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上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町 上田地域広域連合
シンボルマーク

　東京から2時間で白銀の世界、パウダースノーが楽しめる標高 2,000メートルの湯の丸高原スキー場。
標高差 255 メートルの見晴らしの良いワイドなゲレンデのほか、2キロメートル以上続く林間コースなど
のんびり楽しめるスキー場です。
　このほど、全天候型 400メートルトラックをはじめ、森林ジョギングコース、トレイルランニングコース
が整備され、新たに高地トレーニングエリアとしても注目されています。

上田地域広域連合広報紙

うえだ地域浪漫紀行～「湯の丸高原」
ろ ま ん

湯の丸高原の入口、地蔵峠にある湯の丸自然学習セン
ターが、湯の丸高原ビジターセンターとしてリニューアル
します。インタープリター（自然解説員）が常駐し、トレッ
キングルート案内や花の開花情報などを発信します。湯
の丸高原の自然と環境、登山のマナーを学ぶなどお気
軽にご利用ください。（入館無料）☎0268-62-4333

標高約1,730メートルの湯の丸高原に整備され
た1周400メートルの全天候型トラックは日本一
高い場所に位置します。湯の丸高原を高地ト
レーニングの拠点とするための中核施設です。
春から本格的に利用を始め、一般の人も使うこ
とができます。

湯の丸高原
全天候型４００ｍトラック
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問い合わせ先：東御市観光協会 ☎0268-62-7701
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清浄園からのお知らせ／年末年始の休館・休業のお知らせ
住宅用火災警報器を設置しましょう！
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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　市外局番は全て（0268）
●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

●長和町役場 ☎６８-３１１１
●坂城町役場 ☎８２-３１１１
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9月

1日㈪

1日㈪

5日㈮

6日㈯

7日㈰・
8日㈪

7日㈰

7日㈰

7日㈰

7日㈰

13日㈯

14日㈰・
15日㈪

21日㈰

ブランシュ初日の出ツアー

第47回元旦マラソン

新春書初め大会

市民の森スケート場まつり

信濃国分寺八日堂縁日

上田市成人式

東御市消防出初式

青木村消防出初式

長和町消防出初式

ライフ・ステージエコー2018

古町豊受大神宮 おたや祭り

上田市消防出初式

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

坂城町：文化センター周辺

東御市：東御市中央公民館

上田市：市民の森公園スケート場

上田市：信濃国分寺

上田市：上田市内7箇所

東御市：田中商店街

青木村：青木村文化会館周辺ほか

長和町：長門町民センター周辺ほか

坂城町：坂城テクノセンター

長和町：豊受大神宮周辺

上田市：東小学校、海野町商店街ほか

21日㈰ 坂城町消防出初式
坂城町：逆木通りほか

1月

3月

2月
上旬 

3日㈯

3日㈯

3日㈯

4日㈰

4日㈰

8日㈭

10日㈯

信濃雪中そばまつり

北向観音節分会

生島足島神社節分追儺祭

山家神社節分厄除大祭

第17回うえだ子ども文化祭

ぴよぴよレース

戸沢のねじと馬ひき

2018シリーズ文化講演会

長和町：信州立岩和紙の里

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

上田市：山家神社

上田市：サントミューゼ

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：真田町長戸沢地区

上田市：サントミューゼ

17日㈯・
18日㈰

17日㈯

17日㈯～
3月25日㈰

18日㈰

下旬～
3月中旬

第30回うえだ人権フェスティバル

東御市男女共同参画の集い

坂城のお雛さま～江戸から昭和まで～

東御市消防団音楽隊演奏会

海野宿ひな祭り

上田市：川西公民館

東御市：東御市中央公民館

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

東御市：東御市文化会館

東御市：北国街道海野宿

上旬

4日㈰

4日㈰・
5日㈪

長和町黒耀ワインの魅力

第55回湯の丸スキー大会

ブラたかまつり

長和町：活性化施設「蔵」

東御市：湯の丸スキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

講
師
：
舞
の
海
秀
平
氏

日　　時

内　　容

問合せ先

元オリンピック選手によるスピードスケートやアイスホッ
ケーの模範滑走と体験会、スケート講習会、パイプ椅子押
し競走、パン取り競走など。きのこ汁の無料ふるまいも行
います。「アルクマ」や「あかりちゃん」も来場予定！

平成30年１月6日㈯  午前9時～午後2時30分
 ※スケート場は午後4時30分まで営業

場　　所 「上田市市民の森スケート場」（上田市芳田3780番地85）

スポーツレクリエーション祭２０１7実行委員会事務局
上田市教育委員会 ☎0268-23-6372（月～金）
 ☎080-5141-7783（当日）

※悪天候によりスケート場が開場できない時は、イベント中止の場合があります。

▲

▶

昨年の様子

スポーツレクリエーション祭2017「冬の部」
貸靴料金

一人1回300円入場無料市民の森スケート場まつり参加者
募集

ふるさと基金運用益活用事業
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歳  出
44億7,554万

2千円

歳  入
47億796万

5千円

上田地域広域連合議会10月定例会

議会報告
　平成 29 年 10 月上田地域広域連合議会定例会は、
上田市丸子地域自治センター4 階議場において、10月
23日から10月26日まで 4 日間の会期で開催されま
した。
　今定例会では、平成 28 年度決算認定 4 件の議案が
提出され、すべての議案について認定されました。

平成28年度　上田地域広域連合　決算状況

平 成 ２ ８ 年 度 決 算 認 定
　平成２８年度一般会計及び特別会計（３会計）の決算が認定されました。
　平成２８年度における一般会計及び特別会計を合わせた歳入決算額は、４７億 796 万 5 千円で、前年度と比較して
8,644 万円の減額となりました。また、歳出決算額は 44 億 7,554 万 2 千円で、前年度と比べ 6,183 万 7 千円の
減額となりました。（詳しくは 3 ページをご覧ください。）

広域連合議会を傍聴してみませんか
　広域連合議会 2 月定例会が、平成 30 年 2 月 26 日㈪から２８日㈬までの 3 日間の日程で、丸子地域自
治センター 4 階議場において開催される予定です。議会は公開で行われており、傍聴できますので、お気
軽にお出かけください。

請 願 ・ 陳 情 に つ い て
　広域連合議会 2 月定例会で審査を希望される請願・陳情については、次のとおり受け付けています。
　　提出期限 平成 30 年 2 月 7 日㈬ 正午まで
　　提 出 先 上田地域広域連合議会事務局
 （上田市丸子地域自治センター４階　上田地域広域連合事務局総務課内）
　詳しくはお問い合わせください。

●上田市負担金
 26億2,377万8千円
●東御市負担金
 7億0,749万円0千
●青木村負担金
 1億1,402万円0千
●長和町負担金
 2億3,536万5千円
●坂城町負担金
 360万4千円

使用料及び手数料（7.2％）
3億5,094万4千円
●上田創造館使用料　
●斎場使用料（大星斎場・依田窪斎場）
●し尿投入手数料（清浄園）
●焼却手数料（クリーンセンター）
●消防手数料 など

消防特別会計（56.0％）
22億44万7千円
●東御消防署水槽付消防ポンプ自動車購入
●依田窪南部消防署災害対応水槽付
　消防ポンプ自動車購入
●消防本部車庫棟新築工事
●丸子消防署改修工事 など

介護保険特別会計（4.8％）
2億1,620万8千円
●要介護認定調査・審査会経費 など

ふるさと基金特別会計（2.0％）
9,039万7千円
●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
●地域の医療機能の維持等に対する支援

に関する事業（信州上田医療センター
医師確保事業、医師研究資金貸与事業、
病院群輪番制病院等救急搬送収容
事業、病院群輪番制病院後方支援
事業）

繰越金（5.5％）
2億5,702万7千円
●前年度繰越金

連合債（2.3％）
1億540万円
●消防施設整備事業債　

財産収入（0.1％）
681万7千円
●土地等貸付料
●基金運用収入

繰入金（3.0％）
1億4,293万7千円
●ふるさと基金繰入金
●老人福祉基金繰入金

国庫支出金（0.3％）
1,026万9千円
●消防施設整備補助金

分担金及び負担金（78.3％）
36億8,425万7千円

一般会計（44.0％）
19億6,849万円

特別会計（56.0％）
25億705万2千円

清浄園費（6.3％）
2億8,027万2千円
●制御システム修繕 など

クリーンセンター費（25.1％）
11億2,286万1千円
●上田クリーンセンター費
　（2号炉減温用熱交換器修繕 など）
　5億4,664万8千円
●丸子クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　3億4,008万6千円
●東部クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　2億3,612万7千円

創造館費（2.3％）
1億255万3千円
●指定管理料、
　屋根改修工事 など

大星斎場費（1.6％）
7,011万9千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

依田窪斎場費（0.9％）
3,822万1千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

議会・総務管理・選挙管理委員会・監査委員・
社会福祉・老人福祉・保健衛生・清掃費（7.9％）
3億5,446万4千円
●図書館情報ネットワーク事業
●障がい者介護給付費等審査会経費
●病院群輪番制病院運営事業 など

諸収入（3.0％）
1億5,010万2千円
●地方交付税配分金（消防設備、清浄園、

クリーンセンター建設等に伴う起債償還
に対して交付税措置されたもの） など

※歳入・歳出ともに表示単位を四捨五入してあります。端数処理のため合計額は一致しないことがあります。

県支出金（0.005％）
21万2千円
●県委任事務交付金（消防事務）

主な収入（注：主な項目掲載のため、円グラフと一致しない場合があります）

主な支出（注：主な項目掲載のため、円グラフと一致しない場合があります）

議会に関する問い合わせ先：上田地域広域連合事務局総務課　☎0268-43-8811　FAX.42-6740

　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、来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） ☎0268-２２-２３３９
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1職員の任免及び職員数　
❶ 職員の採用及び退職の状況

※人件費には共済費、特別職に支給される報酬などを含みます。

2職員の給与の状況
❶ 人件費の状況　平成28年度(決算額）

勤務時間、休憩時間の状況（平成29年4月1日現在、標準的なもの）

❷ 職員給与費の状況　平成28年度(決算額）

平成29年度
採用者数

平成28年度
退職者数

7人 5人

圏域内住民基本台帳人口（平成28年度末）
210,430人

人件費（B）
2,185,115千円

人件費率（B/A）
48.8% 

3職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

1週間の勤務時間
38時間45分

勤務時間
8：30～17：15

休憩時間
12：00～13：00

閉　　庁　　日
土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで

7職員の福祉及び利益の保護の状況

5職員の服務の状況

4職員の分限及び懲戒処分の状況

※職員数は平成28年４月1日現在の人数です。※職員手当には退職手当を含みません。

職員数
（A）

239人

給　　与　　費

928,471千円 250,863千円 373,834千円 1,553,168千円
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

1人当たり給与費
年額（B/A）
6,499千円

❶ 公務災害の認定状況 ❷ 不利益処分に関する不服申し立ての状況など
区　分

公 務 災 害
通 勤 災 害

認定件数
0件
0件

6職員の研修及び勤務成績の評定の状況
❶ 職員研修の状況 ❷ 職員の勤務評定の状況

区　分
一 般 研 修
職 場 研 修
専 門 研 修

内　　　　容
新規採用研修、係長研修　など
メンタルヘルス研修、交通安全研修　など
職種別研修、他機関主催の専門研修　など

延人数
012人
183人
261人

区　　分
勤務条件に関する措置の要求の状況
不利益処分に関する不服申し立ての状況

件　数
0件
0件

従事の状況
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などの地位を兼ねるもの
自ら営利を目的とする私企業を営むもの
報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの（各種統計調査員報酬など）      

許可数
0人
0人
2人

評定の時期

評定の
対象期間

評定の対象者

年２回

前期 ： 4月1日から9月30日まで
後期 ： 10月1日から3月31日まで

全職員（育児休業等の職員を除く）

※職員数は一般職に属する職員数であり、休職者、派遣職員などを含み非常勤職員を除いています。

❷ 職員数の状況（※平成28年度、平成29年度とも4月1日現在）
区　分

平成29年度
平成28年度
増　減　数

事務局 斎場・清浄園・クリーンセンター 消　防 合　　計
25人
25人

0人

16人
16人

0人

200人
198人

2人

241人
239人

2人

上田地域広域連合人事行政の運営等の状況について
　「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、給与、服務等について、平成２8年度の概要
をお知らせします。

❸ 職員互助会の設置及び活動状況 主な事業

職員が負担する会費

平成28年度決算の状況

慶弔費支給、体力向上事業

給料月額の1000分の3

歳入 8,762千円（うち広域連合からの補助金1,736千円）
歳出 6,719千円

地方公務員法第42条に基づく職員の保健、その他福利
厚生に関する事業を「上田地域広域連合職員互助会」が
行っています。職員互助会は、職員からの会費と広域連
合からの補助金により運営されています。

分限処分
人　数

0人

内　訳

降任 ０人
免職 ０人
休職 0人

分限処分とは、公務の能率の維持と適正な
行政運営の確保の目的から、地方公務員法
第28条の規定に基づき、職員が職責を果
たすことが期待できないときに、職員の意
に反して行う処分です。

懲戒処分
人　数

1人

内　訳

戒告 1人
減給 ０人
停職 0人
免職 ０人

懲戒処分とは、職員に法令等の違反、職務
上の義務の違反、全体の奉仕者としてふさ
わしくない非行のあった場合等に行う、地方
公務員法第29条の規定に基づく処分で
す。

歳出額（A)
4,475,542千円

第５次広域計画策定について
１ 上田地域広域連合広域計画策定に係るご意見について
●現行（第４次）広域計画へのご意見の内容
　（募集期間 ： 平成２９年1月１日から２月１３日まで／意見者数 ： １人）
　　現行の広域計画について、地域住民の皆様のご意見をいただくために実施しました。
　　ご意見の内容及び広域連合の考え方は以下のとおりです。

2 第５次上田地域広域連合広域計画（平成３０年度～平成３４年度）策定の流れ

広域計画策定委員１６人による策定委員会設置
広域計画素案の審議、審議結果の確認
広域計画策定委員会素案の決定
策定委員会から広域計画策定委員会素案を提出
広域計画（案）の決定
広域連合規約の変更の議決
広域連合規約の変更許可申請
広域計画を上程

問い合わせ先：上田地域広域連合事務局企画課　☎0268-43-8818

実施時期 会　議　等 内　　　容

平成２９年

平成３０年

１３月１５日
　　　
１９月２６日
１０月１０日
１２月１８日
１２月中下旬
１１月中旬
１２月２6日～28日

第１回策定委員会
第２回～第５回策定委員会
第６回策定委員会
正副広域連合長会
正副広域連合長会
関係市町村議会
長野県
広域連合議会２月定例会

項　　　目 ご意見等の内容 広域連合の考え方

広域行政の推進

病院に関すること

上田地域に中高一貫校を早期の
設置による優秀な人材の確保

中高一貫校については、長野県教育委員会の所管事項
です。関係市町村の教育委員会に要望を伝えました。

長野大学公立化にあたっての工
学部の設置 大学設置者の上田市に対して要望を伝えました。

上田地域に救命救急センターを
早期に設置

救命救急センターについては、長野県上田保健福祉事
務所の所管事項です。広域連合としても、上小医療圏に
おける地域医療のあるべき姿について、引き続き調査・
研究を行っていきます。

●第５次広域計画素案についてのパブリックコメントの内容
　（募集期間 ： 平成29年７月１０日から８月９日まで／意見者数 ： １人）
　　広域計画素案の内容について、地域住民の皆様のご意見をいただくために実施しました。
　　ご意見の内容及び広域連合の考え方は以下のとおりです。

項　　　目 ご意見等の内容 広域連合の考え方

ごみ処理
広域化計画

最終処分場について、地元との
協議をしっかりした上で、飲料水
に影響が出ない場所を研究して
みてはどうか。

最終処分場の建設場所については、ごみ処理広域化計
画において資源循環型施設（統合クリーンセンターな
ど）を建設する市町村以外の市町村で受け持つことを基
本としています。この基本方針に従い、今後、最終処分
場の建設候補地の選定を行っていきます。
候補地選定の際には、建設候補地の地元住民の皆様に
も十分に説明させていただき、ご理解いただけるように
努めていきます。
また、施設建設に際しては、最新鋭の技術を導入し、周
辺環境への影響を最小限にするよう努めていきます。

〜

問い合わせ先：総務課　☎0268-43-8811
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施設名 TEL休館・休業日 開館・開業日各
施
設
の
年
末
年
始
の
休
館
・
休
業
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

●上田市立上田図書館
●上田情報ライブラリー
●上田図書館創造館分室
●上田市立丸子図書館
●上田市立真田図書館
●上田市立武石公民館図書室
●上田市塩田公民館
●東御市立図書館
●青木村図書館
●長和町長門図書館
●坂城町立図書館
●長野大学附属図書館

12月28日㈭ ～ 1月4日㈭
12月28日㈭ ～ 1月4日㈭
12月28日㈭ ～ 1月4日㈭
12月28日㈭ ～ 1月4日㈭
12月28日㈭ ～ 1月4日㈭
12月29日㈮ ～ 1月3日㈬
12月29日㈮ ～ 1月3日㈬
12月29日㈮ ～ 1月3日㈬
12月28日㈭ ～ 1月4日㈭
12月28日㈭ ～ 1月4日㈭
12月29日㈮ ～ 1月3日㈬
12月27日㈬ ～ 1月8日㈪

0268-22-0880
0268-29-0210
0268-27-1758
0268-42-2414
0268-72-8080
0268-85-2030
0268-38-6883
0268-64-5886
0268-49-0071
0268-68-4400
0268-82-3371
0268-39-0005

1月5日㈮
1月5日㈮
1月5日㈮
1月5日㈮
1月5日㈮
1月4日㈭
1月4日㈭
1月4日㈭
1月5日㈮
1月5日㈮
1月4日㈭
1月9日㈫

施設名 TEL休館・休業日 開館・開業日

図

　
　書

　
　館

広
域
連
合
の
施
設

●上田創造館
●清浄園
●上田クリーンセンター
●丸子クリーンセンター
●東部クリーンセンター
●依田窪斎場
●大星斎場

12月29日㈮ ～ 1月3日㈬
12月29日㈮ ～ 1月3日㈬
12月30日㈯ ～ 1月3日㈬
12月30日㈯ ～ 1月3日㈬
12月30日㈯ ～ 1月3日㈬
12月31日㈰ 正午 ～ 1月2日㈫
12月31日㈰ 正午 ～ 1月2日㈫

0268-23-1111
0268-22-2339
0268-22-0666
0268-43-2131
0268-63-6814
0268-42-4851
0268-22-0983

1月4日㈭
1月4日㈭
1月4日㈭
1月4日㈭
1月4日㈭
1月3日㈬
1月3日㈬

35No.連載
資源循環型施設建設に関する説明会を開催

　広域連合と上田市は、地元３自治会（秋和・上塩尻・下塩尻）を対象に資源循環型施設建設に関する説明会を、１１
月３０日から１２月にかけて開催しました。

　ご参加いただきました皆様の貴重なご意見を今後の取組に生かしてまいります。

●ごみ処理広域化を進める理由（維持管理費の大幅な削減、焼却熱を
利用した発電や余熱利用が可能）
●施設の基本方針（安全で環境にやさしい施設、災害時の防災拠点）
●循環型社会構築に向けた取組（可燃ごみの減量化目標、各市町村の
減量化・再資源化の取組）
●建設候補地の選定（清浄園用地を候補地として選定した理由）
●施設建設に際しての環境対策（環境影響評価、排ガスの自主規制値）

大切なのは、一人一人が「もったいない」を意識して行動することです

　食品の「使い忘れ」、「食べ忘れ」、「二重買い」から生じる食品ロス。冷蔵庫を整理して「食品ロス」と「食費のロス」
を減らしましょう。

清浄園で発生した爆発事故についてのお詫び

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎0268-71-7705

※北海道経済産業局の試算より※年間約50kg出した場合
　（札幌市試算）

出典：「日曜日は冷蔵庫をお片付け。」パンフレット（札幌市環境局）

【説明内容の概要】

お
片
付
け
で
い
い
こ
と

　去る９月16日の午後３時頃、清浄園の施設内で爆発事故が発生しました。

　この爆発事故により、し尿収集車運転手をはじめ３人の方が負傷したほか、建物内では、自動ドアや窓

ガラスなどの破損があり、隣接する上田終末処理場の車両６台を破損するなど、甚大な被害が発生しました。

住民の皆様をはじめ、関係者に大変なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げ

ます。

　事故の概要については、配管の溶接作業を実施していたところ、火花が配管を伝わり地下のし尿貯留槽

内の可燃性ガスに引火し、爆発したものです。プラントメーカー専門家の調査によると、公共下水道の普

及に伴いし尿投入量が減少してきたため、一定量を溜めて処理していたことで槽内でのし尿等の滞留時間

が長くなり、その結果、メタンガスが発生しやすい状態になったことが判明しました。

　事故後、施設の点検と安全を確認し、可燃性ガスの発生を抑える運転や周辺環境対策など運転再開に必

要な対策を講じた上で受入れを再開すると共に、労働基準監督署の指導に従い安全対策を講じました。

　現在の施設は建設から 20 年ほど経過し、設備の老朽化が進んでいる中、し尿などの処理量は年々減少し

ております。状況に対応した適切な処理を行うと共に、効率的かつ適切な施設管理に努めてきたところで

ありますが、このような事故が発生してしまい、改めて施設全体の運営状況を確認のうえ、再発防止対策

を講じ、二度とこのような事が起こらないよう、安全管理の徹底を図ってまいります。

上田地域広域連合長　母袋　創一

問い合わせ先：清浄園（上田市常磐城 2320）  ☎0268-22-2339
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●問い合わせ先　市外局番は全て（0268）
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
上田南部消防署 ........☎38-0119
上田東北消防署 ........☎36-0119

川西消防署 ................☎31-0119
丸子消防署 ................☎42-0119
真田消防署 ................☎72-0119

東御消防署 ...................☎62-0119
依田窪南部消防署 .......☎68-0119

火災・救急・救助等出動要請は ☎119（局番なし）

119こちら消防本部

　平成２９年６月に実施した住宅用火災警報器設置状況調査の結果、全国の設置率81.7％、上田地域の設置率は80.1％でした。
上田地域では、まだ約20％のお宅が設置されていません。
　住宅火災による逃げ遅れ防止や、火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

消防法及び上田地域広域連合火災予防条例によりすべての住宅に設置が義務付けられています

平成２８年中の火災件数 平成２８年中の火災死者数

全　国 上田広域管内 全　国 上田広域管内

出火件数　36,831件 出火件数　73件 死者数　1,452人 死者数　4人

建物以外
15,840件

（43%）

住宅火災
11,354件

（31%）

住宅以外の
建物火災

9,637件（26%）

建物以外
29件

（39%）

住宅火災
23件

（32%）

建物以外
338人（23%）

建物以外
1人（25%）

住宅火災
987人 

（68%）

住宅火災
3人 

（75%）
住宅以外の
建物火災

21件（29%）

住宅以外の
建物火災

127人（9%）

（消防庁調べ） （消防庁調べ）

　上記グラフのとおり、火災件数の３割は住宅火災であり、火災による死者の
７割は住宅火災で発生しています。その死亡原因の６割が逃げ遅れによるも
ので、就寝時間帯に多く発生しています。
　警報器を設置することで、火災の発生を早く知らせ、避難や初期消火など
の対応を素早く行うことができます。

住宅用火災警報器は、なぜ必要？1

　警報器は、古くなると電池切れ等により、火災を感知しなくなることがあります。定
期的に右の写真のように、点検ボタンを押したり、点検ひもを引いて点検しましょう。
●正常な場合は？
　正常をお知らせするメッセージまたは警報音が鳴ります。
●音が鳴らない時は？
　電池がきちんとセットされているか確認してください。それでも鳴らない場合は、
警報器の故障か、電池切れです。
　「火事でもないのに警報器が鳴った」または「ランプが点滅している」などの症状
は、警報器の故障か、電池切れの可能性があります。故障や電池切れでは、火災発生時に作動しません。
　警報器の設置が義務化されてから１０年が経過しました。警報器の電池寿命は、約１０年とされていますので、故障や電池切れの
場合は、本体の交換が推奨されています。

住宅用火災警報器の維持管理は？3

　右の写真の①寝室は設置義務があります。
　２階以上に①がある場合、②階段にも設置義務があります。煙式のものを設置しましょう。   
　③台所に設置義務はありませんが、火を多く取り扱うことから設置が望まれます。台所に設置する場合は、調理中の煙等による誤
作動防止のため熱式のものが適しています。   

住宅用火災警報器の取り付け場所は？2
①寝室　②階段　③台所

　上田地域（上田市、東御市、青木村、長和町）の小中学生を対象とした、上田地域こどもCGコンクール
の入賞作品が決定しました。
　子供たちの創造性を育み、ＩＣＴ（情報通信技術）の向上や将来の職業とするきっかけになればと始めた
このコンクールも5回目となり、応募作品198作品の中から、審査の結果16作品が入賞しました。
　12月16日㈯に上田市マルチメディア情報センターにおいて表彰式が行われ、入賞作品は、12月24日㈰まで上田創
造館エントランスホールにて展示されました。

CG
ふるさと基金運用益活用事業

土屋　統子さん（城下小学校4年）

菊地　優也さん（川辺小学校6年）

佐藤　　陸さん（川辺小学校6年）

青木　優雅さん（城下小学校4年）

田中　流星さん（塩尻小学校5年）

桑原由貴奈さん（塩尻小学校4年）

島津　大河さん（中塩田小学校5年）

高塚　瑛斗さん（長小学校3年）

竹花　駿斗さん（依田窪南部中学校2年）

堀　　寛人さん（神川小学校1年） 

【作品名】池の主
東郷　陽道さん

（青木小学校5年）

佐藤　新大さん（滋野小学校4年）

清水　理央奈さん（塩尻小学校4年）

白井　航惺さん（中塩田小学校5年）

笹木　大暉さん（城下小学校2年）

「未来の風景」

「すずしそうな風りん」

「三次元のさかいめ」

「がだんごとんがたんごとんどこまでも」

児玉　結音さん
（第四中学校1年）

コンピュータ・グラフィックス

入選（副賞：図書カード３千円分）

審査
結果

入賞作品は上田市マルチメディア情報センターのホームページに掲載されています。上田地域広域連合ホームページからもご覧いただけます。

最
優秀賞

副賞： 図書カード
 1万円分

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、1月26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10月号の答えは、①ほこり②
30、10③8263でした。応募総数
164通の中から、10人の方に、東御
市観光協会より「アルカンヴィーニュ
シードル」（東御市、上田市りんご使
用）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。
次回は、「長和町特産品詰合せ（ダッタ
ンそば など）をお送りする予定です。

（広報紙をよく読んでね！○には1文字・数字が入ります）

① 広域連合議会２月定例会が、平成３０年２月〇〇
日から２８日までの３日間の日程で開催されます。
傍聴できますので、お気軽にお出かけください。

② 大切なのは、一人一人が「〇〇〇〇〇〇」を意識
して行動することです。

③ 警報器の電池寿命は、約〇〇年とされています
ので、故障や電池切れの場合は、本体の〇〇が
推奨されています。

【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。

優秀賞 副賞： 図書カード
 5千円分

「前進!!ぬいぐるみ
特攻隊!!」
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週末の理科室

トピックス 展　示

星空解説

 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1月～3月

2月10日㈯～18日㈰ 9:30～16:30　　　 2F 美術館
■児童・生徒の部　■一般の部
■上田創造館発明チャレンジワークショップの部
上田創造館発明チャレンジワークショップに参加された方々の作品展
示・活動紹介と一般の方より応募いただきました作品の展示をします。

12月29日㈮～平成30年１月3日㈬は年末年始休業のため休館。2月5日㈪は休館日となります。
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。

おもしろ・
ふしぎ体験広場
1月13日㈯、2月10日㈯、
3月１0日㈯ 13:30～15:30
　 　 1F エントランスホール
手作りおもちゃでいろいろな
不思議を体験しよう！
◆おもちゃ病院も開院します。

会場

新春昔ばなし語りの会
1月28日㈰ 13:30～
　 　 1F 民俗資料館
塩田平民話研究所の
皆さんによる語り。

会場

カルメ焼きを作ろう
1月6日㈯ 9:30～11:30
　　  ４F 科学実験室　定員：２０名
ふっくらサクサクのカルメ焼きを作りま
す。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）◆1月4日㈭までに電話でお
申込み

参加無料
参加無料

会場

モーターで車を作って
走らせよう
2月3日㈯ 9:30～11:30
　　  ４F 科学実験室　定員：２０名
モーターを使って動く車を作りま
す。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）
◆1月31日㈬までに
電話でお申込み

会場

お知らせ 平成30年度おもしろ科学少年団
【受 付 日 時】 4月8日㈰ 午前9：00から受付開始
【受 付 場 所】 創造館受付窓口（9:00～17:00）【先着順／代理申込み、電話受付不可】
 ※4月8日は混雑が予想されるため1Fエントランスにて受付します。
 ※お申込者多数の場合は受付開始前に整理券を配布いたします。

【対 象・定 員】 上田市、東御市、青木村、長和町の小学生／各グループ15名
【年 会 費】 2,000円（通信費・保険等）※別途材料費がかかります。
【募集グループ】 ①自然あそび　②科学工作　③地層・化石・鉱物　④自然観察
 （①小学校1・2年生のみ、②～④小学校3年生以上）
◆詳細は、別紙チラシまたはホームページをご覧ください。

おもしろ科学少年団活動見学会

団員を募集します！

入場無料～絵手紙にまごころを託して～

絵手紙展
発明・アイデア作品展 3月3日㈯～11日㈰ 9:00～17:00

　　 1F エントランスホール
それぞれの送り手の想いが伝わる
絵手紙展です。

会場

お正月あそび大会お正月あそび大会

プラネタリウム特別無料投映！
1月4日㈭～8日㈪ 11：00～/13：30～/15：00～ ※1月6日㈯は13：30～/15：00～

　の放映となります

新春企画 参加無料イベント

上田創造館（各会場）会場 興味のある方は、どなたでも見学できます。

1月4日㈭・5日㈮ 13:00～15:00　　　 1F 文化ホール会場

 　　 ４Ｆプラネタリウム室会場

入場
無料

冬の星座や金星などを観望しましょう！ ◆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。

キーボード生演奏と星空の世界を
お楽しみください。
　　  4F プラネタリウム室会場

冬の星座と
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。

冬の星空観望会
2月24日㈯ 18:30～21:00

デジタルプラネタリウム

屋上　天体観測室会場

1月投映 ★名探偵コナン　★冬の星座解説
 ★星の王子さま
2月投映 ★　　　はびたぶるぞ～ん　★冬の星座解説
 ★名探偵コナン　★星の王子さま
3月投映 ★　　　宇宙はノンストップ　★春の星座解説
 ★名探偵コナン　★星の王子さま

新番組

新番組

参加
無料

入場無料

会場

絵手紙展作品募集
【募集期間】1月27日㈯～2月18日㈰必着
用紙の大きさ ： はがきサイズ・一人２点以内
応募方法 ： ❶上田創造館窓口に作品を持参
 ❷作品（ご記入済）を封筒に入れ上田創

造館に郵送
返却方法 ： 展示終了後、上田創造館で投函します。
必須事項 ： 応募する作品には、必ず切手を貼り、相

手先の住所を明記してください。（自分
宛または友人宛も可）

発明・アイデア作品展作品募集

少し工夫して作った！ これば便利☆ 簡単アイデアがひらめいた！
開発研究して素晴しい物を作りました！ etc.

作品・試作品・構想図などを募集します
●最優秀賞・優秀賞・特賞の他、応募者全員に参加賞を進呈します。

（団体は1団体1個）

【募集期間】1月10日㈬～2月2日㈮必着

自然あそび（1F第4・5研修室） 科学工作（4F科学実験室） 自然観察（屋上天体観測室） 地層･化石・鉱物（4F科学実験室）
★2月10日㈯ ９：3０～10：30「自然あそび」「科学工作」、19：00～20：00「自然観察」　★２月１7日㈯ 9：30～10：30「地層・化石・鉱物」

入場無料子どもも大人も全員無料！！
同 時 開 催

★お手玉・こま・はねつきなどであそぼう♪
★けん玉級位認定会開催！
★手作りおもちゃを体験しよう
　おもちゃ病院も開院します

 

　　　 上田創造館に
イメージキャラクターが誕生しました！
　上田地域広域連合では、地域の皆様により親しみを感じてもらうため、上田創
造館にイメージキャラクターを設定しました。
　キャラクターの図案は、日頃から当館の事業運営に支援をいただいている、児玉
藤枝さんに依頼し、その図案へ公募により名称を募りました。応募いただいた名称
の中から、瀧澤歩夢さんが考えてくれた『上田しるる君』と『真田みるるちゃん』に
決定、10月21日に行われた感謝状贈呈式で瀧澤さんは「これからもいろいろな事
を知る、見ることができる創造館であってほしい」と名称の由来を聞かせてくれま
した。
　今後、キャラクターたちはプラネタリウムの番組や教室の資料などに登場します。 瀧澤さん（前列左）　児玉さん（後列左）

参加無料 ★音楽と星空観察の
コラボレーション企画★

1月6日㈯ 10:00～11:00

冬の星座と神話

春の星座と神話
2月3日㈯ 10:00～11:00

3月24日㈯ 10:00～11:00

【投映時間】 土曜日13：30～／15：00～
 日曜日・祝日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）

昨年の様子

凧展

12月24日㈰～１月7日㈰
　　  1F エントランスホール

信州上田常田凧保存会・築
地凧の会よりご協力いた
だいた凧等を展示します。

会場

入場無料

◆詳細は後日、ホームページまたは別途チラシにて発表いたします。
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上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町 上田地域広域連合
シンボルマーク

　東京から2時間で白銀の世界、パウダースノーが楽しめる標高 2,000メートルの湯の丸高原スキー場。
標高差 255 メートルの見晴らしの良いワイドなゲレンデのほか、2キロメートル以上続く林間コースなど
のんびり楽しめるスキー場です。
　このほど、全天候型 400メートルトラックをはじめ、森林ジョギングコース、トレイルランニングコース
が整備され、新たに高地トレーニングエリアとしても注目されています。

上田地域広域連合広報紙

うえだ地域浪漫紀行～「湯の丸高原」
ろ ま ん

湯の丸高原の入口、地蔵峠にある湯の丸自然学習セン
ターが、湯の丸高原ビジターセンターとしてリニューアル
します。インタープリター（自然解説員）が常駐し、トレッ
キングルート案内や花の開花情報などを発信します。湯
の丸高原の自然と環境、登山のマナーを学ぶなどお気
軽にご利用ください。（入館無料）☎0268-62-4333

標高約1,730メートルの湯の丸高原に整備され
た1周400メートルの全天候型トラックは日本一
高い場所に位置します。湯の丸高原を高地ト
レーニングの拠点とするための中核施設です。
春から本格的に利用を始め、一般の人も使うこ
とができます。

湯の丸高原
全天候型４００ｍトラック

湯の丸高原
ビジターセンター

しなの鉄道

牧家

別府
常田

I.C 南

東部湯の丸 I.C

小諸 I.C18

79

94

浅間サンライン

道の駅雷電くるみの里

一番観音

五十番観音

上信越道しげの

奈良原温泉
池の平湿原

♨

湯 の 丸 高 原

池の平

コマクサ園

湯の丸スキー場

湯の丸牧場つつじ平

P

P

見晴岳

三方ヶ峰

八十番観音
烏帽子岳

湯ノ丸山

問い合わせ先：東御市観光協会 ☎0268-62-7701
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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　市外局番は全て（0268）
●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

●長和町役場 ☎６８-３１１１
●坂城町役場 ☎８２-３１１１
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印刷▶ 株式会社アオヤギ印刷
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9月

1日㈪

1日㈪

5日㈮

6日㈯

7日㈰・
8日㈪

7日㈰

7日㈰

7日㈰

7日㈰

13日㈯

14日㈰・
15日㈪

21日㈰

ブランシュ初日の出ツアー

第47回元旦マラソン

新春書初め大会

市民の森スケート場まつり

信濃国分寺八日堂縁日

上田市成人式

東御市消防出初式

青木村消防出初式

長和町消防出初式

ライフ・ステージエコー2018

古町豊受大神宮 おたや祭り

上田市消防出初式

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

坂城町：文化センター周辺

東御市：東御市中央公民館

上田市：市民の森公園スケート場

上田市：信濃国分寺

上田市：上田市内7箇所

東御市：田中商店街

青木村：青木村文化会館周辺ほか

長和町：長門町民センター周辺ほか

坂城町：坂城テクノセンター

長和町：豊受大神宮周辺

上田市：東小学校、海野町商店街ほか

21日㈰ 坂城町消防出初式
坂城町：逆木通りほか

1月

3月

2月
上旬 

3日㈯

3日㈯

3日㈯

4日㈰

4日㈰

8日㈭

10日㈯

信濃雪中そばまつり

北向観音節分会

生島足島神社節分追儺祭

山家神社節分厄除大祭

第17回うえだ子ども文化祭

ぴよぴよレース

戸沢のねじと馬ひき

2018シリーズ文化講演会

長和町：信州立岩和紙の里

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

上田市：山家神社

上田市：サントミューゼ

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：真田町長戸沢地区

上田市：サントミューゼ

17日㈯・
18日㈰

17日㈯

17日㈯～
3月25日㈰

18日㈰

下旬～
3月中旬

第30回うえだ人権フェスティバル

東御市男女共同参画の集い

坂城のお雛さま～江戸から昭和まで～

東御市消防団音楽隊演奏会

海野宿ひな祭り

上田市：川西公民館

東御市：東御市中央公民館

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

東御市：東御市文化会館

東御市：北国街道海野宿

上旬

4日㈰

4日㈰・
5日㈪

長和町黒耀ワインの魅力

第55回湯の丸スキー大会

ブラたかまつり

長和町：活性化施設「蔵」

東御市：湯の丸スキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

講
師
：
舞
の
海
秀
平
氏

日　　時

内　　容

問合せ先

元オリンピック選手によるスピードスケートやアイスホッ
ケーの模範滑走と体験会、スケート講習会、パイプ椅子押
し競走、パン取り競走など。きのこ汁の無料ふるまいも行
います。「アルクマ」や「あかりちゃん」も来場予定！

平成30年１月6日㈯  午前9時～午後2時30分
 ※スケート場は午後4時30分まで営業

場　　所 「上田市市民の森スケート場」（上田市芳田3780番地85）

スポーツレクリエーション祭２０１7実行委員会事務局
上田市教育委員会 ☎0268-23-6372（月～金）
 ☎080-5141-7783（当日）

※悪天候によりスケート場が開場できない時は、イベント中止の場合があります。

▲

▶

昨年の様子

スポーツレクリエーション祭2017「冬の部」
貸靴料金

一人1回300円入場無料市民の森スケート場まつり参加者
募集

ふるさと基金運用益活用事業
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