の

人

１
２

９

市

口

世帯数

68, 274世帯（前月比61世帯増）

人

口

189,951人（前月比123人増）

男

93,

女

96,172人

平成10年
子98)
第1182号

779人

会場／文化センター・大ホール
［第１部］受賞式

［第２部］受賞記念対談

源氏物語ミュージアムで上映される篠
田正浩監督制作の映画「゛源氏物語″よ
Ｊ︲ ゛ＩＦｉＩ Ｉ

ｚ｀゛ ！︒ｒｂ１一〜

り「浮舟」」を鑑賞。その後、映画監督
篠田正浩さんと作家田辺聖子さんのお二
人に「源氏物語」の世界を語っていただ
きます。

第10回

田辺聖子さん

源氏セミナー

「今が旬.／源氏物語1000年・宇治発⇒ＷＯＲＬＤ」
「●一一･ 1枚の往復はがきでー…−…−●●−●●●−●･●．
●
ミ
ー ゜｀‑ ●●−ふ=44ニー･‑ ●̲●̲
２つのイベントに応募できます

Ｚ

ｰ☆募集人員／各1,000人
☆募集期間／９月21日(月)〜10月９日吻当日消印有効
☆応募方法／往復はがきにより下記の要領でご応募を。
‑(1枚のはがきで１人のみ)
応募者多数の場合抽選。

日時／ll月14日（土）午後１時〜４時
会場／文化センター・大ホール
［第1部］講演「光源氏の住まいを作る」
講師

2｢源氏セミナー入場希望｣
３｢受賞式と源氏セミナー

往信おもて

返信うら
︵何も妃入しないで下さい︒︶

回E]I個IIiiaE]
文化自治振興課行

[第２部]

22‑3141(代表)
20‑8779

●毎月１日･11日･21日発行

入場者募集

トークと古代復元楽器コンサート

入場無料

源氏物語ミュ―ジアム名誉館長の瀬戸内
寂聴さんをメイングストに源氏物語の魅力
についてのトークと、劉宏軍さんが率いる

Ｌ

「天平楽府」による源氏物語の音楽演奏を行
☆応募先／〒611‑8501

います。
1
i

瀬戸内寂聴さん

観光の街・宇治の原罷

に生きた一般の人々もら

戸時代はじめのこと︒汀

なり︑京都近郊の名所・

せます︒本展では︑江百

や絵図︑﹁都名所図会﹂・

︵個人蔵︶

文化ｾﾝﾀｰ小ﾎｰﾙ[χ巫重]

て︑名所として花開いた

頃ｺD龍谷大判誉教授宗政五十緒さん

ます︒

一宇治とその周辺一

ト宇治名所図

(p―三)名所図会・魅力

各1000人

特別展

−旅へのいざない

10月３日出〜Ｈ月１日㈱

この審査会には︑

ました︒

茶産地二十府県から︑

かぶせ茶︑玉露︑てん茶の

各部門に千二百四点が出品︒

色や香り︑味などの審査の

結果︑宇治市はてん茶の部

で産地賞を受賞しました︒

入賞者の表彰は︑十月二十

一日困京都市勧業会館︵京

都市左京区︶で開催される

れます︒

特別記念講演会

10月18日(日)午後２時〜

特

午前９時〜午後５時︵昌・祝日箭︶

入場料 大人２００円︵団体１５０円︶

小・中学生60円︵団体４０円︶

20‑1311

内

折居台一丁目・文化センター

お茶の品質などを競う全

国茶品評会審査会が︑八月

二十五日から四日間にわた

り︑府茶共同組合茶業セン

ター︵宇治折居︶で行われ
▲出品茶の審査会(茶業センター)

歴史資料館

てん茶で産地賞

全国お茶まつり式典で行わ

配合率100％の再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

宇治市は

宇治名所図会

宇治市役所文化自治振興課
.
￨●●･−...㎜.

第52回全国お茶まつり茶品評会審査会

953

a
FAX

たっての苦心などを話していただきます。

高橋康夫さん

市
課

〒Ell‑8501宇治市宇治琵琶33

康夫さんに、寝殿造復元の根拠や制作にあ

ずれかを記入

□

高橋康夫さん

代の屋敷）の模型製作の監修者である高橋

の両方に入場希望｣のい

ー

◆この宇治市政だよりは︑

︲ ︱ｉ︱ ︲︱

号
番
所 名 齢 話
住 氏 年 tif
② ③ ④ ≪ｒｉl

レ

〒あなたの住所

氏

京都大学教授

源氏物語ミュージアムに展示される六条
院（光源氏が女性たちを住まわせた平安時

①には1｢受賞式入場希望｣
往信うら

報

第８回紫式部文学賞・紫式部市民文化賞

日時／11月８日（日）午後２時〜４時

①

治

広

受賞式と記念対談

受賞式と記念対談

返信おもて
口口m]ｎΓn

宇

編集

第10回源氏セミナー

第８回紫式部文学賞・紫式部市民文化賞

篠田正浩さん

発行

貨

（平成10年９月１日現在）

宇

第1182号

治

市

だ

政

り

よ

1998年（平成10年）

（２）

９月21日発行
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平成12年４月

特集介護保険ってな

…治療よりも長期にわたる療養の必要な人が入院

…治療よりも長期にわたる療養の必要な人が入院

１

※要支援者（介護は必要としないが日常生活で支援が必要）は、痴ほう性老人のグループホームを除く「在

！
宅サービス」のみが受けられます。
にI/●●㎜/●●//●/四/●●●/㎜●/●/●−/●●●//四/●/■/●−/●●●㎜/●/●●/㎜/●‑●㎜/●●●㎜/●●●/−//●/丿/●−/●●●−/●●●/㎜/●/●/･/㎜/･●●四/●●●㎜/●●●//㎜/●/●/丿/･
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○齢と菜間衰齢○気け｀用とがとい
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ード
延

躾

哀

パズ
ス

｀

⑩

③介護の必要度の
審査.≫｣定と要 ②認定に必要な調査
介護認定
かかり

布

つけ

rw}
第１号
(66歳以上)
皇
て.、

提供機関

㎜

被保険者

①認定の申請

の途中でも要介護度の変更

12

（介護ｻｰﾋﾞｽ利用者）

の申請ができます︒

10

（宇治市）
｢匹薮司

が重度になったときは期間

９

■介護保険制度〜申請から利用まで〜

れます︒また︑介護の状態

８

｜
■

クロ

り人者O⌒ べｅがとな(￡)
卿福人ｇず
座 は介ヨ 物長利いい一お祉ホ介Ｏ
る ○護コ
寿用うと時医０１護○
姿 ○保の
をで○き的者○ム保○
勢 ○険力
願き○はにさ○の険○
の ○のギ
うる○シ介んとこで○
こ ○第｀
お 入ョ護がいとは認
と ○一
め 所ｌを書うを特定
を 歳号
で サト受く 介別を
○ 以被
た ｌスけも 護養受
○
い
ビテらの 人老る
老護け
と 上保
の険
食 スイれ

介護サービス計画︵ケアプ

６

４

５

サービス

■ ■ ■
⊃■
□ ■
Ｉ
■ 口−
‑
‑
㎜

■

プランは自分で作ることも

３

整して作成されます︒ケア

Ｕ

ち組

ランに基づいてサービスを

２

保険

は利用者が負担します︒

１

ま発｀. 印切一宇先⌒ア
す表賞有り住治｀･ 五で
゜に品効｀.j所市〒枚十
かの 十省役6
え発 月略所１ タ★
さ送 九可高１占宇
せを 日゛齢Ｉを治
ても いっ
廊 福８十色
｀ 祉５人紙

す︒認定結果に不服がある

ビて社○ムいて者ス○ 介な○ビか者の
スる会○へ いなの○ 護歌○スらの力
を に介ル くど区サ をを負を徴保ギ
受 向護プ こが分ｌ ＯＯ担受収険〜
け けのサ と○がビ ○○金け 料
る てこ１
は○ぁス サ○がる は
に ○とビ 国○ると
１ 必と ○
は ○
○ と
ス 共て
民し 設
施 ス
ビ 要き は ○ ○
ま

−は券

認定は半年ごとに見直さ

Φ○cは○通暮ｏサ○とoe一〇〇〇。 たて。当。医0
サを高○ホのら高ＩＯい通好割サ年高夕
１た齢ＯＩ願し齢ビ○う所きのＩ金齢テ だ当発日締療１送がを
き選表消め課｀りきペ

介護

できます︵矢印⑤︶︒

を十゛二る番ヽべ

審査し︑介護の必要性を判

席市園

⑥サービスの提供⁝ケアプ

鳳ぺ宇す品かご険｀⊇｀‑
□にの ゜文七コ
。 、、
服￨￨自
、
庵ア治゜のら記制年り
□加中ヒ章文の Si自 。Ｅ
詣 。 m･鸚
−^謳.
1−で市
い抽入度齢゛
以入にンを字を
の十植
上すあト完をギ （ 回
゛
お組物 ず選く､、に
れでだ関電文 ｀‑b
のるりは成組を
嘔自． ＿ ・

定したのち認定︒

おたのしみ
｀
プレゼントつき

④認定の通知・：要介護︵介

￢券｀. しののど護氏き方口険ジいののョー
口保Ｉさ次ス ｀方フレゼニ/ﾄつき
。 φ＼
対を★ま賞中を保名に法

︵矢印④︶︒

．‑，
、
おたのしみ

支援事業者︶に依頼して︑

営の，。お人正意号住 ，。す□■特てえ二
茶入賞送に解見｀所は応゜□介集くて重夕と
室場品り次者な介ヽが募 口護ぺだヽ，Tき

第２号
(40

64歳)

⑤ヶアプランの
作成依頼
連絡調整
紹介など

‑

体制が整った医療施設)への入院

ラン︶を作成︒ケアプラン

ビスにかかった費用の一割

提供︵矢印⑥︶︒介護サー

●介護療養型医療施設(療養型病床群などの介護

は利用者の意向を聞いたう

護が必要な状態に応じて五

入所

えで利用するサービスを決

段階︶︑または要支援︵介

なお︑要介護認定は申請

ｄ５

施設サービス
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への

は︑かかりつけ医の意見書

●住宅改修費の支給

とともに介護認定審査会で

●福祉用具貸与､購入費支給

●短期入所サービス（ショートステイ）

め︑サービス提供機関と調

とおり︶︒

護は必要としないが︑日常

から三十日以内に行われま

介護サービスを利用するには

①市へ要介護認定の申請⁝

生活で支援が必要な状態︶

介護保険は四十歳以上の

市民が加入し︑介護が必要

寝たきりや痴ほうなどで介

場合は︑府に設置される介

な状態になったときに介護

護保険審査会に不服申し立

についての認定結果を通知

⑤介護サービス計画︵ケア

護が必要になったり︑日常

プラン︶の作成・：認定を受

サービスが受けられる仕組

ときに申請︵矢印①︶︒

てができます︒

生活に支援が必要になった

②調査員が訪問調査・：調査

けると︑専門家︵居宅介護

みです︒

を利用するためには︑市に

員が訪問し︑介護を必要と

●有料老人ホームなどでの介護

●通所介護（デイサービス）

高齢化に伴う介護を
社会全体で支える仕組み

成十二年四月から介護保険制度が始

まります︒急速な高齢化に伴い︑介護の

問題が老後の最大の不安要因となってい

ます︒介護保険制度は︑介護が必要にな

ったときに︑住み慣れた地域で︑できる

限り自立した生活を送ることができるよ

する人の心身の状況にっい

申請し︑どの程度の介護が

介護保険によるサービス

て調査︵矢印②︶︒

う︑介護を社会全体で支え︑利用者の希

必要か認定を受けます︵要

③介護認定審査会︵市が行

望に基づいたサービスを提供する仕組み

介護認定︶︒要介護認定の

います︶・：訪問調査の結果

です︒今回は︑介護サービスを利用する

にはどうすればよいのか︑どんなサービ

申請の受け付けは︑平成十

営む住居において介護

…病院や老人保健施設に通ってリハビリ

１

スが受けられるのかをお知らせします︒

…痴ほうによる要介護者が10人前後で共同生活を

●通所リハビリテーション（デイケア）

●介護老人保健施設（老人保健施設）への入所

一年十月から始まります︒

●痴ほう性老人のグループホーム

…専門家が家庭を訪問してリハビリ

目高齢福祉医療課︵容内線２３４５︶

の管理や指導

●訪問リハビリテーション

要介護認定は次のような手

爵

…医師・歯科医師‑薬剤師などが訪問し、療養上

ス
●訪問看護

！

続きで行われます︵下図の

●居宅療養管理指導

一

算によると︑保険料は月額

在宅サービ
●訪問入浴

介護保険Q&A

保険料はだれがどれ

︿四十歳以上六十五歳未満

二千五百円程度になります︒

介護保険制度では︑

くらい支払うの？

＊介護保険で受けられる介護サービス＊
●訪問介‑i(ホームヘルプサービス）

始まります

Ｑ

Ａ

保険料は加入している医

療保険によって異なります︒

の人︵第二号被保険者︶﹀

保険料は現在支払っている

四十歳以上゜人が保険

者は所得などに応じて保険

医療保険料と一緒に支払っ

加入の対象となり︑被保険

料を支払っていただくこと

ていただきます︒被保険者

が負担しなければならない

保険料の額は所得等に応じ

介護保険ではどんな

サービスが受けられる

下表のとおり︑介護

サービスとして︑在宅

て決まります︒

Ｑ

の？

Ａ

サービスと施設サービスが

受けられます︒

になります︒

︿六十五歳以上の人︵第一

ｉ

保険料は所得に応じて設

号被保険者︶﹀

− ｀−

定され︑市の介護サービス

の水準に応じた額になりま

す︒保険料は原則として老

齢年金から天引きされます

が︑天引きが困難な人は個

別に市に支払っていただく

ことになります︒厚生省の

一平成七年度単価に基づく試

﹇レー゛ − −

に…

から

を
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宇治市政だ

（３）

9月24日〜10月1日は清掃週間

1998年（平成10年）９月21日発行

り

大変です！ごみ処理

燃えないごみは破砕したものを埋め立て地に埋め立てています。宇治市の家庭から出るごみだけでも
１年間に大型ダンプ1000台分も埋め立てており、将来埋め立て地がなくなるというようなことも考え
られます。ごみは出してしまえばおしまいではありません。､適正な処理、ごみの減量には一人ひとり
の「ごみの分別」が不可欠です。あなたはしっかり守ってごみを出していますか。

ケニ壽……臨jじ2゛2……&:］］叉訟:ダ^当八Tj

現在、ごみは「燃えるごみ」「燃えないご

み」「あき缶」「あきびん」「ペットボトル」

「紙パック」の６種類に分けて出していただいています。ごみの減量・リサイクルの促進
のためにしっかり分けて出してください。
紙パック

あき缶

燃えるごみ

台所のごみ、紙くす、古紙
類、古着類、木切れ・草・
落葉、皮革製品、食用油、

圖

紙おむつ、カーペット、掃
除機のごみ、たばこの吸い
飲み物・食べ物の

殻など

アルミ缶・スチール缶
あきびん

自転車、電球・蛍光管、ふ

飲み物・しようゆ・みりん・焼酎

とん、小型電化製品、小型
家具、灰、スプレー缶など

ごみの分別

5 一回

証

力う

ス類、金属類、ゴム製品、

キャップははずして

燃えないごみへ

闘

プラスチック類、発泡スチ
ロール類、ビニール類、ス
ポンジ類、陶磁器類,

ペットボトル

Ａ﹈幽

燃えないごみ

飲み物・食べ物・調味料のガラスびん

の入ったペットボトル

応用編

ごみにはいろんなものがあり、出し方に悩
んでしまうことも少なくありません。ごみ減
量だけでなく、収集作業時の危険を減らすためにも必ず正しい出し方を守ってください。
カーペット

スプレー缶

ビニール

家具

ｉ雫勿
小型のものは(木製のものでも)
カーペットは60cm四方の大きさに

スプレー缶などは中身を完全に使い

ラップ、ビ二−ルなどは燃えな

燃えないごみの日に。大型のも

切って、くくり、燃えるごみへ

切り、穴をあけて燃えないこみへ

いごみの日に

のは特別収集(要申し込み)で

○ごみの出し方について、詳しくは毎年お配りしている
市民カレンダーに掲載しているほか、ちらしを作成し
必要な人にお渡ししています。

ごみを道路や空き地などに投棄・放置すること

○ごみ収集場所に設置する収集日などを記入する緑色の

は法律で禁じられています。またほかの人が管理

看板をごみ減量推進課窓口でお渡ししています（配達

しているごみ置き場にごみを置いていく行為も同

・郵送はしていません）。
○今秋に、燃えるごみの収集時間の変更を行います。変
更する地区の自治会・町内会には前もって連絡します
ので、ご協力をお願いします。

955

ストップ！！不法投棄

様です。絶対にしないようにお願いします。

ごみの減量・適正処理はあなたの﹁分別﹂から

生活が豊かになるに伴って増え続けるごみ。「あき缶」、「あきびん」などといった資源ごみはリサ
イクルできますが、燃えるごみ、燃えないごみはリサイクルできません。燃えるごみは燃やした灰を、

ごみの分別基本編

第1182号

第1182号

だ

宇治市政

り

よ
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(精密検査は本人負担)[Uio月16

情報

〈健康教室〉C〉とき…10月30日
〜11月27日の金曜、午前10時〜正

住所・氏名・年齢・職業・電話番

内線2308)。

午。５回レ受講料…1500円

号・障害の種別・車椅子の有無を

■一人暮らし老人料理教室

■城南地域職業訓練センター

書き、持参かファクス、郵送で。

E＞とき…10月16日出、午前10時

[I￨9月24日田から同センター

〜午後２時[＞ところ…総合福祉会

BO
X

月６日出
■平成10年住宅・土地統計

家庭や職場、近所付き合いのもめ

のチーズロールほかE〉対象…一人

とき…10月29日

11月16日の月・

ごと・悩みについて女性の人権擁

暮らしの高齢者μ定員…先着30人

木曜、午後６時半〜９時。６回I>

護委員が電話による相談に応じま

Ｄ参加費…100円

受講料…9000円。

す。相談は無料、秘密は厳守しま

圃社会福祉協

〈ワープロ中級一太郎W95〉E＞
とき…10月29日

健康

囲同園(昔45‑0099)。
■喉頭がん検診

＼＞とき…９月23日例、午前10時

す。［＞とき…９月28日囲〜30日豚k

11月16日の月・

木曜、午後６時半

■こども手づくり文化祭

調査にご協力を

京都府人権擁護委員連合会では

〈表計算初級エクセルW95〉【＞

議会(322‑5650)。
中心に。t〉とき...g月25日圀〜10

■女性の人権ホットライン開設

(容46‑0688)。

館C＞献立…さといもごはん、さけ

お知らせ

匝］９月27日〜10月４日に教室名・

日出までに障害者母子福祉課(s

午前10時〜午後３時［＞相談電話番

9時。６回[＞

号…a24‑9290

受講料…9000円。

早期に発見すれば声を失わずに

（京都地方法務局

宇治支局内）、3

075‑231‑0110

（京都地方法務局人権相談室）回

〈ワープロ初級一太郎W95〉[＞

住宅・土地統計調査が10月１日

〜午後４時[＞ところ…中央公民館

すみます。【＞対象…市内在住の40

とき…10月27日〜11月12日の火・

現在で行われます。この調査は住

E＞内容…○展示・=夏休みの工作、

歳以上で２週間以上声がれのある

木・金曜、午前９時半〜午後３時

4122）。

宅・土地に関する最も基本的な調

○クラフト＝ひもこけし・コース

人[＞検診期間…９月14日(月)〜11月

半。 14回[＞受講料…１万22000円。

■10月１日から７日は公証週間

査で、国や都道府県・市町村が住

ター・ブラバン・びっくりへび作

30日(月)[＞検診場所…下記の協力医

■サンアビリティーズ城陽

宅建設計画、都市計画などを立案

り、○茶席(子どもによるお点前)

療機関[＞費用700円

する上での基礎資料となります。

[〉参加費…無料

医師会(a22‑6487)。

知事が任命した調査員が調査票を

課(a内線2223)。

持って伺いますのでご協方を。な

圃文化自治振興

お、調査票は統計を作成する以外
■陶芸教室

囲企画課(a内線2083)。

[〉とき…10月１日困、午前10時

■宇治都市計画生産緑地

〜正午[〉ところ…生涯学習センター

地区変更案の縦覧

J

レ対象…18歳以上の市内在住・在

E〉期間…９月24日困〜10月９日

勤の初心者I＞定員…先着30人[＞費

團[＞ところ…公園緑地課(市庁舎

用…2000円

４階、登内線2417)。

0220)。

催し

福祉

匝]同センター(S22‑

公証制度は法務大臣から任命さ

申し込みは〒6↑1‑0113城陽市中

れた公証人が、不動産売買の契約

芦原、Ｓ ･ fAX53‑6644へ。

書や遺言書などについて公正証書

〈卓球大会〉[＞とき…10月18日

中村医院（六地蔵） 31−5237
森田医院（木幡） 33−2583
三藤医院（m道）
23−8800
西村医院（宇治） 24−8811
徳州会病院（小倉） 20−1111
大嶋医院（小倉） 20−1234
第二岡本病院（神明）
44−4511
今村医院（大久保） 41‑6300
芝野医院（大久保） 43‑3388
ユニチカ中央病院(宇治)
25−2500
田林医院（伊勢田） 48−2411

生涯学習

の目的には一切使用しません。

回宇治久世

京都地方法務局宇治支局（萱24‑

を作成し、証拠力を強めることに

日、午前８時半〜午後５時E〉内容…

よりトラブルを防ぐ制度です。例

シングルス(男女初級・一般)、

えば、遺言を公正証書にすると、

ダブルス(男女・混合)[＞費用・

原本が公証役場に保管され、紛失

定員…○シングルス＝350円・先

や偽造の心配がありません。また

着120人、○ダブルス=
着60組

600円・先

本人が死亡したときも家庭裁判所

[119月13日〜27日に、

で検認の手続きを取る必要がなく、

｢卓球大会｣・種目・住所・氏名・

公正証書ですぐ登記などの手続き

年齢・職業・電話番号・所属名

ができます。宇治公証役場では平

(クラブなど)を持参かファクス、

日の午前10時から午後４時に公証

郵送で。

相談を受け付けています。相談は

官公署・その他

〈車椅子ハンドボール教室〉E＞
■宇治川観月茶会

■母子家庭の母親半日人間

■城南勤労者福祉会館

ドック

C＞とき…10月10日脚・11日(日)、
午後３時〜８時E＞ところ…府立宇

!1]9月24日俐から同館(a46‑

[＞対象…母子家庭の母親と国民

0780)。

健康保険に加入している65歳未満

煎茶)、観月舟など[＞前売り券…3

の寡婦E＞とき…平成11年１月

000円(観光協会などで発売中)

月の平日午前中[〉ところ…京都第

曜、午後フ時〜９時。

圃茶道連盟事務局(昔22‑6584)。

一赤十字病院健診センターC〉検査

料…6000円。

■植物公園

項目…尿、血液、胸部レントゲン、

〈植物公園写真展〉｢植物写真
の取り方｣講習会参加者の作品を

ろ…宇治公証役場（宇治壱香132‑

11時半E＞対象…障害者とボランティ

4谷ロビル２階、容23‑8220）。

アレ定員…20人E＞参加費…無料

治公園中の島[＞内容…茶席(抹茶・

〈演歌歌唱教室〉μとき…10月

5

秋の全国交通安全運動

24日〜11年３月27日の第２・４土
12回[＞受講

ベルトとルールは

胃腸透視、心電図、内科、子宮が

18日(日)､午後１時〜４時μ受I耕斗‥

んE〉定員…50人程度[＞費用…無料

1500円。

１

10月1日は

法の日

▽とき・ところ⁝○10月

６日出Ｈ大丸京都店７階特

設会場︑○10月７日出＝京

都近鉄百貨店４階会議室︑

○10月８日俐＝高島屋京都

店７階談話室︒いずれも午

また宇治市では毎月第一

前10時15分〜午後３時

木曜日に宇治公民館で人権

相談所を開設しています︒

月１日俐︑午前

︻１０月の人権相談︼

31一8883

大久賄北ﾉ山90‑17 41‑6867

▽とき三⁝

顛m子

法の日は法の尊重︑基本

離i丁目1‑11623‑3388

細定冶 鴇＼i17‑63

的人権の擁護︑社会秩序確

金Ill鴎

10時〜午後３時
▽ところ・：宇治公民館

入1工錫宇治!r)l108 28‑2304

立の精神を高め石ための日

31‑8489

鴇財路4‑8

▽問い合わせ・：広報課市民

31‑8792

井戸田侃

ています︒

が実際に購入した倍以上

になっており︑数日以内

に銀行口座へ振り込むよ

うに書いてあります︒請

求してきた業者に問い合

わせると︑通信販売業者

から債権を譲渡されたと

言われました︒どうすれ

最近このような相

ばいいですか︒

Ａ
談が増え７います︒

数年前のことであれば記

憶があいまいになったり︑

領収書も紛失したりしが

ちです︒それを利用して

元の業者と全く別の業者

が︑支払いがされればも

うけものという考えで︑

多額の遅延料をつけ︑代

金の請求をしてくるよう

です︒

餌久子 木肘尾32‑1

として制定されました︒こ

増‑精t≪138‑24 32‑3527

相談係︵昔内線2080︶︒

東

の日からの一週間を法のロ

相談室から

週間として︑京都弁護士会︑

瓢一雄 宇治i￡11‑5 21‑4380

の自宅でも随時相談に応じ

電話

消費生活

なお︑左表の人権擁護委員

(50音順)

所

圃交通対策課（a内線2259）

京都地方裁判所などでは

を次のとおり開催します︒

住

京のマナー｣
﹁法律・家庭・人権相談﹂

数年前の商品代

金の請求が突然

数し
年た
前商
に品
通の
信請
販売
Ｑ７購入

求書が突然︑別の業者か

ら届きました︒代金は全

額支払ったはずですが領

収書はありません︒送ら

れてきた請求書では代金

人権擁護委員

氏名

9月21日(月)〜9月30日（水）

｢なれた道

〈秋の料理教室〉レとき…10月

商工観光課内･容内線2218

無料で秘密は厳守します。［＞とこ

とき…10月25日(日)、午前９時半〜

顛了孝 五ヶ庄大榊‑I31‑8532
闘桂子 MM

I ‑63

21‑3458

債権譲渡とは︑債権を

譲渡人︵旧債権者︶から

譲受人︵新債権者︶に移

転することをいいます︒

民法で規定が設けられて

おり︑例外的に制限され

る場合を除いて︑譲渡人

と譲受人の合意だけで譲

渡できます︒

しかし︑債務者に代金

の請求をするには︑譲渡

人から債務者に対して通

知するか︑債務者の承諾

が必要とされます︒通知

の内容も︑どの債権がい

つ誰に譲渡されたかとい

う事実を示す必要があり

ます︒

このヶＩスの場合︑通

知がなく承諾もしていな

いので︑代金の請求はで

市民交流ロビーコン
サート

撤去自転車大久保保管場所が移転
市では市内12か所の駅周辺の自転車放置禁止区域に放
置されている自転車を撤去し、保管(返還)場所に移送し
ています。このほど｢大久保保管場所｣が移転しました。
.･卜:･3::1:g::mlざlm::とし一
丿移転先｝

きないはずです︒代金に

ついてはあわてて支払わ

ず︑本当に債権譲渡がさ

れているかどうか︑未払

いなのかどうかを確認し

てからにすることが必要

です︒執拗に請求された

あまりにも高額な遅延料

場合は警察に相談したり︑

については︑出資法違反

の可能性︑また︑時効の

可能性もあるので︑弁護

士に相談するといいでし︒

このようなトラブルを

防ぐためには領収書をき

ちんと保管し︑家計肩な﹈

どにいつどこにいくら支

払ったかを記録すること

もいいでしょう︒

Ｎく←ト

几
汀

4‑l:::y.:.::llE.:.:.::l:::､l………:Q::::;l::::

･゛

大久保町北ノ山106‑1

S46−5999

大久保m

旧
琴
線

僕去区域》

近鉄伊勢田駅、近鉄大久保駅、

近鉄小倉駅、JR新田駅

（返還:白替手

月・水・土・日曜の午後2時

≪?;S
ｺﾐｾﾝ

〜７時（ただし12月29日〜翌

年１月３日は除く）
岫卿

瑞爾闘

微細続鸚卿

賭糎爾

禄磯禰

同轍皿

S裏恥卿

顛耀蒲糖

細細窪
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