
3月28日㈰
上田電鉄別所線、全線開通へ
令和元年東日本台風災害により千曲川橋

きょう

梁
りょう

が崩落してから約１年半。
橋梁が復旧し、３月28日㈰から別所線が全線開通します。

災害復旧の軌跡

令和元年10月 橋梁崩落直後の様子 令和２年３月 別所線橋台の構築工事開始

令和２年８月 千曲川堤防が復旧

学生時代よく別所線を利用しておりました。

一日でも早く復旧する事を願っております。

赤い鉄橋の復旧そして、

全線開通しての乗車を

楽しみに待っています。

ふるさと寄附金「がんばるぞ、別所線！」
〈別所線応援プロジェクトコース〉

3,040件　81,953,594円（１月31日現在）

多くのご支援、ご協力、また多くの応援メッセージを
いただきありがとうございます。

上田バス㈱による代行運転は橋梁崩落直

後から行われました。

がんばれ別所線！

がんばれ上田市！

別所線が大好きです！

がんばってください！

みんなの思いを繋ぎ、

別所線を繋いでください。

令和３年２月 線路敷設の様子

　  交通政策課　☎23･5011
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３月28日、いよいよ全線開通

堤防道路が開通します
　令和元年東日本台風災害の影響により通行止めとなっている千曲川左岸堤防道路（上田橋～常田新橋間）は、千曲川左岸堤防

の災害復旧と別所線千曲川橋梁の復旧にあわせて、通行止めを解除します。

●解除日時　３月28日㈰ 14：00頃～　※天候などによる工事への影響により、変更となる場合があります。

　  土木課　☎23･5126

別所線全線開通セレモニー
　別所線全線開通セレモニーは、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため一般の方は参加できませんが、上田ケー
ブルビジョンによる生中継を予定しています。ケーブルテ
レビ（地上121ch）はもちろん、インターネットでもご覧
いただけます。
●放送日時　３月28日㈰ 10：45～（予定）

　㈱上田ケーブルビジョン　☎23･1600

別所線１日運賃無料運行
　全線開通を記念し、３月28日㈰は１日運賃無料で運行
します。全線復旧した別所線にぜひご乗車ください。
　また、当日は特別ダイヤで運行します。詳細は、上田電
鉄㈱ホームページをご確認ください。

　上田電鉄㈱　☎39･7117

　上田市の日本遺産『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～』の構成文化財であ
る安楽寺八角三重塔と信濃国分寺三重塔
で、普段拝観できない「大

だい

日
にち

如
にょ

来
らい

」を１日
限定で特別公開します。
●日時　３月28日㈰ 9：30～16：30
●場所／拝観料　安楽寺／300円
　　　　　　　　信濃国分寺／無料
できる限り、公共交通機関をご利用ください。

　上田市日本遺産推進協議会事務局
　　（  交流文化スポーツ課内）
　　☎75･2005

28日限定！安楽寺と信濃国分寺の「大日如来」を特別公開

安楽寺八角三重塔
（国宝）

信濃国分寺三重塔
（重要文化財）

上田駅ナカ横丁開催！
　別所線の全線開通を地域一帯で盛り上げ、上田駅から上
田の元気と美味しさを発信するため、軽食･スイーツや土
産品を中心としたテイクアウト形式の販売を行います。
※感染拡大の状況によって中止となる場合があります。
●日時　３月28日㈰ 10：00～17：00
●場所　上田駅自由通路特設会場

　上田商工会議所　　　　　☎22･4500
　　（一社）信州上田観光協会　☎71･6074

別所線全線開通記念きっぷ発売！
　別所線の全線開通を記念して、上田駅にある上田電鉄、
しなの鉄道、東日本旅客鉄道（JR東日本）の３社で記念きっぷ
を発売します。
●発売日　３月28日㈰～31日㈬　※売り切れ次第終了
●発売枚数　各社500セット
●料金・発売方法
　 各社によって異なります。
　詳細は各社にお問い合わせください。
※東日本旅客鉄道は事前応募制のため販売は終了しています。

　上田電鉄㈱　　　　☎39・7117
　　しなの鉄道㈱　　　☎21・3470
　　東日本旅客鉄道㈱　☎026・224・5320

上田電鉄

上田ケーブル
ビジョン
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当面の間、確保できるワクチン量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて行う予定です。
1 医療従事者など（県が対応）
2 高齢者（令和３年度中に65歳以上に達する方）
3 基礎疾患を有する方や高齢者施設などで従事されている方
4 上記以外の方
※16歳未満へのワクチン接種については現時点で未定です。
※妊娠中の方も接種することができますが、主治医と相談し、慎重な判断をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や
重症者の発生をできる限り減らし、新型コロナウイルス
感染症のまん延防止を図るため、ワクチン接種が始まります。
　上田市の接種スケジュールなどは市ホームページに掲載
していきますのでご確認ください。

年度末・年度始めの人の移動による感染拡大を防ぎましょう！

　３月から４月は、帰省や卒業旅行、歓送迎会、お花見など人の移動や会食による感染拡大が懸念されています。
引き続き感染防止策の徹底にご協力をお願いいたします。

●帰省や旅行はできるだけ人が集中する時期を避けるようお願いします。
●�会食の際には、感染症拡大防止ガイドラインを遵守している店舗で、感染
リスクを下げながら楽しむ工夫をしましょう。
●�普段一緒にいない方との会食などの際は、会話時のマスク着用や、十分な距
離の確保など、特に慎重に対応するようお願いします。

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
が
始
ま
り
ま
す

「接種券」は、ワクチン接種の優先順位に沿って順次郵送します。

ワクチン接種に必要な「接種券」が市から届きます

優先順位

予約方法や接種会場の詳細は、「接種券」に同封されている通知でご確認ください。
※�高齢者を対象としたワクチン接種は、当面の間集団接種（保健センターや公民館など）を
基本として検討しています。

ワクチン接種は、完全予約制です

●�ワクチン接種は無料（全額公費）で、接種回数は、１回目の接種から所定日数の間隔を空
けて同じ種類のワクチンを１人２回接種する予定です。
●�ワクチン接種は、接種を受ける方の同意がある場合に限り行います。

ワクチン接種は無料です

　２月５日付で新型コロナウイルス感染症対策室に「ワクチン接種担当」を新設し、
速やかなワクチン接種に向けて組織体制の強化を図りました。市民の皆様が安心して
ワクチン接種を受けられるよう全庁体制で取り組みます。

　「新型コロナワクチン接種のために必要」とかたり、個人情報や金銭を騙し
取ろうとする電話が全国でかかってきています。行政機関がワクチン接種の
ために個人情報や金銭を電話で求めることは決してありません。ご注意ください。

　  新型コロナウイルス感染症対策室　☎75･6676

市民の
皆様へ
お願い

ワクチン接種をかたる不審電話にご注意ください

新型コロナウイルスワクチン接種に関する組織改正

ホームページ
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新型コロナウイルス感染症関連情報 （３月１日現在の情報を基に作成）

　固定資産（土地・家屋）は３年ごとに評価額を見直す制度がとられており、この間の価格変動に対応し、
均衡のとれた適正な評価額に見直すものです。

　土地の評価額は、地価公示価格や不動産
鑑定士による鑑定評価などを基に算出します。
　原則３年間は据え置きですが、近年は、地
価の下落が顕著なため、納税者が不利になら
ないように評価額の修正を毎年度行っています。
　利用状況に応じた評価の見直し（地目・画
地の認定、住宅用地特例の適用の有無など）
も併せて行います。

　家屋の評価額は、再建築費（今、同等の建物を建てた場合の建築費）を
基に算出します。
　評価替えでは、次の２点を反映させ評価額を見直します。
　①建築物価の変動率…建築材料費や労務費が３年間でどれだけ変化したか。
　②�経年減点補正率…新築から何年経過（３年間での損耗劣化）したか。
　家屋の評価額は、増築や取り壊しなどがない限り、令和３～５年度の
３年間は据え置きとなります。

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、４月上旬に発送（予定）です
問い合わせの際は、納税通知書表面の左側上部に記載している通知書番号を へお伝えください。

　  税務課　土地について　　　☎23･8240
　　　　　　　 家屋について　　　☎23･8245
　　　　　　　 償却資産について　☎23･5169

土地・家屋帳簿などの縦覧・閲覧

土地の評価替え 家屋の評価替え

税務課
齋藤

今年は固定資産の評価替えの年です

　納税者が所有する土地・家屋の評価額を、土地
価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿に記載されて
いる他の土地・家屋の評価額と比較できます。

日  時 　４月１日㈭～30日㈮ 8:30～17:15
　　　　　 ※土日、祝日除く

場  所 　 税務課、 ・ ・ 市民サービス課

対  象 　 市内に固定資産(土地・家屋)を所有
する納税者、または代理人

縦覧 　自己の固定資産(土地・家屋・償却資産)は、固定
資産課税台帳に記載された事項(価格や課税標準額
など)を閲覧し、確認ができます。借地・借家人なども
対象となる固定資産の課税内容を確認できます。

日  時 　通年 8:30～17:15　※土日、祝日除く
場  所 　 税務課、各地域自治センター
対  象 　 固定資産税の納税義務者、または代理人、

借地・借家人など

料  金 　 300円／件（令和３年度分のみ４月30日㈮
まで閲覧無料。写しは10円／枚で交付）

閲覧

●持ち物　本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)、代表者印(法人の場合)
※借地・借家人が閲覧の場合、賃貸借契約に係る書類（契約書など)が必要になります。
※代理人の方は事前にご連絡ください。

共通事項

ホームページ
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切りはなして各自お持ちください

期日前投票宣誓書 補
私は選挙の当日、下記の事由に該当する見込みです。
ここに真実に相違ないことを宣誓します。

令和３年 ４月 　 日

名
　
氏

日
月
年
生

所
　
住

１
２
３

４
５
６

仕事・学業など
外出・旅行・滞在
病気・出産など

交通至難の島等に滞在
投票区の区域外に居住
天災・悪天候

明・大
昭・平 年　月　日

　期日前投票をされる方は、この用紙の裏面にあなたの氏名が記載されてい
ることを確認のうえ、次の事項を記入してお持ちください。

該当する
事由に◯
をつける

４月25日㈰は
参議院長野県選出議員補欠選挙の投票日です
　地域の代表者として、私たちの声を国政に届けてくれる人を選ぶ大切な選挙です。あなたの意見や主張を反映させる
ため候補者の声にしっかりと耳を傾け、皆さんの貴重な１票を無駄にすることなく投票しましょう。

　選挙管理委員会事務局　☎23･5438

7:00～20:00投票
時間

不在者投票
　仕事などで期日前投票や投票日当日に投票できない場合、

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

事前に手続きが必要ですので、早めに へご連絡ください。

○郵便などによる不在者投票
　障害者手帳（または戦傷病者手帳）をお持ちで一定の要件に

該当する方や介護保険被保険者証に要介護５と記載されて

いる方は、郵送などによる不在者投票をすることができます。

事前に手続きが必要ですので、早めに へご連絡ください。

○病院などでの不在者投票
　あらかじめ指定された病院や老人ホームなどの施設内で

不在者投票をすることができます。詳しくは、施設職員に

お尋ねください。

　候補者の政見などを掲載した「選挙公報」は新聞折り込み、

または各家庭の郵便受けに直接投函されます。市役所や

各地域自治センターなどでも配布します。

選挙公報を配布します

投票できる人は？
　平成15年４月26日までに生まれた方で、令和３年１月

７日㈭までに上田市に転入届を出し、上田市の住民基本

台帳に記載されている方

市内で住所を移した人は？
届出日 投票する場所

３月26日㈮以前 現住所の投票所

３月27日㈯以降 前住所の投票所

※ 令和３年１月８日㈮以降に県内の他市町村から市内へ転入届
を出した方は、転入前に一定期間住民登録のあった市

期日前投票のできる場所 期　　間 時　　間

市役所東庁舎、
丸子・真田地域自治センター ４月９日㈮～24日㈯ 8：30～20：00

武石・豊殿・塩田・川西
地域自治センター ４月17日㈯～24日㈯ 8：30～20：00

アリオ上田
（２階　行政コーナー） ４月17日㈯～24日㈯ 9：30～20：00

市ホームページをご覧ください
　上田市選挙管理委員会からの大事なお知

らせや投票所の場所を示す地図などを掲載

しています。

●投票所における対策
　出入口に手指消毒液の設置、関係者のマスク着用、飛沫防止パネルの設置、定期的な換気、
　筆記用具や記載台などの消毒、身体的距離の確保に配慮しています。

●有権者の皆様にお願いがあります
　 投票所に来場の際は、マスクを着用し、来場前後のこまめな手洗い、手指消毒などを行って

ください。また、投票で列に並ぶ際は、一定の間隔を空けてください。
　投票用紙に記載する筆記用具（鉛筆）は持参したものを使うこともできます。
　混雑緩和のため、外で入場をお待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●期日前投票は４月24日(土)まで
　投票日当日に仕事などの理由で投票できない方は、期日前の投票をご利用ください。
　新型コロナウイルス感染症予防の観点からも期日前投票の利用をお勧めします。
　期日前投票所は投票日の１週間前頃から徐々に混雑しますので早めにお越しください。
　 また、１日の中で10：00～正午までが最も混雑し、午後の早い時間帯などが空いている傾向

にあります。

●持ち物
　投票所入場券（届いていない、紛失した場合でも投票できます）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

感染症予防のために
期日前投票を行う
場合は、「期日前投票
宣誓書」の事由欄の
６に○（丸印）をつ
けてください。

（投票所入場券の裏面）

真田三代めいすいくん

広報うえだ　2021.3 10

「臨時窓口」を開設します
　引っ越しや転勤などによりさまざまな手続きが必要になる時期に合わせ、
平日の夜間や休日にも手続きが可能な「臨時窓口」を開設します。

土・日曜日のマイナンバーカードの申請・交付・電子証明書の更新は完
4・

全
4・

予
4・

約
4・

制
4・

です。
Webまたは、電話（希望日の３日前まで〔土日を除く〕）で予約してください。

期  間  ３月22日㈪～４月４日㈰ 時  間  月～金曜日の夜間／17:15～19:00
　　　　土 ･ 日曜日／8:30～17:15

手 続 き 内 容 持　ち　物
◦転入・転居・転出などの住民異動届の届出※１

◦死亡届、出生届、婚姻届などの戸籍届書の届出※２

◦印鑑登録
◦ 住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書など諸証明

の交付申請※３

◦本人通知制度の申込　　　◦児童手当の認定請求
◦マイナンバーカードの申請、交付、電子証明書の更新

◦印鑑　　　◦国民健康保険証、介護保険被保険者証
◦印鑑登録証（市民カード）
◦マイナンバーカード、または住民基本台帳カード
◦運転免許証などの本人を証明する書類
◦外国人住民の方／在留カード、または特別永住者証明書
◦ 児童手当の認定請求／健康保険証、預貯金通帳（口座番号

のわかる書類）、マイナンバーのわかる書類　　　など

※１　 前住所地でマイナンバーカードを利用した転出届をした方は、全国共通取扱時間が月～金曜日のため、臨時窓口では手続きできない場合が
ありますのでご注意ください。

※２　戸籍謄本など必要な持ち物がございます。事前に問い合わせください。
※３　 印鑑登録証明書の窓口交付は、印鑑登録証（市民カード）が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードが

印鑑登録証になりますが、代理人申請はできませんので、必ずご本人が申請ください。

住民異動届など 窓口　  市民課（市役所本庁舎１階）　☎23･5334

手 続 き 内 容 持　ち　物

国民健康保険に関する届出

◦印鑑　　　◦社会保険資格取得証明書（職場の保険証）
◦社会保険資格喪失証明書　　　　  ◦国民健康保険証
◦ 世帯主と加入者のマイナンバーカード、またはマイナンバーのわかる書類
◦運転免許証などの本人を証明する書類　　　など

国民健康保険 窓口　  国保年金課（市役所本庁舎４階）　☎75･7121

学校の指定に関する手続き（転校など）は、印鑑などをお持ちください。土・日曜日の臨時窓口は行っていません。

手 続 き 日 時 窓　　　口
上記期間の月～金曜日 8:30～19:00 市民課（市役所本庁舎１階）

転校など 　 　  学校教育課　☎23･5101

　水道の使用開始・休止手続きは、上記期間も電話または専用ホームページ（随時）から申し込みできます。 
県営水道地区（塩田・川西地区の一部）は、県営水道受託業者のヴェオリア・ジェネッツ㈱（フリーダイヤル 
0120･971･124、☎29･0810〔営業時間 8：30～17：15〕）へ問い合わせください。

水道の使用開始 ･休止手続き 窓口　料金センター（市役所北庁舎１階）　☎22･1313

専用ホームページ

　仕事の都合などにより、平日の昼間に税金の納付や納税相談ができない方は、窓口の開設時間を延長しますので、
ご利用ください。

市税・国保税などの年度末臨時窓口 窓口　  収納管理課（市役所本庁舎４階）　☎71･8055

日　時　３月29日㈪～31日㈬ 19:00まで　　※本庁舎の正面入口からお入りください

マイナンバー
カード交付
予約専用
ホームページ

各種手続きにより、持ち物が異なります。詳細は問い合わせください。注意事項
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