（上田市常磐城 2320） ☎71-7705

抽選で10人の方にプレゼント

【応募方法】はがき又はEメールに、①3つのクイズの答え、
②郵便番号、③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号⑦広報
紙の感想をご記入のうえ、4月28日㈮必着（Eメールの場
合は当日24:00着まで有効）で応募してください。

提供： 上田地域観光協議会

問題（広報紙をよく読んでね！○には1文字・数字が入ります）

① 一般会計及び３つの特別会計を合わせた全体の予算
総額は、〇〇億５，３２０万２千円で、前年度と比較し
て２．０％、９，２９０万２千円の増額となりました。

② 電池式の住宅用火災警報器の電池は、概ね〇年から
〇〇年で交換時期となり、電池がなくなってくると警
報音やランプで知らせてくれます。

③ ごみステーションや資源物回収に出しやすくするた
め、ごみ分別のための〇〇〇をあらかじめ決めてお
きましょう。

【応募先】 〒386-0404　上田市上丸子1612
上田地域広域連合「広報紙ふるさとプレゼント」宛
kikaku@area.ueda.nagano.jp 宛
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
いただいた個人情報は商品の発送のみに使用します。

作者註： 英語の“Refuse”には
 「ごみ」というもう一つ
 の意味があります。

出
典
：
 ゴ

ミ
ッ
ク「
廃
貴
物
」第
８
集
ハ
イ
ム
ー
ン
氏
作

 

㈱
ク
リ
エ
イ
ト
日
報
刊
よ
り
転
載

分別区分（定位置）例

缶 ビン ペットボトル

コピー用紙の空き箱を
利用した新聞紙入れ

使わなくなった物は、「リユース」、「リサイクル」

　整理整頓のあと、処分する場合の順序は、
　　①まずは、リユース（再使用）：古着回収の利用、古書店へ持込
　　②リユースできない物は、次にリサイクル（再利用）：資源物回収へ
　　③リユース、リサイクルできないもののみ、燃やせるごみとして排出する。
　　　燃やすのは最後の手段です。

　清浄園で昨年9月から配布を再開しました「サラ・さらさ」（焼成汚泥肥料）ですが、地域
の皆様に大変ご好評をいただき、お陰様で在庫が無くなりましたので配布を終了しました。
　なお、今年度も配布を予定していますので、配布再開時期などの詳細が決定次第、改めて
お知らせします。

「サラ・さらさ」の配布は終了しました

問い合わせ先：清浄園（上田市常磐城 2320） ☎２２-２３３９

広報1月号の答えは、①　　  ②　　  ③　　  で
した。
応募総数164通の
中から、10人の方
に、長門牧場チーズ
セットをお送りしま
した。たくさんのご
応募ありがとうござ
いました。

2 1 2 5 資 源
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トピックス

4月～6月
 上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
問い合わせ・お申込み先　☎23-1111
ホームページでもご覧いただけます。 FAX.24-4100
http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/

上田図書館創造館分室上田創造館
（直通）☎27-1758
開館時間／平日 9:00～18:00、土曜・日曜日 9:00～17:00
休館日／毎週月曜日・祝日

　２月１１日から１９日の間、『発明・アイデア作品展』に地域の皆様からアイデア作品を出品いただき開催しました。
　一般作品のほか、昨年５月より（一社）長野県発明協会や地域内の企業にご協力いただき、当館事業として取り組ん
できた「発明チャレンジワークショップ」の受講生の作品も多数並び、生活に密着した便利グッズや楽しく遊べるゲー
ムを通じ、来館者の皆さんと“ものづくり”について考える良い機会となりました。

お知らせ 平成29年度上田創造館
手作り工作や蝶の観察などを行いながら、科学と自然のおもしろさ、楽しさを体験します。

【活動日時】 平成29年5月～12月までの年8回（毎月1回、第3土曜日　10：00～11：30）
【対　　象】 上田市・東御市・青木村・長和町の年長
【定　　員】 ２０人（先着順）
【年 会 費】 ３，０００円（保険代・通信費・材料費等）
【申込受付】 ４月9日㈰　午前９：００から受付
◆参加を希望される方は、申込書を持参の上、上田創造館までお越しください。（代理申込不可）

◉子ども地質講座

イベント

その他にも楽しい催し物を開催しています。
詳しくはホームページまたは電話でお問い合わせください。6月5日㈪は、定期清掃等のため休館

週末の理科室 参加無料 9:30～11:30 4F 科学実験室　定員：20人会場

対象： 上田地域の小中学生とその保護者（小学校5年生以上なら子どもだけでも可）
◆各期日までに電話またはＦＡＸでお申込みください。

のびのびキッズ
参加者
募集！

事前申込子ども夢フェスタ子ども夢フェスタ

5月5日㈮  10：00～11：30　定員：15人
　　 1F 「鉱物・岩石・化石」展示室
　　 4F 科学実験室
顕微鏡で鉱物をのぞいてみよう！
◆申込み5月2日㈫まで

◉太陽の観察
6月17日㈯ 10:00～11:00　 　　 天体観測室
雨天・曇天の場合はプラネタリウム投映
※小学校５年生以上なら子どもだけでも可
◆当日直接会場へお越しください。
太陽の黒点やプロミネンスを観察します。

◉おもしろ・ふしぎ体験広場
4月8日㈯、5月13日㈯、6月10日㈯ 13：30～15：30
　　  1F エントランスホール
いろいろな不思議を
気軽に体験しよう。

参加無料

参加無料

事前申込

参加無料

会場

会場

会場

発明チャレンジワークショップ
年間参加者募集！！

【活動日時】 5月～平成30年1月まで年9回（毎月1回土曜日
 13:30～16:00）※変更となる場合があります。

【対　　象】 上田市・東御市・青木村・長和町の小学生～
 高校生まで

【定　　員】 20人（先着順）
【受付日時】 5月21日㈰までに上田創造館受付窓口
 または電話で申込み

【講　　師】 一般社団法人 長野県発明協会
 知財アドバイザー　富澤 正 氏

参加無料 事前申込

＊プラバンのアクセサリー作り
4月15日㈯　◆申込み4月12日㈬まで
プラバンでお気に入りのキーホルダーやペンダントを作ります

＊簡単カメラをつくってみよう
5月27日㈯　◆申込み5月24日㈬まで
虫メガネを使ってカメラをつくり、写真(白黒)を写します

＊キラキラ鉱物を観察しよう
6月17日㈯　◆申込み6月14日㈬まで
火山灰から鉱物をとりだし、顕微鏡で観察します

入場無料

◇5月3日㈬ 10:00～15:00

鉄道模型の展示と公開運転ブースを開設

おもちゃ病院
開院します

 　　 1F 文化ホール会場

展　示 春の企画展
うえだ地域企業＆キッズフェア2017
上田地域のものづくり企業が上田創造館に集結!!
各企業の製品・商品の展示と、見て・さわって・遊び
ながら楽しい体験が出来ます。詳細は後日、チラ
シまたはホームページにて発表します。

６月開催予告

星空解説

キーボード生演奏と星空の世界をお楽しみください。◆直接会場へお越しください。

5月27日㈯ 19:30～21:30
6月24日㈯ 19:30～21:30
　　  屋上　天体観測室会場

星空観望会

◆当日４Ｆにて受付しますので直接会場
へお越しください。◆雨天・曇天の場合、
プラネタリウムを投映します。

夏の星空の生解説を創造館オリジ
ナル曲と一緒にお楽しみください。
6月3日㈯ 10:00～11:00
　　  4F プラネタリウム室会場

夏の星座と星空の動き

◆当日４Ｆにて受付しますので
直接会場へお越しください。

★春の星座と神話 4月22日㈯ 10:00～11:00
5月06日㈯ 10:00～11:00

【投映時間】 土曜日13：30～／15：00～、日曜日11：00～／13：30～／15：00～
【料金】 一般260円／高校・大学生210円／小・中学生110円　※２０名以上団体割引あり
◆土曜日は上田市・東御市・青木村・長和町の小中学生と保護者は無料です。（小中学
生1人につき保護者1人）

デジタルプラネタリウム

4Ｆ プラネタリウム室会場

4月・5月投映
★銀河鉄道の夜
★ムーンライトアドベンチャー
★宇宙はノンストップ ★春の星座解説
6月～投映
★銀河鉄道の夜 ★ミラクルプラネット
★はびたぶるぞーん ★夏の星座解説

参加
無料

参加無料

★ 音 楽 と 星 空 の コ ラ ボレ ー ション 企 画 ★
しおチャンの

星座
ワンポイント

解説

ゴールデンウィーク特別無料投映 4月29日㈯・30日㈰、5月1日㈪・3日㈬～7日㈰

子どもも大人も全員無料！！

思い描いたアイデアから作品の作り方を学ぶ他、工作
などを行ないながら、発明とものづくりのおもしろさ、
楽しさを体験し作品は展示会等に出品します。

～工夫を凝らしたアイデア作品集まる～

『発明・アイデア作品展』を開催しました

▲作品づくりに夢中（発明チャレンジワークショップ）▲ ▲展示会場の様子

小学生までの子どもたちを対象に、リアルな鉄道の現場を楽しみながらの運転体験会を行い
ます。その他、フリスビーによるストラックアウト等、様々なイベントを開催します！

ⒸKAGAYA studio

マジカルクッキング
年間参加者募集！！

【活動日時】 5月～平成30年2月まで年10回
 毎月1回（第４土曜日 13：30～15：30）
 ※変更となる場合があります。

【対　　象】 上田地域の小学生とその保護者
【定　　員】 15人（先着順）
【年 会 費】 3,000円（保険代、通信費、材料費）
【受付日時】 5月14日㈰までに上田創造館
 受付窓口または電話で申込み

事前
申込

科学を活かした料理を体験！様々な材料を使い
料理を作りながら楽しい実験をします。

参加無料

まもなく
終了！！
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　五島慶太（小林慶太）氏は、青木村殿戸
地区で生まれ、苦学をしながら東京帝国大
学を卒業し、東急電鉄社長や運輸通信大
臣など官民界で活躍しました。また、五島
美術館や東京都市大学を創設し、教育文
化振興にも尽くしました。
　昭和56年、東京急行電鉄が青木村に公
園を造り、70種の樹木や花を植え頌徳碑
を建立しました。

殿戸地区にある「日吉神社」は五間社流造
で本殿扉口が中央間に一つだけと珍しい
型式です。五島慶太氏の両親はこの神社
に息子の健康と出世を祈願しました。

五島慶太氏の生家が殿戸峠入口に現存し
ています。子供のころは、家の中で英語の
勉強をしている慶太少年の声が道まで聞
こえてきたそうです。（個人所有）

五島慶太氏生家
ごとう け い た し せ い か ひよしじんじゃ

県宝「日吉神社」問い合わせ先： 青木村観光協会（青木村役場内）
 ☎49-0111

うえだ地域浪漫紀行～「五島慶太翁記念公園」
ろま ん ご と う け い た お う き ね ん こ う え ん

しなの鉄道

千曲川

道の駅
あおき

うえだ

18

北陸新幹線

五島慶太翁記念公園

日吉神社

五島慶太生家

上田電鉄別所線

143

別所温泉

川西消防署

しょうとくひ

※見学希望等は観光協会へ
　お問い合わせください

発行▶ 上田地域広域連合事務局  企画課
 〒386-0404  長野県上田市上丸子1612
 TEL:0268-43-8818　FAX:0268-42-6740 
 E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.jp

印刷▶ 株式会社アオヤギ印刷

環境にやさしいベジタブルインク
を使用しています
●再生紙を利用しています

http://www.area.ueda.nagano.jp

検 索検 索上田広域

上旬

3日㈯

3日㈯

3日㈯

11日㈰

18日㈰

中旬～
7月中旬

新緑の和田宿ステーション祭り

信州国際音楽村開村30周年記念
信州ルネッサンス2017

菅平高原カントリーフェスティバル

長野県植樹祭

道の駅20周年・マルメロ市

湯の丸高原つつじ祭り

信州国際音楽村ラベンダー祭り

長和町：和田宿ステーション

上田市：信州国際音楽村

上田市：サニアパーク菅平

長和町：姫木平

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

東御市：湯の丸高原

上田市：信州国際音楽村

5月
6月5日㈮

7日㈰

中旬 

13日㈯

21日㈰

21日㈰

27日㈯・
28日㈰

27日㈯～
6月11日㈰

上田市：上田城跡公園

坂城町：びんぐしの里公園

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

東御市：東御中央公園一帯

上田市：真田氏館跡

上田市：丸子文化会館

長和町：長門牧場

坂城町：さかき千曲川バラ公園

うえだこどもまつり

子どもフェスティバル in びんぐし

ささやき神社例大祭

第14回子どもフェスティバル

御屋敷公園つつじ祭り

国際交流フェスティバル2017inMaruko

長門牧場祭

第12回ばら祭り

27日㈯～
8月27日㈰

28日㈰

坂城町：鉄の展示館

上田市・長和町：美ヶ原高原

第８回新作日本刀 研磨 外装
刀職技術展覧会

第9回美ヶ原牧場放牧祭り

29日㈯

下旬

東御市：祢津日吉神社境内東町歌舞伎舞台

青木村：信州昆虫資料館

祢津東町歌舞伎公演

追悼鳩山邦夫さん「舞姫よ永遠に」

1日㈯～
16日㈰

8日㈯～
5月21日㈰

15日㈯

21日㈮

21日㈮

22日㈯

23日㈰

25日㈫

27日㈭

29日㈯

29日㈯

上田市：上田城跡公園

坂城町：鉄の展示館

長和町：鷹山ファミリー牧場

青木村：大法寺

長和町：八島湿原～美ヶ原高原

長和町：愛宕山桜公園

上田市：鹿教湯文殊堂

上田市・長和町：美ヶ原高原美術館

青木村：道の駅あおき

上田市：中心市街地・上田城跡公園

上田市：余里

第14回上田城千本桜まつり

南北朝～桃山期の古刀
女領主直虎が生きた時代に焦点をあてて

鷹山ファミリー牧場オープン

大法寺大般若祭

ビーナスライン開通

長久保愛宕山桜公園花見会

鹿教湯文殊堂春祭り

第63回美ヶ原高原開山祭

道の駅あおき農産物直売所新装オープン記念＆山菜祭

第35回上田真田まつり

第17回たけしノルディックウォーキング in 余里一里花桃の里

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

上田市 063,188 世帯
156,186 人

東御市 11,057 世帯
29,858 人

青木村 1,542 世帯
4,262 人

※長野県毎月人口異動調査 2月1日現在

長和町 2,378 世帯
5,971 人

坂城町 05,472 世帯
14,558 人

上田地域統計データ

●長和町役場 ☎６８-３１１１
●坂城町役場 ☎８２-３１１１

スポーツレクリエーション祭2017　春の部

平成29年5月21日㈰
受付：午前9時～9時30分
出発：午前10時
東御中央公園　芝生広場
4月17日㈪～5月12日㈮
東御市教育委員会生涯学習課
生涯学習・スポーツ係（中央公民館）
TEL.64-5885　FAX.64-5610

芝生広場⇒１番観音⇒雷電
生家折り返し／６㎞

★

★
★
★

日　　時

集合場所
申込期間
申し込み先

ふれあいウォーク ｉｎ 東御参加者募集

昨年の様子 ※その他詳細は上記までお問い合わせください。（電話による問い合わせ：平日の午前９時から午後５時まで）

http://www.ueda-trenavi.jpうえだ地域のイベント、観光情報は「観光NAVi」で検索！

イベントについての問い合わせ
●上田市役所 ☎２２-４１００
●上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００
●上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

●上田市武石地域自治センター ☎８５-２３１１
●東御市役所 ☎６２-１１１１
●青木村役場 ☎４９-０１１１

①らいでんコース

芝生広場⇒海野宿
折り返し／１０㎞

②海野宿コース
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