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上田地域広域連合
シンボルマーク

ま ん

うえだ地域浪漫紀行～スポーツ合宿の聖地「菅平高原」
標高約１,３００m。菅平高原スポーツランド「サニアパーク菅平」を中心に、１００面以上のグラウンド
が広がり、ラグビー、サッカー、陸上競技などのスポーツ合宿の聖地です。
例年５月から９月末頃まで、屈強な選手たちが切磋琢磨する姿が見られます。２０１９年９月上旬にも、
ラグビーワールドカップのイタリア代表チームがトレーニングキャンプを行う予定です。

写真：イタリア代表合宿
（2018年5月）

問い合わせ先：菅平高原観光協会
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日本の百名山「四阿山」、花の百名山「根子岳」
では、
なだらかに広がる草原、
彼方には北アルプスから南アルプスの連なりなど、信越の山並みが望める大自
然のパノラマが待っています。
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夏の火災予防

夏は花火やバーベキュー、お墓参りなど屋外で火を使う機会
が多くなるほか、お盆は普段より仏花などのお供え物が多くなり、
お仏壇から火災が発生する危険性が大きくなります。

お仏壇の周りの整理・整頓をしてお盆を迎えるようにしましょう!
令和元年 6 月上田地域広域連合議会臨時会が、上田市丸子地
域自治センター 4 階議場において 6 月 5 日に開催され、上田地
域広域連合副広域連合長の選任に関する議案等 5 件の議案が同
意・可決されました。詳細は次のとおりです。

人

事

1,100
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坂城町長選挙において当選された山村弘氏が、上田地域広域連合副広域連合長に
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条例の一部改正
●上田地域広域連合火災予防条例中一部改正について

山村弘 副広域連合長

火災予防条例（例）の改正に伴い、上田地域広域連合火災予防条例の一部改正を
行いました。
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昨年はグラフのとおり、７月の出動件数が一番多く、
熱中症の疑いを含め、暑さと湿度により体調に異変を
きたすことが予想されます。
異変を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。
また、救急車の台数にも限りがありますので適正利
用にご協力ください。

事

◆救急車を待つ間、可能であればお薬手帳や保険証の
準備をお願いします。

決

議

●上田中央消防署消防ポンプ自動車の購入
契約金額

0４４,５５０千円

契約の相手方

１１０,０００千円

採用予定日

契約の相手方

株式会社北信ポンプ

区

分

上田地域広域連合議会議員のうち、青木村及び坂城町議会選出議員 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）

消防職

●坂城町
壽章

金井とも子

総務委員会副委員長（議会代表者会議員）
保健福祉委員会

小宮山定彦
川まゆみ

総務委員会（議会代表者会議員）
保健福祉委員会

種

類

高等学校
卒業程度

受

験

資

格

平成 6 年４月２日以降に生まれた方
で、広域連合就職後は広域連合管内
（坂城町を除く）
に居住が可能な方

※日本国籍を有しない方、地方公務員法第16条各号のいずれかに該当
する方は受験できません。

受験申込

情報公開・個人情報保護制度の開示結果について（平成31年3月末現在）
平成 30 年度中に開示請求をいただいた結果についてお知らせします。
● 情報公開制度

開示請求件数 2 件

開示件数 1 件（部分開示）

● 個人情報保護制度

開示請求件数 1 件

開示件数 1 件（部分開示）

問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811
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重
（資料：環境省）

必要書類

令和 2 年 4 月 1 日

採用予定人員：7 人程度

●青木村

中

頭痛
吐き気
体がだるい
（倦怠感）
虚脱感

★のどが渇いていなくても、早めの水分補給が大
切です。
「意識がおかしい」、
「自分で水分が取れない」
ときは迷わず救急車を呼びましょう！

試験の区分・種類・受験資格等

議員の改選

宮下

意識が無い
けいれん
高い体温である
呼びかけに対し返事がおかしい
まっすぐに歩けない、走れない

軽

消 防 職 員を募 集します

第一防災工業株式会社

●丸子消防署救助工作車の購入
契約金額

めまい
立ちくらみ
筋肉痛
汗がとまらない

8月 9月 10月 11月 12月

力金の増額を行う補正予算が可決されました。

件

昨年 5 月から 9 月まで、上田地域広域連合消防本部
管内で 144 人が熱中症（疑い含む）で救急搬送され、
そのうち 87人（全体の約 60%）が 7 月に集中しました。

790

◆救急車を呼ぶときの電話番号は「１１９番」です。
最寄りの消防署に電話する方もいらっしゃいますが、
一番早く救急対応できるのは１１９番通報です。

一般会計の上田クリーンセンター費について、業務委託料の減額及び技能講習会負担金の増額並びに地元協

熱中症に御用心！

1,042

700

選任されました。

予

皆さんご存知ですか？
7月は救急出動件数が多い月です！

不開示件数 1 件（文書不存在）

日時 令和元年 7月28日㈰～８月2日㈮
午前９時～午後５時（正午から午後１時までは除きます）
場所 上田地域広域連合消防本部総務課
（上田市大手２-７-１６ 本部庁舎２階）
方法 受験者本人が必要書類を持参してください。

① 受験申込書
② 履歴書（高等学校在学中の方は、全国高等学校統
一用紙を使用してください）
③ 履歴書別紙
④ 392円分切手貼付の定形封筒（規格／長形３号、受
験者の郵便番号、住所、氏名を記入）
※受験申込書・履歴書（全国高等学校統一用紙を除
く）
・履歴書別紙は、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。また、消防本部総務課、
管内各消防署、上田地域広域連合事務局総務課(丸
子地域自治センター 4階)でも交付しています。

第一次試験
日時 令和元年 9月22日㈰
午前８時受付開始、午前８時３０分試験開始
場所 上田地域広域連合消防本部大会議室
（上田市大手２-７-１６ 本部庁舎３階）

※詳細は、上田地域広域連合ホームページ掲載の募集要項をご覧ください。

問い合わせ先 ： 消防本部 総務課・警防課 ☎0268-26-0119
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予防課 ☎0268-26-0029

41

連載

No.

資源循環型施設検討委員会

信州
うえだ
地域

めぐ

ソフトクリーム巡りスタンプラリー

昨年大好評だったソフトクリーム巡りスタンプラリー。今年はジェラートのお店も加わってパワーアップ。
さらにおいしく、たのしく地域を巡っていただけます。さあ、お気に入りを見つけに出かけよう！

～地域住民の安全・安心を将来にわたって保証する計画を創ります～

期 間

令和元年 7月 1日㈪ から令和元年 11月 4 日㈪ まで（応募締切：11月11日消印有効）

資源循環型施設検討委員会を設置し、安全・安心な施設について協議しております。令和元年 5 月11日には

賞 品

Aコンプリート賞…すべてのスタンプを集めた方に、抽選で豪華

4 回目の検討委員会を開催しました。今回はこれまでの協議概要について一部をご紹介します。
委員意見

今後の方向性

上田市でも、生ごみの減量化に向けた施策を進めるべきでは
ないか。

ごみの減量化に
ついて

資源循環型施設の規模をコンパクトにするために生ごみの資
源化は欠かせない取り組みであり、検討して実施して欲しい。

資源循環型施設の
環境対策について

環境に対する技術は、現在の施設と新施設で比較してどの程
度進歩しているのか知りたい。
施設建設による地域への影響が心配であり、データが必要で
ある。

●自主規制値の設定の考え方を今
後の検討委員会で示していきます。
●今後県条例に基づく環境影響評
価を行う中で、科学的に明確にし
ていきます。

①高温焼却（800℃以
上）によりダイオキシ
ン類の発生を抑制

冷却

集じん

②急速冷却（200℃以
下）
によりダイオキシ
ン類の再合成を防止

減温塔

分解

③ばいじんや水銀
等の除去

ろ過式集じん器

⑤触媒効果により窒素
酸 化 物 やダイオキ
シン類を分解

煙突
消石灰
誘引送風機
⑦排ガスを大気中に
安全に排出

活性炭
⑥負圧（大気圧より低
い圧力）にして排ガ
スの漏洩を防止

ブロア

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。
問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室
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☎ 0268-71-7705

方

法

上田市 ▶ 道の駅「上田 道と川の駅」、菅清園、喜光堂、和洋菓子さわむら、ハレテラス、富士アイス、豊上モンテリア
東御市 ▶ アトリエ・ド・フロマージュ、シティオス地蔵、ハーヴェストナガイファーム、お菓子工房 春色、
道の駅「雷電くるみの里」、ロッジ花紋
長和町 ▶ 美ヶ原高原山本小屋ふる里館、鷹山ファミリー牧場、長門牧場、緑の花そば館
青木村 ▶ 道の駅「あおき」
※詳しくは、スタンプ台紙か信州うえだ観光NAViをご覧ください。

抽選で10人の方にプレゼント

問題 （広報紙をよく読んでね！〇には1文字・数字が入ります）

脱硝反応塔

可燃ごみの焼却処分を行う際、ダイオキシン類や窒素酸化物
といった化学物質が発生しますが、資源循環型施設では上記
のような対策を行うことで、環境へ配慮をしていきます。

加

① チェックポイント等でスタンプ台紙を入手。
② 上田地域内に設けられたチェックポイント
に立ち寄り、台紙にスタンプ。
③「スタンプ２ヶ所以上」、
「9ヶ所以上」、
「すべてのスタンプ」を集めた方…台紙
のハガキに必要事項を記入のうえ、ご応
募ください。
④ スタンプ２ヶ所以上を集めた中学生以下
の皆さん…上田創造館でソフトクリーム
グッズをゲット。

排出

焼却炉

④酸性成分をアルカリ剤で
中和して、無害化

参

問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局企画課内 ☎ 0268-43-8818・FAX 0268-42-6740
E メール : kikaku@area.ueda.nagano.jp

★資源循環型施設における環境対策として、次のような対策を検討しています（資料抜粋）

焼却

グルメをプレゼント（8名様）。
さらに応募者全員にコンプリート認定証をお送りします。
B なから賞…９ヶ所以上のスタンプを集めた方に、抽選で地域の
グルメなどをプレゼント（12名様）。
C にやかし賞…2ヶ所以上のスタンプを集めた方に、抽選で地域
のスイーツなどをプレゼント（20名様）。さらにチェックポイント
のお店からの協賛品を抽選でプレゼント（約150名様）。
D ちんまい賞（参加賞：中学生以下）…2ヶ所以上のスタンプを集め
たら、上田創造館でソフトクリームグッズをプレゼント（数量限定）。
※AはBCのトリプルチャンス！BはCのダブルチャンス！
賞品はお選びいただけません。何が当たるかはお楽しみに！
！

チェックポイント

現在の技術で実現可能な有害物質の除去水準やダイオキシ
ン類の測定方法等の説明をすべき。

廃 棄 物 処 理 審 議 会 の 部 会として、
生ごみリサイクル研究委員会を設置
し、その中で生ごみの資源化に向け
た研究を進めていきます。

2019

⒈ ７月は救急出動が一番多い月です。熱中症の疑いを
含め、暑さと〇〇により体調に異変をきたすことが
予想されます。熱中症にはご用心！
⒉ 資源循環型施設では、焼却処分の際に発生する化
学物質の抑制や除去を行うなどの〇〇対策を行い
ます。

広報4月号の答えは、①48②不注意③広域連
合でした。応募総数190通の中から、10人の方
に上田市真田地域の「真田育ちのブルーベ
リー加工品」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、
「東御市の特産品」をお送りする予定です。

⒊ ７月から１１月４日までのソフトクリーム巡りスタン
プラリー。今年は〇〇〇〇〇のお店も加わってパ
ワーアップ。素敵な味に出会えるかも。
【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、7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。
【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

＜特産品の紹介＞真田特産果樹研究会では、真田地域
の清流と清涼の地で育ったブルーベリーを使った加工
品を製造しています。今回お届けしたのはジュース、
ジャム、ソースです。この他にも２種類のシロップ漬け
もあり、ゆきむら夢工房や上田市観光会館、上田市内
の直売所で購入することができます。
７月初旬から８月中旬にかけて、真田地域内の観光農
園でブルーベリーの摘み取りも体験できます。
（真田特産果樹研究会
事務局☎0268-72-2204 ゆきむら夢工房内）

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。
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提供：上田地域観光協議会

上田創造館 上田市上田原1640 開館時間／9:00～22:00

7月～9月
トピックス

磨いてます！プラネタリウム投映技術

上田創造館も参加している、県内のプラネタリウム施設で
構成する「長野県プラネタリウム連絡協議会」
。
５月には上田創造館を会場に、各施設のイベント、星空解
説や番組作り等についての情報交換や、技術の向上を図るた
めの研修会が開催されました。
また、８月には４Ｋの高精細なデジタルプラネタリウム機器
を導入予定です。さらに美しくなる上田創造館の星空を観に
お出掛けください。

上田図書館創造館分室

お問い合わせ・お申込先 ☎0268-23-1111
ホームページでもご覧いただけます。 FAX.0268-24-4100
http://www.area.ueda.nagano.jp/sozokan/

イ ベ ント

（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

子ども科学館まつり

ふしぎ・なるほど・おもしろサイエンス 入場無料
科学っておもしろい！
in 上田創造館 2019

▲プラネタリウムで実際に録音や編集を行いながらの研修の様子

蚕の飼育

８月１日㈭～１2日㈪

、
子どもも大人も
！
！
たでも全員無料
13：30～／15：00～ どな

昔ばなし語りの会

8月1日㈭～11日㈰
9:00～17:00
会場 １Ｆ 民俗資料館

★夏の星座解説

参加者募集

星の海を旅する鉄郎とメーテル、彼らはそこで何を見たのか…
8月5日㈪・6日㈫の投映時間は、11：00～／13：00～／14：30～
※8月17日㈯から通常投映となります。
【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）

星空観望会

参加無料

当日申込

会場 屋上 天体観測室

8月3日㈯・9月7日㈯ 19:30～21:30

◆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。

★音楽と星空のコラボレーション企画

© 松本零士・東映アニメーション

キーボード生演奏と星空の世界をお楽しみください。

8月3日㈯ 10:00～11:00

7月6日㈯ 10:00～11:00

秋の星座と神話

9月7日㈯ 10:00～11:00

会場 4F プラネタリウム室 ◆直接会場へお越しください。 参加無料 当日申込

企画展

夏の企画展

遊びながら、
資に
身近な化学物
学ぼう！
ついて楽しく

入場無料

～化学物質と上手につきあおう！～

「ケミカルパズル＆ケミカルすごろく」
7月27日㈯～9月1日㈰

事前申込

～「長野県の石」の 参加無料
プレパラートを作ろう～

8月10日㈯ 10：00～11：30
会場 1F「鉱物・岩石・化石」展示室
4F 科学実験室
定員：15人 対象：上田地域の小学
校3年生から中学生
◆8月7日㈬までに電話で申込み。
郷土地質研究家・山辺邦彦氏によ
る講座、プレパラート作りなど。
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協力：全国科学館連携協議会

画像提供：環境省

参加無料

7月13日㈯・8月10日㈯・9月14日㈯ 13:30～15:30
会場 １Ｆ エントランスホール
いろいろな不思議を気軽に体験

◆おもちゃ病院も同時開院！

❷蝶の観察

参加無料

神秘的な
羽化の瞬間を
見てみよう

❸週末の理科室
コズミックカレッジ

参加
無料

くうりきよくてい

「空力翼艇を作って飛ばそう」

8月24日㈯
10：00～11：30
会場 4F 科学実験室
定員：20人 対象：上田地域の小
中学生とその保護者
◆8月21日㈬までに電話で申込み。
アゲハチョウの卵、幼虫、さなぎや
羽化の瞬間を観察をします。

9月21日㈯ 9：30～11：30
会場 4F 科学実験室
定員：20人 対象：上田地域の小
中学生とその保護者
◆9月18日㈬までに電話で申込
み。

❶～❹は、小学校５年生以上は
子どもだけでも参加可。

❹ワークショップ 参加無料
❺マジカルクッキング
「風と羽根の不思議な関係」 たまごのへんしん！ひんやり
8月31日㈯ ①午前コース 10：00～11：00
②午後コース 13：00～14：00
会場 1F 文化ホールホワイエ 定員：各20人
対象：上田地域の小中学生とその保護者
◆8月28日㈬までに電話で申込み。

9:30～16：30※最終日は15：00終了 会場 2F 美術館
企画・製作：環境省

蚕が幼虫から繭になるまで
を観察できます。

おもしろ・ふしぎ体験広場

入場無料

❶子ども地質こうざ

と土星。
この夏は、木星
ャンス！
絶好の観望チ

夏の星座と神話

夏の星座と星空の動き

昨年の様子

8月25日㈰ 13:30 開演
会場 １Ｆ 民俗資料館
語り部：塩田平民話研究所
こわ～い話を聞いて涼みましょう！

【投映時間】月～土曜日
日曜日・祝日 11：00～／13：30～／15：00～

入場無料

今年も蚕がやってくる

8月5日㈪・6日㈫ 10:00～15:30
会場 １Ｆ 文化ホール
地元の高校生・大学生、地域の皆
さんと一緒に実験を通して、科学
のふしぎを体験しよう！

◆混雑が予想されます。お車の乗り合わせにご協力ください。

星空解説

9月 1日㈰

夏休みにあわせて、いろいろな科学のイベントを開催します。

ちびっ子から大人まで楽しめます！

【投映番組】★

8月 1日㈭～

10月 7 日㈪は、定期清掃等のため休館

アイスクリームを作ろう！

8月24日㈯ 13:30～15:30
会場 ４Ｆ 科学実験室 定員：15人（先着順）
参加費：300円（材料費・保険代等） 対象：上田地域の小学生
とその保護者◆8月21日㈬までに電話で申込み。

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。
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う え だ 地 域 イ ベン ト 歳 時 記

7月

9月

8月

1日㈪～ 第10回つるし飾りまつりin別所温泉
8月16日㈮ 上田市：別所温泉

3日㈯

第42回丸子ドドンコ

第7回霊泉寺温泉クリーンフェスタ

3日㈯

雷電祭り

3日㈯

青木村夏まつり・花火大会

3日㈯

町民まつり 坂城どんどん

3日㈯

第35回真田まつり

5日㈪

第32回信州上田大花火大会（少雨決行） 1日㈰

6日㈯

上田市：霊泉寺温泉

6日㈯～ 「サマーウォーズ」10周年記念
9月1日㈰ 未来のミライ展
～時を越える細田守の世界
上田市：上田市立美術館

13日㈯ スポーツレクリエーション祭2019
夏の部：依田窪プールまつり
上田市（長和町）：依田窪プール
長和町教育委員会 ☎68- 2127

スポーツレクリエーション祭2019
秋の部：あおきむらで遊ぼう

1日㈰

上田市：上丸子商店街

青木村：青木村総合グラウンド
青木村教育委員会 ☎49-2224

東御市：田中商店街
青木村：青木村役場～村営グラウンド周
坂城町：坂城駅前

横町・立町通り

上田市：真田運動公園グラウンド

松尾神社秋季例大祭 大山獅子

上田市：千曲川河川敷

6日㈫～ 上田七夕まつり
8日㈭ 上田市：海野町商店街通り

7日㈯

長和町：松尾神社

第8回美ヶ原高原
ノルディックウォーキング
上田市：美ヶ原高原

10日㈯ 昆虫採集と標本作り・夜間観察会
青木村：信州昆虫資料館

13日㈯ ワイルドフィットネスチャレンジ
MAD&MUDDY
上田市：霊泉寺温泉

10日㈯～ 絵画の義民展（仮題）
25日㈰ 青木村：青木村郷土美術館
12日㈪・ 第38回信州うえだ 武石夏祭り
14日㈬・15日㈭ 上田市：JA信州うえだ武石支所周辺

13日㈯ 信州上田祇園祭

上田市：中心市街地

13日㈯ 祢津祇園際

東御市：祢津

7日㈯

東御ワインフェスタ2019

7日㈯

昆虫採集と標本作り・夜間観察会

東御市：ラ・ヴェリテ駐車場

東町・西宮

14日㈰ 第515回岳の幟
上田市：別所温泉

14日㈬ みまきニュードカンコ

東御市：北御牧グラウンド

14日㈰ 森林浴と座繰り体験会
青木村：信州昆虫資料館

14日㈬ 第35回ふる里和田宿宿場まつり
長和町：和田宿

20日㈯ 田中祇園際

東御市：田中商店街

21日㈰ 蓮のフェスタin信濃国分寺
上田市：信濃国分寺

青木村：信州昆虫資料館

13日㈮ オペラ・ガラ・コンサート
上田市：サントミューゼ

27日㈯ 第48回上田わっしょい
上田市：中心市街地

16日㈮～ 日本劇作家大会 2019 上田大会
19日㈪ 上田市：サントミューゼ、犀の角、上田映劇ほか
24日㈯ 第23回上田城跡能

上田市：サントミューゼ

14日㈯～ 版表現の魅力（展覧会）
11月10日㈰ 上田市：上田市立美術館
中旬

上田市：鹿教湯温泉交流センター

青木村特産
そばタチアカネ花・実まつり
青木村：道の駅あおき（予定）

大ホール

24日㈯ KAKEYU FES & 花火

大ホール

21日㈯・第２８回巨峰の王国祭り
22日㈰ 東御市：東御中央公園

27日㈯～ 没後100年 村山槐多展（8月13日入替） 25日㈰ 第15回黒耀石のふるさと祭り
長和町：黒耀石体験ミュージアム
9月1日㈰ 上田市：上田市立美術館

21日㈯・ウイスキー＆ビアキャンプ長和町
22日㈰ 長和町：ブランシュたかやまスキー場

28日㈰ 美術館夏のコンサート

22日㈰ 上田城太鼓まつり～秋の陣～(予定)

青木村：青木村郷土美術館

イベントについての問い合わせ

31日㈯～ 拵・刀装具の美 高山一之の世界
11月4日㈪ 坂城町：鉄の展示館

上田市：上田城跡公園

市外局番は全て（ 0 2 6 8 ）
●上田市武石地域自治センター ☎８５-２３１１

●長和町役場 ☎６８-３１１１

●上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００

●東御市役所

☎６２-１１１１

●坂城町役場 ☎８２-３１１１

●上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

●青木村役場

☎４９-０１１１

●上田市役所

☎２２-４１００

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！
http://www.area.ueda.nagano.jp

上田広域

検索

発行▶ 上田地域広域連合事務局 企画課

印刷▶ 株式会社アオヤギ印刷

〒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
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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

