
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～「市民の森公園 スケート場」

広大な敷地には多種多様な木々が自生し、四季折々の花や実、紅葉が楽しめます。
2019年春、新しい遊具が設置されたほか、体育館やグラウンドなどがあり、山荘や
バンガロー、キャンプ場で宿泊することもできます。住所：上田市芳田3780-4 周辺。

　昭和４４（１９６９）年に開設された上田市の市民の森公園。スケート場は１２月２１日（土）から２月
上旬までオープンしています。「昔はよく行ったけど、最近は滑っていないなぁ」という方も、童心に
戻ってスケートを楽しんでみてはいかがでしょうか。防寒着、帽子、手袋はお忘れなく。
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問い合わせ先：
市民の森管理事務所
（わしば山荘）
☎0268-23-0363

上田地域広域連合広報紙

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
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検 索検 索上田広域

1月

2日㈰

3日㈪

3日㈪

3日㈪

3日㈪

2月7日㈮～
11日㈫

2月8日㈯～
3月29日㈰

9日㈰

9日㈰

16日㈰

中旬

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

上田市：山家神社

青木村：青木村役場　駐車場

上田市：北向観音

坂城町：鉄の展示館

上田市：サントミューゼ

上田市：真田町長戸沢地区

東御市：中央公民館

長和町：信州立岩和紙の里

ぴよぴよレース・スノービーボール

北向山節分会追儺式

生島足島神社節分追儺祭

山家神社節分厄除大祭

青木村大節分祭

上田氷灯ろう夢まつり

坂城のお雛さま～江戸から昭和まで～

第19回上田子ども文化祭

戸沢のねじと馬ひき

どんどこ！ 巨大紙相撲大会

第6回雪中そば祭り

1日㈬

1月31日
㈮まで 

2月2日
㈰まで

2月24日
㈪まで

7日㈫・
8日㈬

12日㈰

12日㈰

14日㈫・
15日㈬

19日㈰

19日㈰

坂城町：文化センター周辺

上田市：温泉街から五台橋・文殊堂周辺

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田市立美術館

上田市：信濃国分寺

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：豊受大神宮周辺

上田市：東小学校、海野町商店街ほか

長和町：長門町民センター周辺

第49回坂城町元旦マラソン大会

鹿教湯温泉　氷灯ろう夢祈願

平成の名刀・名工展

農民美術・児童自由画100年展

信濃国分寺八日堂縁日

東御市消防出初式

青木村消防出初式

古町豊受大神宮 おたや祭り

上田市消防出初式

長和町消防出初式

19日㈰
坂城町：逆木通りほか
坂城町消防団出初式
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2月

1日㈰

1日㈰

3月1日㈰～
3月29日㈰

8日㈰

中旬

 

中旬

21日㈯

3月末～
4月中旬

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

東御市：海野宿

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

長和町：エコーバレースキー場

上田市：長瀬地区 延命寺周辺

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：信州国際音楽村

湯の丸スキー大会

ブラたかまつり・キッズレース

海野宿ひな祭り

町民スキー＆GS大会

ひめき雪まつり

延命地蔵尊春祭り

ブランシュたかやま スキー場感謝祭

信州国際音楽村すいせん祭り2020

1日㈬～
12日㈰

2日㈭

8日㈬

上田市：上田城跡公園

上田市：上田市街

上田市：鹿教湯薬師堂

第17回上田城千本桜まつり

東京2020 オリンピック聖火リレー

鹿教湯温泉薬師堂花祭り

3月

4月

12



歳  出
45億4,680万

9千円

歳  入
47億5,429万

5千円

上田地域広域連合議会10月定例会

議　会　報　告
　令和元年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２５日まで 3 日間の会期で開催
されました。
　今定例会では、条例の一部改正や平成３０年度
決算認定等の６件の議案が提出され、すべての議
案について可決・認定されました。

平成30年度　上田地域広域連合　決算状況

条 例 の 一 部 改 正
○人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
　地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、一般職の非常勤職員として新たに会計年度任用職員
制度が導入され、令和 2 年 4 月 1 日から施行されることに伴い、公表対象にフルタイム会計年度任用職
員が追加されました。
○上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の条例を準用する条例
　会計年度任用職員制度の導入に伴い、広域連合における会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し
必要な事項を定めるため、上田市の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を追加しました。

平 成 3 0 年 度 決 算 認 定
　平成３０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。
　（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、令和 2 年 2 月１７日（月）から１９日（水）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 令和２年１月３１日（金）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
 27億3,400万8千円
●東御市負担金
 7億3,136万5千円
●青木村負担金
 1億1,624万8千円
●長和町負担金
 2億1,320万4千円
●坂城町負担金
 272万2千円

使用料及び手数料（7.3％）

3億4,641万2千円
●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（49.9％）

22億6,916万8千円
●東北消防署災害対応消防ポンプ自動車
　購入
●南部消防署高規格救急車購入
●南部消防署庁舎外壁改修工事
●中央消防署はしご車オーバーホール
　委託 など

介護保険特別会計（4.6％）

2億939万7千円
●要介護認定調査・審査会経費 など

ふるさと基金特別会計（2.3％）

1億218万5千円
●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、看護師修学資金支援事
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）

●スポーツレクリエーション祭事業

繰越金（4.3％）

2億460万3千円
●前年度繰越金

連合債（0.8％）

3,920万円
●消防施設整備事業債　 財産収入（0.1％）

642万4千円
●土地等貸付料
●基金運用収入

繰入金（3.3％）

1億5,666万7千円
●ふるさと基金繰入金
●老人福祉基金繰入金
●まちづくり基金繰入金

国庫支出金（0.5％）

2,179万7千円
●消防施設整備
　補助金

分担金及び負担金（79.9％）

37億9,754万7千円

一般会計（43.2％）
19億6,605万8千円

特別会計（56.8％）
25億8,075万1千円

清浄園費（6.1％）

2億8,012万3千円
●処理設備修繕 など

クリーンセンター費（24.8％）

11億3,034万7千円
●上田クリーンセンター費
　（1号2号集じん器修繕 など）
　5億6,055万7千円
●丸子クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　2億9,046万9千円
●東部クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　2億7,932万1千円

創造館費（2.2％）

1億220万1千円
●指定管理料 など

大星斎場費（1.4％）

6,679万4千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

依田窪斎場費（0.8％）

3,651万3千円
●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（7.7％）

3億5,008万円
●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（3.8％）

1億8,147万3千円
●地方交付税配分金（消防設備、

クリーンセンター施設整備等に
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（0.004％）

17万2千円
●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）

問い合わせ先：総務課 ☎0268-43-8811
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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）

1職員の任免及び職員数に関する状況　
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30年度決算額）

勤務時間、休憩時間の状況（平成30年4月1日現在、標準的なもの）

❷ 職員給与費の状況　（平成30年度決算額）

平成31年度
採用者数

平成30年度
退職者数

3人 4人

圏域内住民基本台帳人口（平成30年度末）
213,109人

人件費（B）
2,193,085千円

人件費率（B/A）
48.2% 

3職員の勤務時間と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30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）

240人

給　　与　　費

939,070千円 178,403千円 461,955千円 1,579,428千円
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）

6,581千円

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
3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
人事評価、自己評価研修　など
職種別研修、他機関主催の専門研修　など

延人数
018人
156人
226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
1人
6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（各年度4月1日現在）

区　分
平成31年度
平成30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
24人
25人

△ 1人

15人
16人

△ 1人

200人
199人

1人

239人
240人
△ 1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30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30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 9,114千円（うち広域連合からの補助金1,768千円）
歳出 6,805千円

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

15人

内　訳

戒告 9人
減給 5人
停職 1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)
4,546,809千円

問い合わせ先：総務課　☎0268-43-8811

119こちら消防本部

【ストーブの取り扱いについてのポイント】
●ストーブの近くには燃えやすいものやスプレー缶を置いたり、洗濯物を干したりしない。
●人がいない部屋や就寝時には、ストーブを消す。特に寝ているときは、寝返りで

布団が接触したり、転倒したりして火災になる恐れがあります。
●給油する時は、必ず火を消してから行う。また、「灯油」であることを確認して

から給油する。
●給油後、給油タンクの口金がしっかり閉まっているか確認する。
●スイッチや配線、ヒーター線、温度ヒューズをこまめに点検する。
●ストーブ本体や他の機器等により配線を踏みつけないようにする。

ストーブの取り扱いにご注意を！

家庭内の救急事故　予防チェック！

上田市立丸子北小学校　６年　倉沢　舞さんの作品 

上田市立塩川小学校　　６年　関　美心さんの作品

くらさわ まい

せき み　こ

高齢者に多い事故
　　第１位「転倒」！
転倒によるけがの防止
●こたつ等の電気コードに注意。
●通路に物を置かない。
●段差に注意。
●階段や浴室など、滑りやすい場所に

注意。
●夜間は、足元を明るく。

こどもから遠ざけておくもの
●熱いお茶　●カップラーメン → やけど
●たばこ　●薬　●化粧品等 → 誤   飲
●カッターなど鋭利なもの → 切り傷
●テーブルクロス等引っ張りやすいもの
 → 打撲・ やけどなど

気を付けたい乳幼児の事故

事故予防については、総務省消防庁ホームページから引用

「消したはず　小さな油断が　大きな火」

「ちょっとまて　それでいいのか　火の始末」
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43No.連載

　令和元年１０月１日に第６回資源循環型施設検討委員会を開催しました。その中での協議内容について、一部
をご紹介いたします。

※1 バグフィルタ：微細な粉塵等の有害物質を、ろ布を用いて除去する装置
※2 電気集じん機：バグフィルタ同様に微細な粉塵等を除去する装置。電極を利用して除去する

問い合わせ先： ごみ処理広域化推進室　☎0268-71-7705

第６回資源循環型施設検討委員会を開催しました。

　資源循環型施設の建設にあたっては、環境への負荷や、維持管理費用を軽減することができることなどから、
コンパクトな施設を目指しており、ごみの減量は重要な課題となっております。皆様のご協力もあり、可燃ごみ
搬入量は年々減少しておりますが、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ごみの減量化に引き続きご協力よろしくお願いします。

　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。

委員意見 行政の考え方

施設の規模については、今後のごみ減量の成果を踏ま
えて見直していきます。

電気集じん機は温度上昇や触媒作用（反応を促進させ
る効果）により、一度分解したダイオキシンが再度合成
されてしまうおそれがあること、また微小な灰の捕集
効率の観点等から、多くの自治体がバグフィルタを利
用しています。

144トン／日の処理量を前提とせ
ず、将来的なごみの減量成果を反
映した規模とすべきではないか。

ダイオキシン除去に関して、バグ
フィルタ（※1）と電気集じん機（※2）で
は機能、性能、効率等を比較すると、
利用状況はどうか。

資源循環型施設の
規模について

資源循環型施設の
環境対策等について

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

600

580

560

540

520

500

（ｔ/年） （ｇ/年）
可燃ごみ搬入量の推移

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R2

減量目標値

560 559 555 553

543 539
530

41,65541,655 41,37541,375 40,87240,872 40,57240,572 39,65339,653 39,16239,162
36,93336,933

広域全体可燃ごみ搬入量（単位：トン） 1人1日あたりの可燃ごみ搬出量（単位：グラム）

ごみの減量化
地球環境にも配慮した
コンパクトな焼却施設
とすることが可能に

問い合わせ先：清浄園　☎0268-２２-２３３９

「サラ・さらさ」（焼成肥料）の配布再開について
～配布方法が予約制に変わりました～

1. 予約方法

　「サラ・さらさ」（焼成肥料）は、原料である
し尿汚泥が年々減少傾向にあることから、多くの
皆様にお求めいただけるよう、配布方法を予約
制に変更しました。
　往復はがきに必要事項を記入のうえ、お申し
込みください。詳細は、以下のとおりです。

　「サラ・さらさ」は、有機汚泥を焼却し、砂
状になった灰で、リン酸やカリの成分が多く含
まれており、樹木・花・野菜等にご利用ください。

往復はがきに、記入例を参考に記入し、郵送してください。
　【受付期間】 令和 2 年 1 月 6 日（月）から令和 2 年 1 月３１日（金）まで（当日消印有効）
　【配布数等】 申込みは 1 世帯 1 通（2 世帯住宅など同一住所の場合は１世帯とみなします）
 配布数は 1 世帯 5 袋まで（ただし、応募状況により変更する場合があります）
　【配 布 額】 1 袋当たり（１８kg 入り）の袋代として５０円（「サラ・さらさ」は無料）

〈記入例〉 往信の宛名面 返信の文面

2. 配布日
3 月中を予定しています。返信用はがきに配布日等を記入して、2 月中旬に送付します。

返信の宛名面 往信の文面

※何も記入しないでください。

① 郵便番号

② 住所

③ お名前

④ 電話番号

⑤ 希望袋数

63円
切 手

往信

〒３８６‒００２７

上田市常磐城２３２０番地

清浄園　行き

63円
切 手

返信

〒 郵便番号

ご自分の住所とお名前を

ご記入ください。

ひとり1日
あたり9g

の

減量で目標
達成！
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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、1月27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、①8,479 ②住宅防火
③Rでした。応募総数２１２通の中から、１０人の
方に上田市の「桑の実商品詰め合わせ」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、「青木村の特
産品」をお送りする予定です。

＜プレゼントの紹介＞明治大正時代、上田市は「蚕都
上田」と呼ばれるほど紡績業、養蚕で栄えた町です。
当時の活気に想いをはせて、「特定非営利法人エリス
ン」では自社農場で2000本の桑を栽培し、手摘みした
実を100％使用した商品を製造、販売しています。今
回は「お茶」「ジャム」「コンポート」をお届けしまし
た。商品は上田市観光会館売店でお買い求めいただ
けます。（上田市観光会館売店　☎0268-25-1062）

（広報紙をよく読んでね！ 〇には1文字・数字が入ります）

⒈ 〇〇内の救急事故。予防チェック項目を確認して、
未然に防ぎましょう。

⒉ 「サラ・さらさ」（焼成肥料）は原料の減少傾向によ
り、多くの皆様にお求めいただけるよう、配布方法
を〇〇制に変更しました。

⒊ 資源循環型施設の建設にあたり、ごみの減量化に
より、地球環境にも配慮した〇〇〇〇〇な焼却施
設とすることが可能です。引き続きご協力をお願い
します。

【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。

　上田地域観光協議会（事務局：上田地域広域連合）では、市町村の枠を超えた上田地域の観光振興、観
光誘客及び周遊観光の促進を図るため、観光パンフレットの作成・配布、観光キャンペーンの開催などを行って
います。活動・取り組みの一部をご紹介します。

　観光パンフレットの配布、観光案内、上田地域の産品が当たる
ガラポン抽選会、アンケート調査などを実施しています。

　石川県の協力により、石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」と長野県PRキャラクター
「アルクマ」、長和町イメージキャラクター「なっちゃん」がコラボレーション。会場を盛り上げてくれました。

　平成３１年 3月にできたばかりの、東日本の交通の結節点である埼玉県大宮駅に程近い会場で観光キャンペー
ンを初めて開催しました。上田地域のお店などにもご協力いただき、上田地域の産品（シャインマスカット、川魚、
甘味、ワイン等）の試食、試飲、販売等を通して、上田地域のPRを行いました。
　大宮駅東口から徒歩 1分という好立地もあり、2日間で1万人以上が来場し、大盛況でした。

　今年度は18の施設店舗にご協力いただき、スタンプラリーを開催しました。
　1,200通を超えるプレゼント応募があり、そのうち375通は全18施設店舗コンプリート
でした。「普段行かない場所に行けた」「家族で楽しめた」といった感想もお寄せいただき
ました。たくさんのご参加、ありがとうございました。

観光振興・観光誘客の取り組み

観光キャンペーン

信州うえだ地域ソフトクリーム巡りスタンプラリー2019

問い合わせ先：企画課（上田地域観光協議会） ☎0268-43-8818

令和元年 7月 1日（月）～11月 4日（月）開催期間

令和元年 8月 9日（金）～10日（土）
石川県金沢市　JR金沢駅観光情報センター 催事・展示コーナー

日時
場所

令和元年 9月14日（土）～15日（日）
埼玉県さいたま市　東日本連携センター（愛称：まるまるひがしにほん）

日時
場所

冬はやっぱりスキー！？
　高い晴天率、上質なパウダースノーが魅力の信州上田地域のスキー場。そこで楽しめるのは
スキー・スノーボードだけではありません。
　スキー場で食べる食事、いわゆる「ゲレ食」も進化しています。さらに、スキー場にもよりますが、
雪原のトレッキングを楽しめる「スノーシュー」、子どもも楽しめる「キッズパーク」、菅平の根子
岳山頂付近まで雪上車で登れる「スノーキャット」などにも挑戦してみてはいかがでしょうか。

※営業時間、料金等は、ご利用日・ご利用者等により異なります。詳しくは各スキー場にご確認ください。
※上記のほか、番所ヶ原スキー場もありますが、2019-2020 シーズンは台風19号の被害により営業中止です。

名　称

概　要

ゲレンデ数
リフト数
オープン

クローズ予定
駐車場

レストハウス
レンタル・スクール

住　所
電　話

H　P

菅平高原スノーリゾート 湯の丸スキー場

60
18

12月7日（土）
4月初旬

無料（約3000台）
27
〇

上田市菅平高原1223-146
0268-74-2137

9
6

12月1日（日）
4月初旬

無料（約1500台）
7
〇

東御市新張1270
0268-64-0400

9
6

12月7日（土）
4月初旬

無料（約1500台）
4
〇

小県郡長和町大門鷹山3652
0268-69-2232

9
7

11月29日（金）
3月下旬

無料（約2500台）
3
〇

小県郡長和町姫木平3524
0268-60-2001

https://sugadaira-
snowresort.com/

http://www.yunomaru.
co.jp/

https://blanche-ski.
com/

https://echovalley.
co.jp/

ブランシュたかやま
スキーリゾート

Blue Resort
エコーバレー

175haのビッグゲレンデ。
お好みのゲレンデが選
べます。

初心者から上級者まで。
首都圏に一番近い天然
パウダースノーリゾート。

すべてはスキーヤーの
ために。安心安全のス
キーヤー専用。

キラキラの圧雪された
バーンで快適なクルー
ジングが楽しめます。
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イベント 展　示

お知らせ

参加者募集 事 前申込

 上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
問い合わせ・申込先　☎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

12月29日㈰～令和2年１月3日㈮は年末年始休業のため休館。2月3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。

1月～3月

2月15日㈯～24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

～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7日㈯～15日㈰
9:00～17:00
　　 1F エントランスホール会場

会場

絵手紙展作品募集
【募集期間】1月25日㈯～2月16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

作品・試作品を募集します
●最優秀賞・優秀賞・特賞のほか、受賞者以外全員に参加賞を
　進呈。（団体は1団体1個）
◆詳細は、ホームページまたは別途チラシをご覧ください。

【募集期間】2月9日㈰必着

令和2年度おもしろ科学少年団

週末の理科室
カルメ焼きを作ろう

参加無料

1月25日㈯ 9：30～11：30
◆電話申込：1月22日㈬まで

モーターで車を作って走らせよう
2月15日㈯ 9：30～11：30
◆電話申込：2月12日㈬まで

　　 4F 科学実験室　
定員：各20人　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
は子どもだけでも参加可。

会場

【受 付 日 時】 4月4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4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。

【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！

通年活動している科学少年団の活動を見学できます。興味のある方は、どなたでも見学できます。

科学工作（4F科学実験室） 自然あそび（1F第4・5研修室） 地層･化石・鉱物（4F科学実験室） 自然観察（屋上天体観測室）

★2月1日㈯ ９：3０～10：30「科学工作」
★２月8日㈯ 9：30～10：30「自然あそび」「地層・化石・鉱物」、18：00～19：00「自然観察」

はやぶさ２ トークライブ in 上田創造館

地層･化石・鉱物

科学工作

自然観察

活動の
様子

昨年の様子

自然あそび

コズミックカレッジ
協力：JAXA宇宙教育センター

～まだ間に合う！「はやぶさ２」を知っちゃおう～　

1月26日㈰ 13：00～14：30　　 　4F 科学実験室
JAXAはやぶさ2プロジェクトの中澤暁さんも参加！
定員：20人　対象：上田地域の小中学生とその保護者。小学校
５年生以上は子どもだけでも参加可。◆電話申込：1月22日㈬まで

会場

新春昔ばなし語りの会
1月26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。

入場無料
会場

　去年はニュースで「はやぶさ２」という言葉をよく聞いたけど、「はやぶ
さ２」って何？どこへ行ったの？何をしたの？小惑星「リュウグウ」って？…
いまさら聞けないそんな疑問を、JAXA「はやぶさ２」プロジェクトの中澤
暁さん、山浦名誉館長が一刀両断。
　この機会に「はやぶさ２」を知って、キミも「はやぶさ２博士」になろう！

【中澤暁氏プロフィール】1969年、茨城県出身。月・惑星
探査プロジェクトに従事。「はやぶさ２」プロジェクトにお
いては、探査機運用及びマネージメントを担当するとと
もに、カプセル回収主任として回収オペレーションを統括。

1月26日㈰ 10:30～（開場10:00）
　　 4F プラネタリウム室ほか　定員：100名（事前予約・当日来館どちらも可）

出演： 中澤　暁氏

 山浦　雄一氏

会場
なかざわ さとる

やまうら ゆういち

参加無料

入場
無料

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4日㈯は11：00～の投映はありません

 　　 ４Ｆプラネタリウム室会場子どもも大人も全員無料！！
お正月
デジタルプラネタリウム

星空解説

★音楽と星空のコラボレーション企画
冬の星座と星空の動き 冬・春の星座と神話
1月4日㈯ 10:00～11:00 〈冬〉2月1日㈯ 10:00～11:00　〈春〉3月21日㈯ 10:00～11:00

　　 屋上 天体観測室会場

入場無料 当日受付

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

1・2月投映 ★冬の星座解説 ★みみずく探査機ほうほうの旅
 又は 

銀河鉄道999
3月投映 ★春の星座解説 ★はびたぶるぞ～ん
【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）

冬の星空観望会
2月22日㈯ 18:30～21:00

赤い星ベテルギウス
いのちの輝き

●当日4Fにて受付しますので、直接会場へお越ください。

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

参加無料 当日受付

入場無料

　　  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

マジカルクッキングマジカルクッキング

会場

もっちもちの、
春のおやつを作ろう！
2月22日㈯ 13:30～15:30
◆電話申込：2月19日㈬まで

空力翼艇を作って飛ばそう2
く う り き よ く て い

「はやぶさ２」ってな～に？「はやぶさ２」ってな～に？

※今回のトークライブはJAXA宇宙科学研究所との共催です。トークライブの様子は中継される予定です。

JAXAはやぶさ２プロジェクト
サブマネージャ（写真）

上田創造館名誉館長
（JAXA元理事・上田市出身）

親子で
来てね！
親子で
来てね！

はやぶさ2
ペーパークラフトの
お土産もあるよ！

イベント
おもしろ・
ふしぎ
体験広場

1月11日㈯、2月8日㈯、
3月14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

参加無料

参加無料

シーズン2
シーズン2

ⒸJAXA

10 11



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～「市民の森公園 スケート場」

広大な敷地には多種多様な木々が自生し、四季折々の花や実、紅葉が楽しめます。
2019年春、新しい遊具が設置されたほか、体育館やグラウンドなどがあり、山荘や
バンガロー、キャンプ場で宿泊することもできます。住所：上田市芳田3780-4 周辺。

　昭和４４（１９６９）年に開設された上田市の市民の森公園。スケート場は１２月２１日（土）から２月
上旬までオープンしています。「昔はよく行ったけど、最近は滑っていないなぁ」という方も、童心に
戻ってスケートを楽しんでみてはいかがでしょうか。防寒着、帽子、手袋はお忘れなく。

ろ ま ん
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問い合わせ先：
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（わしば山荘）
☎0268-23-0363

上田地域広域連合広報紙

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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検 索検 索上田広域

1月

2日㈰

3日㈪

3日㈪

3日㈪

3日㈪

2月7日㈮～
11日㈫

2月8日㈯～
3月29日㈰

9日㈰

9日㈰

16日㈰

中旬

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

上田市：山家神社

青木村：青木村役場　駐車場

上田市：北向観音

坂城町：鉄の展示館

上田市：サントミューゼ

上田市：真田町長戸沢地区

東御市：中央公民館

長和町：信州立岩和紙の里

ぴよぴよレース・スノービーボール

北向山節分会追儺式

生島足島神社節分追儺祭

山家神社節分厄除大祭

青木村大節分祭

上田氷灯ろう夢まつり

坂城のお雛さま～江戸から昭和まで～

第19回上田子ども文化祭

戸沢のねじと馬ひき

どんどこ！ 巨大紙相撲大会

第6回雪中そば祭り

1日㈬

1月31日
㈮まで 

2月2日
㈰まで

2月24日
㈪まで

7日㈫・
8日㈬

12日㈰

12日㈰

14日㈫・
15日㈬

19日㈰

19日㈰

坂城町：文化センター周辺

上田市：温泉街から五台橋・文殊堂周辺

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田市立美術館

上田市：信濃国分寺

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：豊受大神宮周辺

上田市：東小学校、海野町商店街ほか

長和町：長門町民センター周辺

第49回坂城町元旦マラソン大会

鹿教湯温泉　氷灯ろう夢祈願

平成の名刀・名工展

農民美術・児童自由画100年展

信濃国分寺八日堂縁日

東御市消防出初式

青木村消防出初式

古町豊受大神宮 おたや祭り

上田市消防出初式

長和町消防出初式

19日㈰
坂城町：逆木通りほか
坂城町消防団出初式

う
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だ
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域
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2月

1日㈰

1日㈰

3月1日㈰～
3月29日㈰

8日㈰

中旬

 

中旬

21日㈯

3月末～
4月中旬

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

東御市：海野宿

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

長和町：エコーバレースキー場

上田市：長瀬地区 延命寺周辺

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：信州国際音楽村

湯の丸スキー大会

ブラたかまつり・キッズレース

海野宿ひな祭り

町民スキー＆GS大会

ひめき雪まつり

延命地蔵尊春祭り

ブランシュたかやま スキー場感謝祭

信州国際音楽村すいせん祭り2020

1日㈬～
12日㈰

2日㈭

8日㈬

上田市：上田城跡公園

上田市：上田市街

上田市：鹿教湯薬師堂

第17回上田城千本桜まつり

東京2020 オリンピック聖火リレー

鹿教湯温泉薬師堂花祭り

3月

4月

12


