
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～「菅平高原 スノーリゾート」

根子岳一帯では、スノーシューや歩くスキーを楽しむこともできます（案内看板あり）。
非日常の世界があなたを待っています。

　「日本のダボス」とも呼ばれ、抜群の晴天率を誇る３つのエリアに１２のゲレンデ、約６０のコース
を持つ国内トップクラス のスキー場です。 キッズパークや特設コースなどご家族連れから上級者まで
誰もが楽しむことができます。
　上田地域には、武石番所ヶ原スキー場、湯の丸スキー場、ブランシュたかやまスキーリゾートも
ありますので、「３密」を避けて冬のスポーツを楽しみましょう。
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問い合わせ先： 菅平高原観光協会　☎0268-74-2003
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広域行政モニター募集／ふるさとプレゼント
上田創造館だより
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根子岳山頂からの眺望

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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 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

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！

12月10日現在の情報のため、今後の状況により変更や中止となる場合があります。

ソフトクリーム巡り
スタンプラリー2020報告

　ソフトクリーム・ジェラート店 18 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。
　今年は新型コロナウィルス感染症の影響がありましたが、昨年を上回る 2,242 通のプレゼント応募があり、そ
のうち 749 通は全 18 箇所コンプリートでした。
　「コロナ禍でどこにも出かけられなかったので、夏の唯一の楽しみでした。」「外で密にならず食べられて安心し
て楽しみました。」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。

信州
うえだ
地域

問い合わせ先：企画課（上田地域観光協議会） ☎0268-43 -8818

開催期間／令和 2 年 7 月23日㈭～11月3日㈫

1月
2日㈫

2日㈫

3日㈬

3日㈬

23日㈫

7日㈰～
11日㈭

13日㈯～
3月14日㈰

16日㈫～
3月28日㈰

上田市：鹿教湯文殊堂

青木村：青木村役場　駐車場

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：別所温泉街（北向観音、石場～大湯ほか）

上田市：上田市立美術館

坂城町：鉄の展示館

文殊堂 節分会

青木村大節分祭

北向山節分会追儺式（一部中止）

生島足島神社節分追儺祭

ブラたか祭り

上田氷灯ろう夢まつり

シンビズム4

坂城のお雛さま

1月31日
㈰まで 

1月31日
㈰まで

2月14日
㈰まで

3月14日
㈰まで

1日㈮・
2日㈯

7日㈭・
8日㈮

10日㈰

10日㈰

14日㈭・
15日㈮

17日㈰

17日㈰

24日㈰

30日㈯

上田市：温泉街から五台橋・文殊堂周辺

上田市：上田市立美術館

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田市立美術館

青木村：大法寺

上田市：信濃国分寺

東御市：田中商店街

青木村：青木村総合体育館ほか

長和町：豊受大神宮周辺

上田市：サントミューゼ（関係者のみ）

長和町：和田コミュニティセンター周辺

坂城町：逆木通りほか

上田市：武石ともしび博物館

鹿教湯温泉 氷灯ろう夢祈願

駒形克己「え！ほん」展

軍刀とサーベル展

コレクション展Ⅲ
山本鼎／石井鶴三／ハリー・K・シゲタ

大法寺竹灯

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（規模縮小）

上田市消防出初式（式典のみ）

長和町消防出初式

坂城町出初式

アイスキャンドル祭
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2月

1日㈭～
11日㈰

1日㈭

8日㈭

中旬

中旬

中旬

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

上田市：平井 宮沢地区御屋敷平

青木村：信州昆虫資料館　　　　　　　　　　

青木村：村営横手キャンプ場

第18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

独鈷山千本桜祭り

信州昆虫資料館オープン

村営横手キャンプ場オープン

中旬

20日㈯

26日㈮～
5月16日㈰

27日㈯～
6月27日㈰

3月末～
4月中旬

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

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

上田市：信州国際音楽村

海野宿ひな祭り

ブランシュたかやま スキー場感謝祭

春景展

コレクション展Ⅰ

信州国際音楽村すいせん祭り2021

7日㈰

中旬

東御市：湯の丸スキー場

上田市：長瀬地区 延命寺周辺

湯の丸スキー大会

延命地蔵尊春祭り

3月

4月

※9日㈯～11日㈪ 規模縮小開催
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歳  出
46億

5,334万円

歳  入
49億

41万9千円

令和元年度　上田地域広域連合　決算状況

条 例 の 一 部 改 正
○クリーンセンター条例
　東御市北御牧地区の可燃ごみ処理について、上田地域広域連合規約を変更して広域連合の処理する事務と
することから、東部クリーンセンターで処理するためにクリーンセンター条例の一部を改正しました。

令 和 元 年 度 決 算 認 定
　令和元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。）

事 件 決 議
○可燃ごみ処理に関する事務の受託の廃止について
　川西保健衛生施設組合の東御市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
域連合に事務委託をしていましたが、令和 2 年１２月から広域連合規約を変更し、東部クリーンセンターで処理
することから、事務委託を廃止するため議会の決議を行いました。

令 和 ２ 年 度 補 正 予 算
○上田地域広域連合一般会計補正予算（第 1 号）
　上田創造館使用料の前年度納入分について、今年度新型コロナウイルス拡大防止のためにキャンセルされた
際に発生する還付金に充てる費用として、６４５千円を増額補正しました。
○上田地域広域連合消防特別会計補正予算（第 1 号）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、救急隊員が着用する感染防止衣やマスク等の資機材の
追加購入に必要な費用など５,４６７千円を増額補正しました。

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 3 年 2 月２２日（月）から２５日（木）までの 4 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 3 年 2 月 3 日（水）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
 28億4,164万7千円
●東御市負担金
 7億0,606万9千円
●青木村負担金
 1億1,738万2千円
●長和町負担金
 2億1,558万2千円
●坂城町負担金
 302万9千円

使用料及び手数料（7.2％）

3億5,158万7千円
●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（51.8％）

24億844万1千円
●中央消防署ポンプ自動車購入
●丸子消防署救助工作車購入
●南部消防署女性仮眠室等庁舎改修工事
●南部消防署庁舎外壁改修工事
●南部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（4.4％）

2億675万6千円
●要介護認定調査・審査会経費 など

ふるさと基金特別会計（1.9％）

8,680万7千円
●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（4.2％）

2億748万6千円
●前年度繰越金

連合債（2.7％）

1億3,220万円
●消防施設整備事業債　

財産収入（0.1％）

419万1千円
●土地等貸付料
●基金運用収入

繰入金（3.1％）

1億5,282万7千円
●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

分担金及び負担金（79.9％）

39億1,492万円

一般会計（41.9％）
19億5,133万5千円

特別会計（58.1％）
27億200万5千円

清浄園費（5.1％）

2億3,914万4千円
●計装設備修繕 など

クリーンセンター費（24.6％）

11億4,550万1千円
●上田クリーンセンター費
　（排ガスダクト設備 など）
　5億5,570万9千円
●丸子クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　3億1,321万8千円
●東部クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　2億7,657万2千円

創造館費（2.4％）

1億1,222万2千円
●指定管理料 など

大星斎場費（1.5％）

7,169万6千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

依田窪斎場費（0.8％）

3,909万7千円
●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（7.4％）

3億4,367万4千円
●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（2.8％）

1億3,707万8千円
●地方交付税配分金（消防設備、

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（0.004％）

13万円
●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

上田地域広域連合議会10月定例会

議会報告
　令和 2 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２１日から１０月２３日まで 3 日間の会期で開催されました。
　今定例会では、条例の一部改正や令和元年度決算認定等の 8 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。
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47No.連載
資源循環型施設建設に関する説明会を開催しました。

　資源循環型施設建設に関する説明会を開催しました。各説明会の開催状況及び主な質問と回答は以下のとおり
です。

清浄園用地を資源循環型施設の建設候補地とした環境影響評価に着手しました。

★説明会において多くの方からいただいた質問と回答

日　　時
令和2年08月23日㈰ 10：00～
令和2年08月23日㈰ 14：00～
令和2年08月29日㈯ 19：00～
令和2年09月06日㈰ 10：00～
令和2年09月27日㈰ 14：00～
令和2年10月01日㈭ 19：00～
令和2年10月05日㈪ 19：00～

対象地域
上塩尻自治会
秋和自治会

下塩尻自治会
諏訪部地域

上田市西部地区
圏域全体
圏域全体

開催場所
塩尻地区公民館

秋和児童センター
下塩尻公民館

清浄園2階大会議室
サントミューゼ小ホール
サントミューゼ大ホール
サントミューゼ大ホール

参加者人数
35人
51人
22人
22人
27人
40人
43人

①施設建設の説明だけでなく、建設候補地の地
元に対するメリットも説明してほしい。何か具
体案はあるのか。

②千曲川に近い清浄園用地は水害の心配がある
が、行政側はどのように考えているのか。

●事業を実施する際に、住民の意見を聴きながら、その事業が環境に与える影響について「調査」・「予測」・「評価」
を行い、環境保全のための措置を検討することです。
●環境影響評価は「配慮書」、「方法書」、「準備書」、「評価書」の４つの手続きを４年程度かけて行ってまいります。
●各手続きの最後には公告・縦覧及び住民説明会の開催により、情報提供をしてまいりますので、環境に対す
るご意見をお寄せください。

①地域振興策については、環境影響評価と並行
して住民の皆様と今後協議していきます。

②施設の防水対策として、プラットホーム高を上
げることや、重要機器を浸水の恐れのない高
い位置へ設置すること、また防水扉の設置等
を行い、洪水時にも対応できる施設とします。

問い合わせ先： ごみ処理広域化推進室　☎0268-71-7705

資源循環型施設に関わる説明会等の情報については広域連合ホームページでも公開しております。

※説明会の詳細な議事録は、広域連合ホームページをご覧ください。

環境影響評価とは

調 査 予 測 評 価

安全・安心な施設

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　（令和元年度決算額）

勤務時間、休憩時間の状況（平成31年4月1日現在、標準的なもの）

❷ 職員給与費の状況　（令和元年度決算額）

令和 2 年度
採用者数

令和元年度
退職者数

9人 6人

圏域内住民基本台帳人口（令和元年度末）
211,337人

人件費（B）
2,250,984千円

人件費率（B/A）
48.4% 

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31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

940,373千円 255,613千円 392,434千円 1,588,420千円
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）

6,646千円

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
1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
交通安全研修・ハラスメント研修　など
職種別研修、他機関主催の専門研修　など

延人数
020人
235人
242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
3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
令和 2 年度
令和元年度
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
24人
0人

15人
15人
0人

203人
200人

3人

242人
239人

3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、令和元年度の概要
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

令和元年度決算の状況

慶弔費支給、体力向上事業

給料月額の1000分の3

歳入 8,622千円（うち広域連合からの補助金1,779千円）
歳出 6,360千円

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

2人

内　訳

降任 ０人
免職 ０人
休職 2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

0人

内　訳

－

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)
4,653,340千円

問い合わせ先：総務課　☎0268-43-8811
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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）

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、2月8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日本遺産②防水扉③
ほこりでした。応募総数233通の中から、10人
の方に、上田市の「真田シードル2019 1本」

（上田市産りんご100％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。
次回の当選者には、「東御市の特産品」をお送
りする予定です。

＜特産品の紹介＞上田市真田町の大松農園のりんごで
造った辛口のスパーリングです。パンのようなふくよか
な酵母の香りが漂いながらも、すぐにすっきりしたリン
ゴの香りが口の中にひろがります。この商品は上田市
真田町「宮島酒店」及び上田市殿城「ＶＡＲＴ」にてお買
い求めいただけます。（宮島酒店☎0268-72-4039、
VART☎090-3094-9336）

（広報紙をよく読んでね！ 〇には1文字・数字が入ります）

⒈ 環境影響評価とは、事業を実施する際に、住民の
意見を聴きながら、その事業が環境に与える影
響について「調査」・「予測」・「評価」を行い、〇
〇〇〇のための措置を検討することです。

⒉ 地震や豪雨等により長時間停電した場合、停電
から復旧し、〇〇〇〇に電気機器や電気配線か
ら火災が発生する恐れがあります。

⒊ 広域行政モニターの募集人数は〇〇人。皆さま
の声をお聴かせください。

【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
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。

広域行政モニターを
募集します

　上田地域広域連合では、よりよい広域行政を推進するため、地域にお住まいの皆さまの声をお聴きする「広
域行政モニター」を設置しています。主な役割は、広域広報紙や、広域連合が実施する事務事業などについ
てご意見やご提言をお寄せいただくものです。皆さまのご応募をお待ちしております。

応募資格： 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町在住で、満20歳（令和3
（2021）年4月1日現在）以上の方

募集人数： １５人（各市町村1 ～ 5人程度を目安として募集します）
任　　期： 2年間（令和3（2021）年4月1日～令和5（2023）年3月31日）
活動内容： 年1回ほどの全体会議、年4回のアンケート回答　等
応募方法： 右の①から⑧の事項を明記のうえ、はがき、ＦＡＸ又はＥメールの

いずれかでご応募ください。
募集期限： 令和3年2月10日㈬必着
そ の 他： 要綱に基づき謝礼を支給いたします。
 （お気軽にお問い合わせください）
◆応募・問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局  企画課「モニター募集係」宛 
  ☎0268-43-8818  FAX42-6740
  Ｅメール:kikaku@area.ueda.nagano.jp
※ご提供いただいた個人情報については、本件に関することにのみ使用するものであり、厳重に取り扱います。

①郵便番号

②住所

③氏名（ふりがな） 

④年齢

⑤性別

⑥職業

⑦電話番号

　Ｅメールアドレス（あれば）

⑧応募理由

　（簡単で結構です）

あなたの
声を

聞かせて
ください

　地震や豪雨等により長時間停電した場合、停電から復旧し、再通電時に電気機器や電
気配線から火災が発生する恐れがありますので、災害等により長時間停電が発生した時
には、次の対応をお願いします。

❶ 停電中は電気機器のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外してください。
❷ 停電中に自宅等を離れる時は、ブレーカーを落としてください。
❸ 再通電時には、電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、

燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器等を使用し
てください。

❹ 外見上の破損がなくても、建物内の配線や電気機器内部が損傷していることがありま
す。再通電から数時間後に火災になる可能性がありますので、煙等の異常を発見し
たら、直ちにブレーカーを落として消防機関へ通報してください。

～大切な人の命を守るために～

感染防止を踏まえた心肺蘇生法

災害による停電後の通電火災について 

❶反応の確認 ❸普段どおりの呼吸の確認

❺胸骨圧迫

❹ 倒れている人の
 口と鼻をマスクや
 タオルで覆う

❷助けを呼ぶ（119・AEDの依頼）

救命処置の際には次の点に注意してください。 胸とお腹の動きで
10秒以内に判断

胸の真ん中を
連続圧迫

●倒れている人のマスクは着用させたままにする。
●確認の際には、倒れている人に顔を近づけすぎない。
●胸骨圧迫を始める前に、倒れている人の口と鼻を

マスクやタオルで覆う。
●人工呼吸は行わない。
　ただし、倒れている人が子どもで、助ける人が講習

を受けていて、人工呼吸を行う意思がある場合は行う。

❻AEDの使用
❼ただちに
　胸骨圧迫を再開

AEDが到着したら
　　ただちに使用

助ける人
　救命講習に関するお問い合わせは、最寄り
の消防署へお願いいたします。（感染症の感
染状況により急遽中止となる場合があります）

救命講習開催中
●手当をする時は、可能であればマスクを着用
●救急隊に引き継いだら早めに手と顔を洗う
●傷病者の口や鼻に当てたタオル等は、直接触れずに廃棄
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展　示お知らせ

参加者募集 事 前申込

冬の企画展

 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・祝日上田創造館だより

12月29日㈫～令和3年１月3日㈰は年末年始休業のため休館。2月8日㈪は休館日となります。
12月10日現在の情報のため、今後の状況により変更や中止となる場合があります。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20日㈯～28日㈰
10:00～15:00
　　 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6日㈯～14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23日㈯～2月14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。

作品募集期間：2月7日㈰まで！

令和3年度おもしろ科学少年団

週末の理科室
モーターで車を作って走らせよう

参加無料

参加無料

モーターを使って動く車を作ります。
2月27日㈯ 9：30～11：30
◆電話申込：2月24日㈬まで

発泡スチロールカッターで作品作り
発泡スチロールカッターを作り、それ
を使って作品を作ります。
3月20日㈯ 9：30～11：30
◆電話申込：3月17日㈬まで
　　 4F 科学実験室　定員：各12人
対象：上田地域（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年生以上は子どもだけでも可）

会場

【受 付 日 時】 4月4日㈰ 9：00～12：00
【受 付 場 所】 創造館受付窓口　【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。　※お申込者多数の場合は抽選にて決定いたします。

【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12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！

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6日㈯ ９：3０～10：30「科学工作」
★２月13日㈯ 9：30～10：30「自然あそび」「地層・化石・鉱物」、18：00～19：00「自然観察」

活動の
様子

昨年の様子

入場
無料

入場無料

2月20日㈯ 13:30～15:30　　　  ４Ｆ 科学実験室
定員：10人　参加費：300円（材料費・保険代等）
対象：上田地域（上田市・東御市・青木村・長和町）の小学生とその
保護者 ◆電話申込：2月17日㈬まで

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！
～お米のへんしん～

　　  1Ｆ 文化ホールホワイエ　定員：各コース14人
講師：三菱電機株式会社 人材開発センター 夏川真二氏　対象：上田
地域（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年生以上は子どもだけでも可）◆電話申込：1月27日㈬まで

特別企画ワークショップ特別企画ワークショップ

会場

モーターの振動で動く動物を作ろう

1月30日㈯ 午前コース10:00～11:30 午後コース13:00～14:30
おもりのついたモーターをブラシに取りつけ振動で動く動物を作ってレースをしよう。

星空解説

【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）

★星空と音楽のコラボレーション企画
冬の星空のお話
「木星に月（衛星）？」

冬の星座と神話
「おうし座」が生まれた訳

1月9日㈯ 10:00～11:00 2月6日㈯ 10:00～11:00

春の星座と神話
「おとめ座」のお話
3月20日㈯ 10:00～11:00

参加無料 当日申込

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　定員：60人（状況により変更があります）会場

冬の星空観望会「冬から春の星座を探そう、オリオン座大星雲、ふたご座の散開星団M35」

　　 屋上 天体観測室会場 ※雨天・曇天のときはプラネタリウム室で星空解説をします。
●当日4Fにて受付しますので、直接会場へお越ください。

2月20日㈯ 1回目 18：30～　2回目 20:00～　定員：各30人（状況により変更があります）

1月投映 ★冬の星座解説 ★星を見に行こう ★かぐやとKAGUYA 月が地球にくれた贈り物
 ★プラネタリウム ちびまる子ちゃん それでも地球はまわっている
2月投映 ★冬の星座解説 ★ミラクルプラネット ★かぐやとKAGUYA 月が地球にくれた贈り物
 ★プラネタリウム ちびまる子ちゃん それでも地球はまわっている
3月投映 ★春の星座解説 ★プラネタリウム ちびまる子ちゃん それでも地球はまわっている
 ★かぐやとKAGUYA 月が地球にくれた贈り物

●当日4Fにて受付しますので、
　直接会場へお越ください。

参加無料 当日申込

ウイルスを知って
「感染しない」を考えよう！
1月15日㈮～31日㈰

入場無料

10：00～15：00
　　 2F 美術館会場

1月23日㈯・
24日㈰・31日㈰

参加無料
事前申込

各日、 午前コース10：00～11：30
 午後コース13：30～15：00
　 　2F コミュニティーホール大・小

～子どもといっしょに～

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。

会場

個別対応型ワークショップ

「３月のライオン」「ハチミツとクローバー」
漫画家 羽海野チカ先生作

『手をあらおう！！』 ぬり絵 ※中学生以下

ご来場者全員にチャンス！ 企画展開催中、その場で当たる
［手をあらおう！！］カラーポスター2０名様

来場者
プレゼント

オリジナル★
マスクケース作り
オリジナル★
マスクケース作り

さらに

定員：各コース15人　対象：上田地域（上
田市・東御市・青木村・長和町）の小学生と
その保護者 ◆電話申込：1月20日㈬まで 
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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

うえだ地域浪漫紀行～「菅平高原 スノーリゾート」

根子岳一帯では、スノーシューや歩くスキーを楽しむこともできます（案内看板あり）。
非日常の世界があなたを待っています。

　「日本のダボス」とも呼ばれ、抜群の晴天率を誇る３つのエリアに１２のゲレンデ、約６０のコース
を持つ国内トップクラス のスキー場です。 キッズパークや特設コースなどご家族連れから上級者まで
誰もが楽しむことができます。
　上田地域には、武石番所ヶ原スキー場、湯の丸スキー場、ブランシュたかやまスキーリゾートも
ありますので、「３密」を避けて冬のスポーツを楽しみましょう。

ろ ま ん

Vol.77
2021年1月

問い合わせ先： 菅平高原観光協会　☎0268-74-2003

ダボス
記念塔

406
菅平

至上田市街

至須坂

菅平高原
ダボスエリア
スキー場菅平高原

太郎エリア
スキー場

菅平高原
パインビークエリア

スキー場

根子岳 四阿山

2,354m
2,207m

菅平高原
アリーナ

菅平高原観光協会
（菅平高原国際リゾートセンター内）

上田地域広域連合広報紙
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ダボスエリア
スキー場

太郎エリア
スキー場

パインビークエリア
スキー場

根子岳山頂からの眺望

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

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！

12月10日現在の情報のため、今後の状況により変更や中止となる場合があります。

ソフトクリーム巡り
スタンプラリー2020報告

　ソフトクリーム・ジェラート店 18 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。
　今年は新型コロナウィルス感染症の影響がありましたが、昨年を上回る 2,242 通のプレゼント応募があり、そ
のうち 749 通は全 18 箇所コンプリートでした。
　「コロナ禍でどこにも出かけられなかったので、夏の唯一の楽しみでした。」「外で密にならず食べられて安心し
て楽しみました。」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。

信州
うえだ
地域

問い合わせ先：企画課（上田地域観光協議会） ☎0268-43 -8818

開催期間／令和 2 年 7 月23日㈭～11月3日㈫

1月
2日㈫

2日㈫

3日㈬

3日㈬

23日㈫

7日㈰～
11日㈭

13日㈯～
3月14日㈰

16日㈫～
3月28日㈰

上田市：鹿教湯文殊堂

青木村：青木村役場　駐車場

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：別所温泉街（北向観音、石場～大湯ほか）

上田市：上田市立美術館

坂城町：鉄の展示館

文殊堂 節分会

青木村大節分祭

北向山節分会追儺式（一部中止）

生島足島神社節分追儺祭

ブラたか祭り

上田氷灯ろう夢まつり

シンビズム4

坂城のお雛さま

1月31日
㈰まで 

1月31日
㈰まで

2月14日
㈰まで

3月14日
㈰まで

1日㈮・
2日㈯

7日㈭・
8日㈮

10日㈰

10日㈰

14日㈭・
15日㈮

17日㈰

17日㈰

24日㈰

30日㈯

上田市：温泉街から五台橋・文殊堂周辺

上田市：上田市立美術館

坂城町：鉄の展示館

上田市：上田市立美術館

青木村：大法寺

上田市：信濃国分寺

東御市：田中商店街

青木村：青木村総合体育館ほか

長和町：豊受大神宮周辺

上田市：サントミューゼ（関係者のみ）

長和町：和田コミュニティセンター周辺

坂城町：逆木通りほか

上田市：武石ともしび博物館

鹿教湯温泉 氷灯ろう夢祈願

駒形克己「え！ほん」展

軍刀とサーベル展

コレクション展Ⅲ
山本鼎／石井鶴三／ハリー・K・シゲタ

大法寺竹灯

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（規模縮小）

上田市消防出初式（式典のみ）

長和町消防出初式

坂城町出初式

アイスキャンドル祭

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

2月

1日㈭～
11日㈰

1日㈭

8日㈭

中旬

中旬

中旬

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

上田市：平井 宮沢地区御屋敷平

青木村：信州昆虫資料館　　　　　　　　　　

青木村：村営横手キャンプ場

第18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

独鈷山千本桜祭り

信州昆虫資料館オープン

村営横手キャンプ場オープン

中旬

20日㈯

26日㈮～
5月16日㈰

27日㈯～
6月27日㈰

3月末～
4月中旬

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

上田市：上田市立美術館

上田市：上田市立美術館

上田市：信州国際音楽村

海野宿ひな祭り

ブランシュたかやま スキー場感謝祭

春景展

コレクション展Ⅰ

信州国際音楽村すいせん祭り2021

7日㈰

中旬

東御市：湯の丸スキー場

上田市：長瀬地区 延命寺周辺

湯の丸スキー大会

延命地蔵尊春祭り

3月

4月

※9日㈯～11日㈪ 規模縮小開催
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