
4月 上田地域広域連合広報紙

Vol.70
2019年4月

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

うえだ地域浪漫紀行～「信州武石 余里の一里花桃の里」
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上田地域のごみ問題を考える
スポレク春の部／ふるさとプレゼント
上田創造館だより
イベント歳時記
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新緑と桜の春、冷涼な風とせせらぎの夏、カラマツの見事な紅葉の秋、深雪と温泉の冬。折々の魅力にあ
ふれた、森と渓谷に佇む一軒宿。江戸元禄時代から約400年間続く名湯・岳の湯温泉は、「体の芯まで温
まる」「頭の良くなる温泉」と言われ、愛されています。源泉かけ流しの温泉は、日帰り入浴もできますので、
花桃のほか、信廣寺のシダレザクラ、武石公園のツツジとも併せてお立ち寄りください。

岳の湯温泉　雲渓荘

　「世界で一番きれいな二週間」と自負する余里の一里花桃の里へ。
　「花咲じいさんクラブ」の皆さんが丹精こめて育てた約2,000本の花桃が、およそ1里（約4km）に
わたって、余里の里を埋め尽くします。（例年の見頃は、4月中旬から5月上旬）
　鮮やかなピンクや白の花桃に包まれながら歩けば、それはまるで桃源郷に迷い込んだよう。

ろ ま ん よ 　  り い ち 　 り は な  も も さと
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立岩

下武石

武石沖

武石口

至丸子

武石ともしび
博物館

武石公園
　　 （ツツジ）

信廣寺
（シダレザクラ）

武石温泉
うつくしの湯

武石地域
自治センター

道の駅
マルメロの駅ながと

至和田・大門峠

約5km岳の湯温泉
雲渓荘

余里の一里花桃の里

問い合わせ先：
武石観光協会
☎0268-85-2828

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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 〒386-0404  長野県上田市上丸子1612
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 E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.jp
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信州ルネッサンス2019

新緑の和田宿ステーション祭り

マルメロ市

狐塚ほたるの里

湯の丸高原つつじ祭り

信州国際音楽村ラベンダー祭り

上田市：信州国際音楽村

長和町：和田宿ステーション

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

上田市：上田市塩川 狐塚沢

東御市：湯の丸高原

上田市：信州国際音楽村

5月

6月

3日㈮・
4日㈯

11日㈯

12日㈰

18日㈯

18日㈯～
8月25日㈰

19日㈰

19日㈰

25日㈯

上田市：上田駅前～大星神社～太郎山

東御市：東御中央公園一帯

坂城町：びんぐしの里公園

上田市：物見石レンゲツツジ群生地周辺

坂城町：鉄の展示館

東御市：中央公園芝生広場

青木村：信州昆虫資料館

上田市：上田城跡公園～別所温泉

上田市： 上田駅お城口　駅前花壇
 上田城跡公園　櫓門前

第5回太郎山登山競走

第16回子どもフェスティバル

子どもフェスティバル in びんぐし

美ヶ原高原自然再生事業春のササ刈り

第10回新作日本刀 研磨 外装
刀職技術展覧会

スポレク祭「ふれあいウォークin東御」

風穴ハイキング・自然観察会

第11回別所線と走ろう、歩こう！！ラン＆ウォーク

25日㈯・
26日㈰

25日㈯～
6月9日㈰ 

26日㈰

長和町：長門牧場

坂城町：さかき千曲川バラ公園

上田市・長和町：美ヶ原高原

2019春長門牧場祭

第14回ばら祭り

第11回美ヶ原牧場放牧祭り

下旬

4月中旬～
5月上旬

4月末～
6月16日㈰

（予定）

上田市：霊泉寺温泉～独鈷山

上田市：上丸子 依田川 丸子橋上流

信州百名山独鈷山ネイチャートレッキング

依田川鯉のぼり

信州花フェスタ連携　特設花壇

3月30日㈯～
4月21日㈰

4月2日㈫～
5月12日㈰

6日㈯～
21日㈰

8日㈪

11日㈭

13日㈯

19日㈮

20日㈯

21日㈰

21日㈰

25日㈭

28日㈰

29日㈪・祝

29日㈪・祝

29日㈪・祝

上田市：信州国際音楽村

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田城跡公園

上田市：鹿教湯薬師堂

東御市：湯楽里館

長和町：愛宕山桜公園

上田市・長和町：八島湿原～美ヶ原高原

青木村：信州昆虫資料館・横手キャンプ場

上田市：平井 宮沢地区御屋敷平

青木村：大法寺

上田市・長和町：美ヶ原高原美術館

上田市：鹿教湯文殊堂

上田市：武石余里

上田市：上田城跡公園・中心市街地

東御市：祢津日吉神社境内

信州国際音楽村すいせん祭り2019

昭和の名刀展
～1964年 東京オリンピックの頃の名刀～

第16回上田城千本桜まつり

鹿教湯温泉薬師堂花祭り

湯楽里館ワイン＆ビアミュージアムオープン

長久保愛宕山桜公園花見会

ビーナスライン開通

青木村信州昆虫資料館
村営横手キャンプ場　オープン

独鈷山千本桜祭り

大法寺大般若会

第65回美ヶ原高原開山祭

鹿教湯文殊堂春祭り

第19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

第37回上田真田まつり

祢津東町歌舞伎公演

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

1日㈯

上旬 

上旬 

中旬 

中旬 

29日㈯～
7月15日㈪
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平成31年度

予算総額
48億9,906万2千円
［＋1億6,034万2千円］

平成31年度

歳　入
48億9,906万2千円
［＋1億6,034万2千円］

平成31年度

歳　出
48億9,906万2千円
［＋1億6,034万2千円］

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
3億8,227万4千円（7.7％）
［△1,227万8千円］
●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
6億761万7千円（12.4％）
［＋899万7千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

清浄園費
2億8,460万2千円（5.8％）
［△268万5千円］
●施設設備等修繕

東部クリーンセンター費
2億8,683万1千円（5.9％）
［△1,789万8千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

丸子クリーンセンター費
3億2,156万2千円（6.6％）
［＋1,835万3千円］
●焼却プラント等修繕及び点検業務

大星斎場費
7,251万5千円（1.5％）
［＋448万4千円］
●指定管理者委託
●施設設備等修繕

創造館費
1億1,618万9千円（2.4％）
［＋1,312万4千円］
●指定管理者委託
●施設設備等修繕

依田窪斎場費
3,979万6千円（0.8％）
［＋268万7千円］
●指定管理者委託
●施設設備等修繕

ふるさと基金特別会計
1億37万5千円（2.0％）
［△333万2千円］

介護保険特別会計
2億2,328万円（4.6％）
［＋183万6千円］
●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
24億6,402万1千円（50.3％）
［＋1億4,704万9千円］

一般会計
21億1,138万6千円（43.1％）

［＋1,478万9千円］

※（　　） 構成比
　［　　］ 前年度比較増減
　　● 主な内容

●スポーツレクリエーション祭事業
●信州上田医療センター初期研修医養成
支援事業
●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（中央署消防ポ
ンプ自動車、丸子署救助工作車）
●南部署はしご車オーバーホール
●上田南部消防署改修工事

特別会計
27億8,767万6千円

（56.9％）
［＋1億4,555万3千円］

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。
⑭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。

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。

〈市町村負担金の内訳〉
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
73.6
17.7
3.0
5.6
0.1

39億8,565万9千円
29億3,404万3千円
7億0,641万0千円
1億2,101万9千円
2億2,099万6千円

319万1千円

⑦国庫・県支出金
650万4千円（0.1％）
［△2,208万3千円］

⑧財産収入
475万4千円（0.1％）

［△143万6千円］

⑤諸収入
1億3,220万5千円（2.7％）
［＋4,656万9千円］

⑥繰越金
1億1,301万7千円（2.3％）
［＋1,836万円］

②使用料・手数料
3億2,741万4千円（6.7％）
［＋58万円］

①分担金・負担金
40億1,939万8千円（82.1％）
［＋2,485万6千円］

③繰入金
1億5,307万円
（3.1％）
［△380万4千円］

④連合債
1億4,270万円（2.9％）
［＋9,730万円］

⑨人件費
23億1,820万8千円
（47.3％）
［＋6,752万円］

⑰貸付金
1,000万円（0.2％）

［±0円］⑮繰出金
5,421万1千円（1.1％）
［△24万5千円］

⑭補助費等
1億7,695万5千円
（3.6％）
［△1,208万7千円］

⑪維持補修費
5億7,537万4千円
（11.7％）
［△1,186万7千円］

⑫公債費
2億7,098万7千円
（5.5％）
［△97万8千円］

⑬普通建設事業費
1億7,921万7千円
（3.7％）
［＋7,236万9千円］

⑱積立金
191万9千円（0.1％）

［△6千円］

⑲予備費
3,470万円（0.7％）

［＋1,000万円］

⑩物件費
12億5,022万4千円

（25.5％）［＋3,628万6千円］

⑯扶助費
2,726万7千円（0.6％）
［△65万円］

　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、48億9,906万 2千円で、前年度と比較して3.4％、
1億6,034万 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
1,138万6千円で、前年度と比較して0.7％、1,478 万
9 千円の増額となり、特別会計の予算総額については、
27億8,767万6千円で、前年度と比較して5.5％、1億
4,555 万 3千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増額と
なった理由は、主に創造館、斎場、上田クリーンセンター
及び丸子クリーンセンターの施設設備修繕費の増額によ
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、
人件費、消防車両の更新及び点検整備等により、前年
度と比較して1億4,704万9千円の増額によるものです。

2月定例会

平 成 3 1 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３１年 2 月上田地域広域連合議会定例会は 2 月２０日に
招集され、2月２２日までの3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３０年度補正予算案及び平成
３１年度当初予算案など１０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、各市町村等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。

⑤諸収入▶預金利子や受託事業収入、収益
事業収入などです。

⑥繰越金▶前年度から今年度へ繰り越す金
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

※①分担金・負担金には川西保健衛生施設組合からの負担金が含まれています。
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議会の傍聴について
　広域連合議会は、毎年 2 月と１０月に定例会を開催しています。議会は公開で行われていますので、傍聴
していただくことができます。お気軽にお出掛けください。
　なお、詳しい日程等については右ページのお問い合わせ先へ。

条 例 の 一 部 改 正
● 職員定数条例中一部改正について
 　将来にわたる消防組織体制の充実整備を図るため、消防職員定数を２０１人から２１８人へ増員する改正を行いま

した。

● 上田地域広域連合一般廃棄物処理施設の技術管理者に関する条例中一部改正について
 　学校教育法の一部改正に伴う、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正により、一般廃棄物処

理施設に配置が必要な「技術管理者」の資格基準の見直しが行われたことに合わせて、条例の一部改正を行いま
した。

平 成 3 0 年 度 2 月 補 正 予 算

2月定例会

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

21億1,439万4千円

26億4,212万3千円

1億0,370万7千円

2億2,144万4千円

23億1,697万2千円

47億5,651万7千円

△ 2,878万9千円

△ 1,502万3千円

――

49万6千円

△ 1,551万9千円

△ 4,381万2千円

20億8,560万5千円

26億2,710万円

01億0,370万7千円

02億2,194万円0千

23億0,145万3千円

47億1,270万5千円

△ 1.4

△ 0.6

0.0

0.2

△ 0.7

△ 0.9

補正前予算額 2月補正額 補正後予算額 増減率（％）

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

歳 入  前年度繰越金、交付税配分金の確定による増額、市町村負担金、使用料の減額
歳 出  人件費の調整、事業費確定に伴う不用見込額の減額、償還額確定による公債

費の減額補正（消防特別会計）

● 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 ☎0268-43-8811

　平成３０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 2 施設及び 1 消防署につ
いて、監査を実施しました。

平成30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ことが認められ、次の点について意見がありました。

（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。

（３） 創造館において、施設の定期的な点検や適切な修繕を行い、利用者が安全かつ快適に利用できる
よう施設の管理に留意されたい。また、館内施設をより多くの方に利用して頂けるように、ニーズ
に即した活用について検討されたい。

（４） 清浄園において、施設の安全性を最大限考慮した管理運営に留意されたい。また、老朽化した施
設及び設備については、稼働状況や今後の運用スケジュールを見据え、計画的な点検整備及び修
繕を実施し、引き続き適正な維持管理に留意されたい。

「サラ・さらさ」（肥料）の
 配布について

問い合わせ先：清浄園　☎0268-２２-２３３９

予　告

　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３０年度
定期監査が平成３０年１１月２８日（水）に行われました。

事 件 決 議
● 可燃ごみ処理に関する事務の受託について
 　川西保健衛生施設組合の旧北御牧地区にかかる可燃ごみ処理について、平成 31 年 4 月から上田地域広域連合

に委託したいとの申し出があり、地方自治法第 252 条の 14 の規定により、事務を受託する規約を定めました。

　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氏名と所属委員会は次のとおりです。（敬称略）

●総務委員会
　横山　好範（副議長・議会代表者会議員）、長越　修一　

●保健福祉委員会
　阿部　貴代枝（保健福祉委員会副委員長）、若林　幹雄

東 御 市 議 会 選 出 議 員 の 改 選

　ご好評いただいている「サラ・さらさ」の配布については、毎年多く
の皆さまからお問い合わせをいただいています。
　今年度については、昨年度の実施状況を踏まえ、より多くの皆さまに
ご利用いただけるよう配布の時期や方法等の見直しを行っています。
　詳細については決まり次第、改めてお知らせしますが、現在のところ、
平成 32（2020）年３月の配布を予定しています。

横山副議長
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　秋から冬にかけて、山では枯草・枯葉が増え燃えやすくなっていることや、
風が強く、乾燥しているなどといった自然条件が重なり、春先は山火事発生の
危険性が高い時期です。
　山火事はいったん発生すると消火は困難で、焼失した森林の再生には長い時間と多くの労力が必要となります。
　山火事のほとんどが「たき火の不始末」など人の不注意から発生していて、1 人ひとりが森林の大切さを認識し、
火の取扱いに注意することで防ぐことができます。
　行楽や山菜採りなどで山に入る機会が多くなる季節。かけがえのない森林を守るため、次の点に心がけましょう。

119こちら消防本部

●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）

つけていますか？  【住宅用火災警報器】
　すべての住宅の就寝に使用する部屋に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
　実際に上田広域管内であった「つけておいて良かった事例」をご紹介します。

山火事にご注意を！

　このように、住宅用火災警報器を設置していたことで早期に火
災に気が付き、初期消火や避難をすることができた事例が身近に
もあります。
　まだ設置していないお宅はご家族やご自身の安全のためにも、
早急に設置しましょう。

　無作為に抽出したお宅に、身分証明書を携帯した消防職員が訪問し住宅用火災警報
器の設置状況を調査いたします。今年も 4月から5月にかけて実施しますので、ご協力
をお願いいたします。
※消防署では、消火器や住宅用火災警報器の販売はしていません。

　魚を魚焼きグリルで焼いていることを忘れて朝食
を食べていたら、住宅用火災警報器が鳴った。台
所を確認するとガスコンロから火が吹き出ていた。
　住宅用火災警報器の作動により、火が小さいう
ちに消火することができた。

事　例　1

　就寝中、住宅用火災警報器の鳴る音で起きたと
ころ、トイレ内で吸ったたばこの火がタオルに燃え
移っていた。
　住宅用火災警報器の作動により、早期発見でき
たため、タオルを焦がしただけで済んだ。

事　例　2

 4月27日土

 5月25日土

 6月22日土

 7月27日土

 8月24日土

10月26日土

11月23日土

12月21日土

 1月25日土

 2月22日土

 3月28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、団体等で受講を希望する場合は、最寄りの消防署へお問い合わせください。

●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 ： 心肺蘇生法（AEDを含む。）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 ： 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　受講者には、普通救命講習修了証を交付します。

　上級救命講習会を９月8日日、上田市中央公民館に
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。

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

上 田 中 央 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

定
期
普
通
救
命
講
習
会

　日
程

※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

●周囲に枯草など燃えやすいものがある場所では、たき火をしない
●たき火・野焼きをするときは、すぐに消火できる準備をし、できるだけ2人

以上でおこなう
●たき火・野焼きの最中は目を離さず完全に消火するまでその場を離れない
●風が強いときや空気が乾燥しているときには、たき火・野焼きをしない
●たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消して絶対に投げ捨て

ない

山火事防止のポイント

定期普通救命講習
～あなたの勇気で助かる命があります～

～安心して介護サービスをご利用いただくために～

　審査会委員の任期満了に伴う委員改選がありました。

＊介護認定審査会　　委員６０人（新任 6 人、再任５４人）

　•介護認定審査会会長　　　葦沢　　博さん（上田市医師会）

　•　　同　　職務代理　　　太田　篤子さん（小県医師会）

＊障害者介護給付費等審査会　　委員１０人（新任 1 人、再任 9 人）

　•障害者介護給付費等審査会会長　　　吉田　朋孝さん（小県医師会）

　•　　同　　職務代理　　　　　　　　宮坂　　崇さん（上田市医師会）

※いずれも委員の任期は 2 年間で、平成３１年 4 月 1 日から平成３３年 3 月３１日までです。

問い合わせ先：介護障がい審査課 ☎43-8813

介護認定審査会と障害者介護給付費等審査会の委員改選がありました

あしざわ

おおた

ひろし

あつこ

よしだ

みやさか

ともたか

たかし
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抽選で10人の方にプレゼント

【応募方法】 はがき、ＦＡＸ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1月号の答えは、①連鎖②安心③15でし
た。応募総数210通の中から、10人の方に上田
市武石地域の「信州味噌まいみその」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。次回の当選者には、「上田市真田地
域特産品」をお送りする予定です。

＜特産品の紹介＞武石地域のハートフルハウスでは、
すべて武石産の自然栽培の米、大豆を材料として、麹
づくりや薪焚きも行い、旨みたっぷりの「信州味噌まい
みその」を製造。また、「まいみその」を使って、武石公
園の尾根に散在する黒褐色の正六面体の岩石「武石

（ぶせき）」を模した味噌飴も作っています。
ギャラリークラノマ、岳の湯温泉雲渓荘やカフェなか
はら等での販売のほか、通信販売でも購入することが
できます。（ハートフルハウス　☎0268-85-2129　
https://heartfulhouse .jimdo.com/） 

（広報紙をよく読んでね！ 〇には1文字・数字が入ります）

⒈ 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、〇〇億9,906万2千円で、前年度と比較
して3.4％、1億6,034万2千円の増額となりました。

⒉ 山火事のほとんどが「たき火の不始末」など人の〇
〇〇から発生しています。山火事防止のポイントを
再度確認しましょう。

③資源循環型施設検討委員会の会議資料・会議概要
等は〇〇〇〇ホームページで公開しています。

【応 募 先】 上田地域広域連合「広報紙ふるさとプレゼント」宛
 郵送▶〒386-0404　上田市上丸子1612
 ＦＡＸ▶0268-42-6740
 Eメール▶kikaku@area.ueda.nagano.jp
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。

40No.連載

　「熱回収施設（焼却施設）の基本的構造・機能と環境対策」、「資源循環型施設（統合クリーンセンター）
の環境対策の基本的な考え方」について

〈委員意見等〉 ● 「焼却施設から排出される有害物質を抑制する技術（除去対策）及び除去可能値、ダイオキ
シン類の測定方法など具体的な説明を求める。」

　生ごみリサイクルシステムの構築に向けた組織の設置について
〈委員意見等〉 ● 「どこの都市でも生ごみの比率は高く、また生ごみ減量が進まないことは共通の課題。上田市

での検討・解決策を期待する。」
 ● 「生ごみリサイクル研究会の具体的な検討スケジュールを示すべき。」
 ● 「堆肥化なら安全性の確保、利用策及び商品化等総合的な施策が必要。」

問い合わせ先： ごみ処理広域化推進室　☎0268-71-7705

日　　時

申込期間

申 込 先

2019年5月19日㈰
受付 ： 午前8時30分～9時　出発 ： 午前9時30分

集合場所 東御中央公園　芝生広場
4 月15日㈪～ 5 月13日㈪
東御市企画振興部　文化・スポーツ振興室
☎0268-75-1455　FAX：0268-64-5431

※その他詳細についてはお問い合わせください。（電話によるお問い合わせ ： 平日午前 9 時から午後 5 時まで）

スポーツレクリエーション祭2019 ふるさと基金運用益活用事業

昨年の様子

安 全 ・ 安 心 な 施 設 の あ り 方

ご み の 減 量 ・ 資 源 化

ストーカ（火格子）式焼却炉の仕組み 全国の年間ダイオキシン類発生量の推移

資源循環型施設の環境対策の基本的な考え方

資源循環型施設検討委員会②
～地域住民の安心・安全を将来にわたって保証する計画を創ります～

　平成３１年 1 月２６日、第 2 回検討委員会を開催し、次のような協議を行いました。

　会議資料（抜粋）をご紹介します。

　検討委員会の詳細（会議資料、会議概要等）は、広域連合ホームページで公開しています。

ごみクレーン
燃焼ガス

ごみホッパ

ごみフィーダ

押込ファン

ストーカ

焼却灰

乾燥
燃焼

後燃焼

［処理過程］ ごみ投入➡乾燥➡燃焼➡後燃焼➡焼却
灰、燃焼用空気をストーカの下から供給

［特　　徴］ 他の焼却方式と比較し、実績が最も多く
技術的に信頼性が高い。発電機との組
み合わせ実績も多数ある。安定燃焼し
やすく、炉内温度、圧力及び蒸気発生
量の変動が少ない。

●利用可能な最善の環境対策技術を用いて建設する。
●法令の規制値より厳しい自主基準値を定めその値

を遵守し操業する。
●自主基準値は、科学的・技術的知見を踏まえて適

切に定めることが望ましい。

●ダイオキシン類対策が講じられ、発生量は激減。
●環境省は、削減目標を達成したとしている。

10，000

8，000

6，000

4，000

2，000

0

H９ H10 H11 H12 H13 H14 H28

3,135

5,000 2,601

1,550

1,858

1,350
1,509
1,018

1,201
812

370

597
96
24

■一般廃棄物焼却施設　　■その他
排出量(g-TEQ/年)

ふれあいウォーク ｉｎ 東御参加者募集

芝生広場⇒道の駅「雷電くるみの
里」（折り返し）⇒雷電生家⇒芝生
広場

①らいでんコース（6.5km）
芝生広場⇒白鳥神社⇒海野宿（折
り返し）⇒芝生広場

②海野宿コース（10km）
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トピックス

展　示

星空解説

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　☎0268-23-1111
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）☎0268-27-1758
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

年間参加者募集！

昨年の様子▶

　最近知られるようになってきた「SDGs」。2015 年の国連で各国のリーダーによって決められた、
国際社会共通の目標のことです。
　SDGsをテーマに冬の企画展を開催し、期間最終日の１月２７日㈰には、上田市出身で元 JAXA 理事
の山浦雄一名誉館長をナビゲーターに迎え、SDGs クイズ大会を行いました。
　簡単な 3 択クイズを通じて、多くの親子連れの皆様と一緒にSDGsについて楽しく学び、考えました。

お知らせ

年間

◉子ども地質こうざ

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3日㈪は、定期清掃等のため休館

週末の理科室

参加無料

参加無料

9:30～11:30 4F 科学実験室会場
対象： 上田市・東御市・青木村・長和町の小中学生と
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。

事前申込

子ども夢フェスタ

◉おもしろ・ふしぎ体験広場
4月13日㈯、5月11日㈯、6月8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。

会場

◉昔ばなし語りの会
6月23日㈰ 13:30 開演　 　　 1F 民俗資料館会場

＊プラバンのアクセサリー作り
4月13日㈯　◆申込み4月10日㈬まで　定員：20人
持ち物：プラバンに描くイラスト等のある人は持参
自分のデザインでストラップやアクセサリーを作ります。

＊簡単カメラを作ろう
5月25日㈯　◆申込み5月22日㈬まで　定員：20人
虫メガネを使ってカメラをつくり、写真(白黒・青焼き)をうつします。

＊キラキラ鉱物の観察
6月15日㈯　◆申込み6月12日㈬まで　定員：15人
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

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

◇5月3日㈮・4日㈯
10:00～15:00
 　　 1F 文化ホール会場

うえだ地域企業＆キッズフェア2019
上田地域等の企業の皆さまと子ども達とのコラボレーション！！

見て！ 触って！ 遊べる！ 企業展
6月15日㈯～23日㈰  9：30～16：30 　　 1F 文化ホール
◉詳細は後日発表！　※日程が変更になる場合もございます。

会場

発明チャレンジワークショップ
年間参加者募集！！

工作などを行いながら、発明と物づくりの
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。

【活動日時】 2019年5月～2020年1月まで
年9回（毎月1回土曜日13:30～
15:30）※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・中学生

【定　　員】 20人（先着順）
【受　　付】 4月13日㈯から受付開始
 上田創造館受付窓口または
 電話で申込み

【講　　師】（一社）長野県発明協会
 小沢 益也 氏

 協力企業各社

5月25日㈯ 13:30～15:30
　　  ４Ｆ 科学実験室
対象：上田市・東御市・青木村・長和町の小学
生とその保護者
定員：15人（先着順）
参加費：300円（材料費・保険代等）
◆5月22日㈬までに電話で申込み。

【活動日時】 2019年5月～12月までの年8回（毎月1回、主に
第3土曜日 10：00～11：30）※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）
【受　　付】 4月13日㈯から受付開始
 上田創造館受付窓口または電話で申込み

4月27日㈯～5月6日㈪
 　　 ４Ｆプラネタリウム室会場

子どもも大人も全員無料！！

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
◆直接会場へお越しください。

春の星座と神話

夏の星座と星空の動き
4月20日㈯・5月5日㈰ 10:00～11:00

6月1日㈯ 10:00～11:00

SDGs クイズ大会楽
ラク

難
ナン？ ？

～鉱物遊びをして、鉱物プレパラートを作ろう～
郷土地質研究家・山辺邦彦氏による展示物の紹介、
地質の説明、顕微鏡を使用しての鉱物観察、鉱物遊
び、プレパラート作り。
4月27日㈯  10：00～11：30
　　 1F 「鉱物・岩石・化石」展示室
　　 4F 科学実験室
定員：15人　対象：上田市・東御市・青木村・長和町の
小学校3年から中学生（小学校５年生以上なら子ども
だけでも可）◆当日1F「鉱物・岩石・化石」展示室に
て受付しますので直接会場へお越しください。◆4月
24日㈬までに電話で申込み。

会場 入場無料

参加無料 事前申込 参加無料

お料理の中にある科学を発見！
おやつ作りを楽しみながら体験します。

塩田平民話研究
所の皆さんによ
る語り。

【投映番組】★春の星座解説 ★忍たま乱太
郎 ★いきものがたり

【投映時間】 11:00～／13:30～／15:00～
※4月27日㈯・5月5日㈰は13:30～／
15:00～のみ

入場無料

星空観望会
太陽の観察

5月25日㈯ 19:30～21:30

6月15日㈯ 10:00～11:00
屋上 天体観測室会場

参加無料 当日申込

◆雨天・曇天の場合、プラネタリウムを投映します。◆直接会場へお越しください。

デジタルプラネタリウム
4・5月投映 ★忍たま乱太郎  ★いきものがたり  同時投映／春の星座解説
6月投映 ★忍たま乱太郎  ★いきものがたり  ★はびたぶるぞ～ん
 　同時投映／夏の星座解説

参加無料
当日申込

【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）

★音楽と星空の
コラボレーション企画★

昨年の様子

昨年の様子

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、けん玉認定
会や工作コーナーなど様々なイベントを開催します！

みんな
 きてね！みんな
 きてね！

マジカルクッキング
＊ふしぎなゼリーを作ろう！

手作り工作や蝶の観察など、科学と自然
のおもしろさ、楽しさを体験します。

事前申込

のびのびキッズ

会場
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うえだ地域浪漫紀行～「信州武石 余里の一里花桃の里」
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上田地域のごみ問題を考える
スポレク春の部／ふるさとプレゼント
上田創造館だより
イベント歳時記
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新緑と桜の春、冷涼な風とせせらぎの夏、カラマツの見事な紅葉の秋、深雪と温泉の冬。折々の魅力にあ
ふれた、森と渓谷に佇む一軒宿。江戸元禄時代から約400年間続く名湯・岳の湯温泉は、「体の芯まで温
まる」「頭の良くなる温泉」と言われ、愛されています。源泉かけ流しの温泉は、日帰り入浴もできますので、
花桃のほか、信廣寺のシダレザクラ、武石公園のツツジとも併せてお立ち寄りください。

岳の湯温泉　雲渓荘

　「世界で一番きれいな二週間」と自負する余里の一里花桃の里へ。
　「花咲じいさんクラブ」の皆さんが丹精こめて育てた約2,000本の花桃が、およそ1里（約4km）に
わたって、余里の里を埋め尽くします。（例年の見頃は、4月中旬から5月上旬）
　鮮やかなピンクや白の花桃に包まれながら歩けば、それはまるで桃源郷に迷い込んだよう。

ろ ま ん よ 　  り い ち 　 り は な  も も さと

152

立岩

下武石

武石沖

武石口

至丸子

武石ともしび
博物館

武石公園
　　 （ツツジ）

信廣寺
（シダレザクラ）

武石温泉
うつくしの湯

武石地域
自治センター

道の駅
マルメロの駅ながと

至和田・大門峠

約5km岳の湯温泉
雲渓荘

余里の一里花桃の里

問い合わせ先：
武石観光協会
☎0268-85-2828

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

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

信州ルネッサンス2019

新緑の和田宿ステーション祭り

マルメロ市

狐塚ほたるの里

湯の丸高原つつじ祭り

信州国際音楽村ラベンダー祭り

上田市：信州国際音楽村

長和町：和田宿ステーション

長和町：道の駅マルメロの駅ながと

上田市：上田市塩川 狐塚沢

東御市：湯の丸高原

上田市：信州国際音楽村

5月

6月

3日㈮・
4日㈯

11日㈯

12日㈰

18日㈯

18日㈯～
8月25日㈰

19日㈰

19日㈰

25日㈯

上田市：上田駅前～大星神社～太郎山

東御市：東御中央公園一帯

坂城町：びんぐしの里公園

上田市：物見石レンゲツツジ群生地周辺

坂城町：鉄の展示館

東御市：中央公園芝生広場

青木村：信州昆虫資料館

上田市：上田城跡公園～別所温泉

上田市： 上田駅お城口　駅前花壇
 上田城跡公園　櫓門前

第5回太郎山登山競走

第16回子どもフェスティバル

子どもフェスティバル in びんぐし

美ヶ原高原自然再生事業春のササ刈り

第10回新作日本刀 研磨 外装
刀職技術展覧会

スポレク祭「ふれあいウォークin東御」

風穴ハイキング・自然観察会

第11回別所線と走ろう、歩こう！！ラン＆ウォーク

25日㈯・
26日㈰

25日㈯～
6月9日㈰ 

26日㈰

長和町：長門牧場

坂城町：さかき千曲川バラ公園

上田市・長和町：美ヶ原高原

2019春長門牧場祭

第14回ばら祭り

第11回美ヶ原牧場放牧祭り

下旬

4月中旬～
5月上旬

4月末～
6月16日㈰

（予定）

上田市：霊泉寺温泉～独鈷山

上田市：上丸子 依田川 丸子橋上流

信州百名山独鈷山ネイチャートレッキング

依田川鯉のぼり

信州花フェスタ連携　特設花壇

3月30日㈯～
4月21日㈰

4月2日㈫～
5月12日㈰

6日㈯～
21日㈰

8日㈪

11日㈭

13日㈯

19日㈮

20日㈯

21日㈰

21日㈰

25日㈭

28日㈰

29日㈪・祝

29日㈪・祝

29日㈪・祝

上田市：信州国際音楽村

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田城跡公園

上田市：鹿教湯薬師堂

東御市：湯楽里館

長和町：愛宕山桜公園

上田市・長和町：八島湿原～美ヶ原高原

青木村：信州昆虫資料館・横手キャンプ場

上田市：平井 宮沢地区御屋敷平

青木村：大法寺

上田市・長和町：美ヶ原高原美術館

上田市：鹿教湯文殊堂

上田市：武石余里

上田市：上田城跡公園・中心市街地

東御市：祢津日吉神社境内

信州国際音楽村すいせん祭り2019

昭和の名刀展
～1964年 東京オリンピックの頃の名刀～

第16回上田城千本桜まつり

鹿教湯温泉薬師堂花祭り

湯楽里館ワイン＆ビアミュージアムオープン

長久保愛宕山桜公園花見会

ビーナスライン開通

青木村信州昆虫資料館
村営横手キャンプ場　オープン

独鈷山千本桜祭り

大法寺大般若会

第65回美ヶ原高原開山祭

鹿教湯文殊堂春祭り

第19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

第37回上田真田まつり

祢津東町歌舞伎公演

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

1日㈯

上旬 

上旬 

中旬 

中旬 

29日㈯～
7月15日㈪
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