Pick up

2021

❸

令和３年上田市成人式の情報発信を始めました！

無料

シリーズ文化講演会

市成人式
専用
Twitter

今年度はサントミューゼに石原良純氏をお招きし、シリーズ文化講演
会を開催します。皆さんのお越しをお待ちしております。

令和３年３月６日㈯ 13：30～15：00（開場 12：30）

場

所

サントミューゼ大ホール

テ ー マ
講

申し込み

期

いし はら

令和３年１月10日㈰（成人の日の前日）

日

よし ずみ

石原 良純氏

石原良純氏
（俳優・気象予報士）
令和３年１月13日㈬まで
（当日消印有効）
に、
郵便往復はがきに必要事項を記入の上、 下記宛先まで送付。

場
所
開始時刻

！

聴講

※応募多数の場合は抽選となります。

ホームページ

「22 イベント情報」に
チェックしてください。

◆成人式について
地

『こんなに楽しい気象の話』

師

上田市メール配信
サービス登録方法

@uedaseijinshiki

時

❶

新型コロナウイルス感染症対策を行った上で、令和３年上田市成人式を開
催します。市成人式専用Twitterや市ホームページを中心に、成人式に関する
情報を発信しています。新成人をはじめ、
保護者、
事業者の方もご覧ください。

いし はら よし ずみ

日

Pick up

返信用はがきが
入場のチケット
となりますの
で、必ずお持ち
ください。

対象通学区域
第一中学校
第二・三中学校
第四中学校
第六中学校
第五中学校
塩田中学校
丸子中学校
丸子北中学校
真田・菅平中学校
依田窪南部中学校

象

平成12年４月２日～平成13年４月１日に生まれた方
場

所

開始時刻
13:00～
（受付
15:00～
（受付
15:00～
（受付
13:00～
（受付

上田文化会館

12:30～）
14:30～）
14:30～）
12:30～）

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、
上 田
上田創造館
１月10日（日）予定していた「令和３年
農村環境改善センター
13:30～
（受付 13:00～）
上田市成人式」は延期します。
塩田中学校
10:30～
（受付 10:00～）
丸 子
丸子文化会館小ホール
※開催予定期日
５月１日（土）
12:00～
（受付 11:30～）
真 田
武 石

真田中央公民館
武石小学校体育館

11:00～
（受付 10:30～）

◆11月下旬に案内状を送付しています
11月現在で市内に住民登録がある方、転出・転居先の住所が分かる方には、案内状を送付しています。
まだ手元に届いておらず、成人式への出席を希望される方は、 へ連絡ください。
生涯学習・文化財課
教育事務所

※座席は主催者が決定し、返信用はがきに記載します。

域

対

☎23･6370
☎72･2655

教育事務所 ☎42･3147
教育事務所 ☎85･2030

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催方法が変更となる場合があります。
シリーズ文化講演会実行委員会事務局
（

交流文化スポーツ課内） ☎75･2005

Pick up

❷

マイナポイントの手続きはお済みですか
Pick up

鹿教湯温泉を巡りながら楽しめる

❹

かけゆ し あ わ せ 探しスタンプラリー開催中！
か

け

期

◆マイナポイントを受け取るためには次の手続きが必要です

ゆ

鹿教湯温泉交流センターで参加方法を確認後、鹿教湯温泉内の計10か所に設置
したＱＲコードをスマートフォンで読み取り、隠されたキーワードを集めよう！
申込者の中から素敵な賞品をプレゼント♪
間

先着500名

賞

品

鹿教湯温泉公認
ゆるキャラクター
じい



（シャルドネ＆ソーヴィニヨンブラン）
… ３名様



●ウォーキングシューズ引換券…… １名様



※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせて

STEP３

マイナポイントの申込
（キャッシュレス決済の申込）

申し込み

 日までに鹿教湯温泉交流センター窓口（上田市
期
鹿教湯温泉1434-2）
で提示ください。

そ の 他

ＱＲコードを読み取りできるスマートフォンが必要です。

スマートフォンで手続き
される方は二次元コード
からできます
マイナポイント

◆マイナンバーカードの交付申請はお早めに

など

マイナポイントを受け取るために必要となるマイナンバーカードは、交付申請から受け取るまで、１か月以
上の時間がかかります。マイナンバーカードをお持ちでない方で、マイナポイントの取得を希望される場合は、
12月中に交付申請をしてください。
また、カード受け取りの際は、窓口の混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。

いただきます。
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マイナポイントの予約

手続きは、対応のスマートフォンなどからご自身で簡単に行える
ほか、お近くのコンビニなど「マイナポイント手続スポット」でも
行うことができます。



☎44・2331

マイナンバーカードの取得

STEP２

買い物やチャージでポイントがもらえます

●鹿教湯温泉宿泊券
（１万円相当）
 … ５名様
まり こ
●椀子ワイン

鹿教湯温泉観光協会事務局

STEP１

「かけ爺」

令和３年２月28日㈰まで
（予定）

参 加 賞

マイナポイントとは、 マイナンバーカードをお持ちの方が、 事前に申込をした決済サービス（電子
マネーなど）
で、 令和３年３月末（予定）
までに買い物やチャージをするとその金額の25％
（１人当たり
上限5,000円分）
のポイントが取得できる制度です。 受け取ったポイントは買い物などに使えます。

●マイナポイントに関すること
行政管理課 ☎23・5163
（

産業観光課）

●マイナンバーカードの申請・交付に関すること
市民課
☎23･5334
市民サービス課 ☎42･1052
市民サービス課 ☎72･0154
市民サービス課 ☎85･2827

広報うえだ 2020.12 34

３月31日まで
今シーズンはアプリを使ってスキー・スノボに行こう！

第二次上田市総合計画
「後期まちづくり計画」の
最終答申が行われました

上田バス・菅平高原線でＱＲコード決済が
利用できます

昨年10月に上田市総合計画審議会
（委員60名・５部会）
し もん

に諮 問 し、熱心に審議いただきました「後期まちづくり

変動制運賃では全国初！

しろ した あつ こ

計画」について、11月５日に城 下 敦 子 会長から市長に

市では、持続可能な都市づくりを進めるため、交通、観光、農業、防災、行政など各分野において最先端技術の活用を検討しており、
その一環として官民連携のもとＱＲコード決済システムを活用した公共交通キャッシュレス化の実証実験を開始しました。
現在は、上田バスが運行する菅平高原線で利用できます。スマートフォンに専用アプリをインストールし、乗降時にＱＲコードを
かざすだけで支払いができます。この機会にぜひ、便利なＱＲコード決済でバスを利用してみませんか。

最終答申が行われました（正副会長・正副部会長の皆さん
に出席いただきました）
。
３月の中間答申以降、パブリックコメントや各種団体
の代表者との懇談会などを通し、市民の皆さんからさま

便利！ＱＲコード決済

ざまなご意見をいただき、計画に反映しました。

✓ バスの乗降時にスマホをかざすだけ！
□
整理券を取る必要もありません
①乗るとき

「ひと笑顔あふれ

✓ バスの位置がわかる！
□

計画期間とする「後期まちづくり計画」には、市民の皆さんが将来にわたって快適で幸せに暮らせるために

バスにGPSが搭載されているので、

必要な施策を位置付けています。

バスの位置をリアルタイムに

②降りるとき

本計画は、12月市議会での審査・議決を経て、令和３年４月からスタートします。

確認することができます。
（菅平高原線のみ）

ピッ

ピッ

政策企画課

☎23･5112

確認は
こちらから

「し尿前処理下水道投入施設」の建設受入れについて
下之条自治会の同意をいただきました

決済完了!

✓ 小銭を準備しなくていい！
□
下記の決済サービスを登録できるので小銭の準備がいりません。

今後さらに便利に！（予定）

利用できる決済サービス

事業の概要
上田地域広域連合が計画を進めている資源循環型施設

①定期券・回数券がアプリで買える＆
使えるようなります。
②スマホがなくても、紙に印刷した
ＱＲコードでも利用できるように
なります。

建設に関連して、市では建設候補地となっている、し尿
処理施設
「清浄園」の代替機能として、下之条地区にある
南部終末処理場内に
「し尿前処理下水道投入施設」
を建設し、
し尿などを下水と一体的に処理する計画を進めています。

まずは、アプリをインストールしてみよう！

協議の経過

App StoreまたはGoogle Playで
「TicketQR」
と検索して、アプリをインストール（無料）。
詳しくは市ホームページをご確認ください。

平成27年３月以降、南部終末処理場のある下之条自治会
の皆さまと話し合いを積み重ね、「安全・安心な施設設計」

ホームページ

「下之条の地域振興」などについて検討を進めてきました。
市では、「し尿前処理下水道投入施設建設に向けた基本

わ こう

アプリについて／
（有）
和晃 ☎82･0028
路線バスについて／上田バス
（株） ☎34･6602

方針」
をまとめ、令和２年７月に下之条自治会に対して、
「建設同意に係る申し入れ」
を行いました。

交通政策課 ☎23･5011

下之条自治会で協議いただき、「市民生活にとって必要不可欠な施設はどこかの自治会が引き受けなけれ

で上田でやりたいこ
とFMラジオ
とが見
ト
イ
つか
サ
b
e
る
W

！

活動

ート
長
ポ
市 トレ ス
フォ ピック
ト
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けんこう

輝く未来につながる健幸都市」の実現を目指す第二次上田市総合計画の後半５年間を

ばいけない」
「行政が誠意を持って下之条自治会と話し合いを重ね、
、
要望事項に応えてくれた」との理由から、
11月17日に施設の受入れについて同意するご判断をいただきました。
市では、今後も下之条自治会の皆さまとの信頼関係を大切にし、着実に取組を進めるとともに、地域の
皆さんが将来にわたって安心して暮らせるよう、安全・安心な施設の整備に努めてまいります。
資源循環型施設建設関連事業課

☎71･8082

FMラジオ
Webサイト
毎 週｜木曜19：00～
「うえだ大好き！」 再放送｜金曜15：30～
市長の活動の様子は
市ホームページでご覧いただけます

うえだ大好き

検索

はれラジ

検索
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まちの話題
山城サミット上田 ・ 坂城大会開催！

第４回集まれ！仮装大賞

10月31日㈯・11月1日㈰

毎年全国の山城を舞台に開催される全国山城サミットが、

11月１日㈰

武石風土つなぎ隊主催の武石おさんぽギャラリーで「集まれ！

上田市・坂城町で開催されました。初日の山城ガイドツアー

仮装大賞」が行われました。今年は、武石小学校体育館を会場に

は県民限定でしたが、大盛況でした。ツアーの参加者は、赤

11組の出場者が、個性あふれる仮装を披露し、広い会場に観客

く色づき始めた自然の中を歩きながら、講師の説明を熱心に

の笑い声と大きな拍手が響き渡りました。優勝した「ミスターそ

聴いていました。途中、足場が安定しないほどの険しい山道

ろばんジュニア」
で代表の大平海智君は
「優勝できて嬉しい。来年

もあり、
「敵の侵入を阻んだ山城」
を肌で実感する場面もあり

も参加し、優勝したい。
」
と喜んでいました。

おおひらかい ち

はば

ました。
２日目のオンライン講演会は、お城好きで知ら
しゅんぷうていしょう た

せん だ よし

れる春風亭昇太師匠やテレビでおなじみの千田嘉

ひろ

博先生なども登場し、多くの方に見ていただきま
した。講演会の動画を行政チャンネルにて現在も

動画でもご覧
いただけます

配信していますので、ぜひご覧ください。必携の
大会資料集も生涯学習・文化財課
（上田駅前ビルパ
レオ５階）
で販売しています。

チューリップ、咲くのが楽しみ
しょくさい
公文書館に東内保育園児が植栽
今年度、統合により閉園する東内保育園。隣接する上田市
公文書館が思い出作りにと企画した
「丸子地域花いっぱい事
業」
に、園児24名が参加しました。

11月６日㈮
中にそっと置き、やさしく土をかぶせ、自分の名前が入った立
て札を差しました。
来春には、赤・白・黄・紫・ピンクの５色のチューリップが、来
館者を迎えてくれることでしょう。

チューリップの球根を手渡された園児たちは、花壇の穴の

令和元年東日本台風災害の対応による功績が評価

上田市消防団が国・県から表彰されました
上田市消防団の令和元年東日本台風
（台風第19号）時における

動画でもご覧
いただけます

人命救助や防災体制の整備面などが国・県から評価され、令和２
年防災功労者内閣総理大臣表彰状、長野県知事感謝状が送られ
ました。
矢島消防団長は
「いつ何時、災害が起きてもおかしくない。みんなで災害に備え、今後も人命第一に対応したい」と話されて

最後は童謡「チューリップ」を合唱

いました。昨年の台風災害を風化させずに、教訓にすることが次の備えに大事なことです。
地域を守る消防団員を随時募集しています。大切な方や地域を守る活動を一緒にしませんか。消防団に興味のある方は、
上田市消防団事務局（☎26・0119）
へお気軽にご連絡ください。

シリーズ
「発見！ Uedaのチカラ」
で
上田市消防団第10分団の活動を紹介
上田市行政チャンネルでは、市内ケーブルテレビ２局と
連携して市内で活動している皆さんの取組などをシリーズ
「発見！ Uedaのチカラ」でご紹介しています。
今回は、昨年の令和元年東日本台風において千曲川流域の
神川地区で越水が起きた際に、最前線で活動していた上田市
消防団第10分団を特集しています。消防団の皆さんに災害時
の様子を振り返りながら当時の活動状況などをお話しいた
だきました。
行政チャンネルは、上田ケーブルビジョンCATV009、丸子テレビ放送CA103、
YouTube（「上田市行政チャンネル」で検索）で視聴できます。
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秋の味覚を家庭で味わおう！
第26回真田の郷新そばまつり

11月８日㈰

ゆきむら夢工房で恒例の新そばまつりを開催しました。
今年は、事前に予約を受け付け、テイクアウトでの販売と
く

ど やま

なりました。生そばと九 度 山 産の
ふ ゆうがき

富有柿、手作り味噌をセットにした
予 約 は 好 評 で 完 売 と な り ま し た。
こちらからご覧
いただけます

当日は、青空市も開催され、九度
山産富有柿の販売や真田地域内で
活躍している各種団体による販売
ブースが設けられ、大勢の来場者が
買い物を楽しんでいました。
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知ってる？上田市の日本遺産
最終回

連載

未来への懸け橋
さん と

レイラインがつなぐ
『太陽と大地の聖地』
～龍と生きるまち 信州上田・塩田平～

蚕都上田を支えた鉄道網のうち、唯一現役なのが別所線。
上田駅から別所温泉に至るこの路線は、大正10
（1921）年
に開業
（上田駅・城下駅間は大正13年に開通）し、もうすぐ
100年を迎えます。空から見た別所線の軌道は「龍」に例え
られ、電車は塩田平をレイラインに沿って走っているよう
にも見えます。

未来への懸け橋※認定されたストーリーの抜粋
のこ

まつ

いく しま たる しま

塩田平には、この地を特別な「聖地」とする景観が遺 されている。国土・大地を祀 る「生 島 足 島
だい にち にょ らい

神社」、「大 日 如 来（太陽）」が安置された「信濃国分寺」。生島足島神社は夏至には太陽が東の鳥
居の 真 ん 中 か ら 上 が り、 冬 至 に は 西 の 鳥 居 に 沈 む。 太 陽 と 大 地 は、 こ
の神秘的な光景をレイラインとして現代に遺した。
そして、この「太陽と大地の聖地」に重なるように遺したもうひとつの
景観が、100年前から守り続けてきた鉄道・別所線だ。生島足島神社から、
別所温泉までの軌道は、不思議なこ
とにレイラインと一致する。そして、

生島足島神社 冬至の夕陽

駅をつなぐ線路は、空からみると龍のかたちをしていると
あが

言われる。塩田の人びとは龍を特別な神として崇 め、祀り、
龍とともに生きてきたことを、別所線の軌道に投影して大
切に遺してきたのだ。龍の背に乗ってめぐる「太陽と大地の
聖地」は、これからも、まぶしいばかりの輝きとぬくもりを

信濃国分寺三重塔
千曲川橋梁

大地が御神体？生島足島神社
こ しゃ

平安初期の書物に名が見られる古社

で、御神体は
「大地」
。生島大神と足島
大神を祀る神社は、近畿地方を中心に

きゅう ちゅう

数社しかなく、東日本では皇居の宮中
さん でん

あさ ひ

三殿とここだけです。夏至の朝陽が東
ゆう ひ

鳥居の真ん中から上がり、冬至の夕陽
は西鳥居に沈む、まさに「太陽」と「大
地」
を結ぶ神社です。

ⓒ岡田光司

もって、訪れる人の心に光を与えてくれるだろう。

国分寺は、なぜ上田に？
信濃国分寺は奈良時代に創建。現在は、
お寺の建物やその位置は変わっていますが、
よう か どう えん にち
八 日 堂 縁 日 をはじめ、大勢の皆さんに親し
まれています。信濃国にひとつだけの国分
寺を建てる場所として上田が選ばれたのは、
雨が少なく、晴天が多い気候だったからと
も言われます。境内の三重塔の中には、大
日如来が安置されています。

真っ赤な懸け橋に託す
「日本遺産」
の未来
昨年の東日本台風で落橋した別所線の
「千曲川
橋梁」
。橋長は224ｍ、大正13
（1924）
年の建設
きょうりょう

で、これにより上田駅と別所温泉駅の間11.6km
が全通しました。また、モダンな雰囲気を継承
する中塩田駅なども魅力のひとつです。
「日本遺
産」
の活用に向けて、来春に復旧する別所線の鉄
道施設には中心的な役割が期待されます。

４回にわたって連載しました
「知ってる？上田市の日本遺産」は今回で終了です。「日本遺産」とは、地域で大切に伝えられて
きたさまざまな文化財の魅力をストーリーとして、地域の活性化や観光振興に役立てていこうとする制度です。今後も
「日本
遺産」はもちろん、市民の皆さんに上田市の文化財の価値や魅力を発信していきます。
生涯学習・文化財課 ☎23･6362

日本遺産のストーリーを動画でも紹介しています！
たど

シリーズ「行ちゃんと辿る日本遺産のストーリー③」

行政チャンネルでは、マスコットキャラクターの「行ちゃん」と一緒に、日本遺産のス

トーリーを辿る番組を全３回のシリーズでご紹介しています。
最終回「未来への懸け橋」では、別所線の鉄道施設を中心に、ス
トーリーと構成文化財を振り返り、ストーリーのエピローグとし
た「未来への懸け橋」というタイトルに込めた願いについてご紹介
しています。
市の人口（令和２年11月１日現在）
人口：155,636人 男76,176人 女79,460人
編集・発行

動画でもご覧いただけます

12月号（毎月16日発行）

令和２（2020）年

世帯数：68,113世帯

上田市

〒386-8601長野県上田市大手1-11-16
市の人口（平成31年４月１日現在）
☎0268男：77,228人
・22・4100 0268
・22・4131 世帯数：67,783世帯
uedapr@city.ueda.nagano.jp
人口：157,480人
女：80,252人

広報うえだ配信中

アプリを通じて、市の
お知らせをスマート
フォンやタブレットか
らご覧いただけます。
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