
税金・料金 問い合わせ

市県民税（普通徴収）
固定資産税・都市計画税
軽自動車税（種別割）

収納管理課 ☎23・5117

税務課

☎23・5115（市県民税）
☎23・8240（固定資産税・土地）
☎23・8245（固定資産税・家屋）
☎23・5169（軽自動車税）

国民健康保険税（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）

収納管理課 ☎23・5117

国保年金課
☎75・7121（国民健康保険税）
☎23・5118（後期高齢者医療保険料）

介護保険料（普通徴収）
収納管理課
高齢者介護課

☎23・5117 
☎23・6246

市営住宅使用料
市営住宅駐車場使用料

住宅課 ☎23・5176

厚生住宅使用料 丸子市民サービス課 ☎42・3287

特定目的住宅使用料 武石市民サービス課 ☎85・2312

保育料（公立・私立・私的契約児・幼稚園）
保育料給食費（公立）
延長保育料（保育園・幼稚園）

保育課 ☎23・5132

上下水道料金
※クレジットカードによる納付はできません。

料金センター ☎22・1313

10月から市税などの
キャッシュレス納付が
始まります

　10月から、市税と料金をスマートフォン決済アプリ（P
ペ イ ペ イ

ayPay、L
ラ イ ン

INE P
ペ イ

ay）や
クレジットカードで支払うことができるようになります。
　納付書のバーコードをスマートフォンで読み取ることで、納付することができ
ます。

対象となる市税・料金

クレジットカードでの納付
（10月１日 11：00から納付サイトで手続き開始）

①納付サイトに接続する
　https://koukin.f-regi.com/fc/ueda_city/

②注意事項を確認する
③納付書のバーコードを読み取る
④納付情報を確認し、決済情報を入力する
※継続的なクレジットカード払いではありません。
　納付書１枚ごと、その都度お支払いの手続きが必要です。

㈱エフレジ
納付サイト

納付額に応じて、システム利用料がかかります。

納付額 システム利用料

1円～10,000円 110円

10,001円～20,000円 220円

20,001円～30,000円 330円

30,001円～40,000円 440円

40,001円～50,000円 550円

以降10,000円増えるごとに110円加算
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スマートフォン決済アプリでの納付

注 意 事 項
●バーコードが印字されている30万円までの納付書が対象です。

　上下水道料金をLINE Payで支払う場合、５万円未満が対象です。

●キャッシュレスによる納付の場合、領収書は発行されません。

　領収書が必要な場合は、コンビニエンスストア・金融機関などで納付してください。

●クレジットカードでの納付の場合、システム利用料がかかります。

●データ通信料は利用者負担となります。

●キャッシュレスによる納付後、お手元にある納付書で二重に納付しないようご注意ください。

LINEアプリの「ウォレット」を
開いてLINE Pay残高をタップ

LINE Payメインメニューに
ある「請求書支払い」をタップ

コードリーダーで納付書の
バーコードを読み込む

内容を確認して
支払い完了！

❸❶ ❷ 納付
完了

で支払う

※お支払いにはLINE Payへのチャージが必要です。

で支払う

※お支払いはPayPay残高のみとなります。

広報うえだ　2021.87



広報うえだ　2021.8 8

みんなの力で式を盛り上げよう

　令和４年１月９日㈰（予定）に市内７会場で開催する成人式の実行委員を
募集します。会場ごとに式の企画を検討する実行委員会を開催し、式当日
は受付や司会などに携わります。

会　　場 中学校通学区域
上田文化会館 第一・第二・第三中学校
上田創造館 第四・第六中学校
農村環境改善センター 第五中学校
塩田中学校第一体育館 塩田中学校
丸子文化会館 丸子・丸子北中学校
真田中央公民館 真田・菅平中学校
武石公民館 依田窪南部中学校

対象
平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれで、
事前の実行委員会や式当日に出席できる方

申込 ９月30日㈭までに住所・氏名・連絡先・出身中学校
を へ電話またはメールで。

令和４年 成人式実行委員を募集

　生涯学習・文化財課　 ☎23・6370
　　  shogaku@city.ueda.nagano.jp
　　丸子地域教育事務所　☎42・3147
　　真田地域教育事務所　☎72・2655
　　武石地域教育事務所　☎85・2030

日　時 　９月12日㈰ 14：00～15：00（開場 13：30）

場　所 　大ホール
プログラム　●モーツァルト／ピアノ・ソナタ第４番 変ホ長調 K. 282

　　　　　●バッケル＝グレンダール／組曲 Op. 20より 「プレリュード　ト短調」

　　　　　　幻想的小品集 Op. 36より「夏の歌」

　　　　　　幻想的小品集 Op. 36より「バラード 変ホ短調」

　　　　　●ラフマニノフ／コレッリの主題による変奏曲ニ短調 Op.42　ほか
対　象 　市内在住の方※未就学児は参加できません。

定　員 　先着120名　　 料　金 　無料

申　込 　８月24日㈫以降、 窓口へ（電話での申込は不可）

　　　　　※１人につき整理券を１枚お渡しします。

　　　　　※入場の際には、整理券が必要となります。

　中央公民館　☎22・0760（平日 9：00～17：00　土日祝日は休館）

上田文化会館
リニューアルコンサート
　リニューアルした上田文化会館大ホールのお披露目を兼ねて、

ピアノリサイタルを開催します。世界で活躍する秋
あき

場
ば

敬
たか

浩
ひろ

（ピア

ニスト）の演奏をお楽しみください。

秋場敬浩プロフィール
東京藝術大学音楽学部器楽科を首席で卒
業、同大学院博士後期課程、モスクワ音
楽院で学ぶ。国内外の音楽祭に出演し、
世界で活躍するピアニスト。

ⒸAnna Givargizyan

◇全６回の共通事項
対　象 　現役子育て世代の方やテーマに関心のある方
料　金 　無料　　持ち物 　筆記用具、飲み物
申　込 　８月23日㈪までに、住所・氏名・電話番号・メールアドレスを ヘ電話またはメールで。
その他 　第３回以降の内容は市ホームページをご覧ください。

　長野大学地域づくり総合センター　☎39・0007　  renkei@nagano.ac.jp　　　　　　　　　　（市民参加・協働推進課）

ホームページ

ホームページ

上田市職員募集 一般事務・土木・保育士の
民間企業等職務経験者枠
〔大学卒業程度・短期大学卒業程度〕

●民間企業等職務経験者枠【大学卒業程度】

●民間企業等職務経験者枠【短期大学卒業程度】

試験区分 採用予定人員 次の資格を有する者（申込時点）
一般事務（行政） 若干名 ―
一般事務（社会福祉） 若干名 社会福祉士または精神保健福祉士
一般事務（学芸員） 若干名 学芸員
土木 若干名 １級土木施工管理技士または２級土木施工管理技士（土木）

試験区分 採用予定人員 次の資格を有する者（申込時点）
保育士 若干名 保育士および幼稚園教諭

受験資格 　
① 昭和56年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者
② 申込時に民間企業などでの職務経験を３年以上有する者

受験資格 　
① 昭和37年４月２日以降に生まれた者
② 申込時に保育園または幼稚園での職務経験を３年以上有する者
③ 申込時に市内の保育園・幼稚園・認定こども園および小規模保育事業所などに在籍していない者

◇共通事項
申　込 　９月15日㈬まで（必着）
詳　細 　上田市職員募集要項をご覧ください。
　　　　　募集要項および受験申込書は市ホームページまたは 窓口・各地域自治センターにあります。

令和４年４月１日採用予定

地域づくり
人材育成講座

住民自治組織の構成員と一緒に、座学とグループワークを通じて

「地域と学校が協働でつくる これからの教育（テーマ）」について学び

ます。早
はや

坂
さか

淳
じゅん

氏（長野大学社会福祉学部教授、長野県信州型CSアドバ

イザー）が統括コーディネーターを務める、全６回の連続講座です。

日　時 　８月25日㈬ 18：00～20：00（受付 17：30～）
場　所 　サントミューゼ 小ホール・大スタジオ
講師 /内容　
　●清

し

水
みず

洋
ひろ

幸
ゆき

氏（アフタフ・バーバン信州理事長）
　　／いきいきコミュニケーションワークショップ
　●早坂淳氏／これからの社会と協働
定　員 　先着20名程度
その他 　動きやすい服装でお越しください。

第1回

第2回
日　時 　９月６日㈪ 18：00～20：00（受付 17：30～）
場　所 　サントミューゼ 小ホール
講　師 　小

こ

西
にし

哲
てつ

也
や

氏（文部科学省CSマイスター）
内　容 　「起源1996年―コミュニティスクールの可能性―」
定　員 　先着80名

　総務課　☎23・5332

統括コーディネーター
早坂淳氏

清水洋幸氏

小西哲也氏
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