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危機にある人を救うのに役

繁に出場していると本当に

ます︒程度が軽いもので頻

が全体の約六割を占めてい

▲昨年の応急手当て講習会
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立つ救急車︒市では︑市内

必要なときに出場できない

高規格救急車を二台配置し

救急救命士を配置︑併せて

行うことができる救急隊員＝

導のもと高度な医療行為を

院で高度な医療を受けても

ぎます︒急いで搬送して病

員にそのまま渡しては遅す

を救命するためには救急隊

呼吸や心臓が止まった患者

いる人が一刻も早く適切な

ん︒まず何より︑その場に

応急手当てを行うことが必

救命率はあまり上がりませ

です︒正確で落ち着いた通

さらに効果をあげるには

報︑道路通行時に速やかに

員︑医療機関の三者の救命

要です︒それにより救急隊
が︑最も大切なことが応急

のリレーが完成するのです︒
市消防本部ではひとりで
も多くの人に応急手当てを
覚えてもらうため講習会を
行っています︒講習会は約
三時間で︑気道確保や人工

分後には心臓も停止します︒

で呼吸が止まった場合︑数

たとえば︑何らかの原因

各消防︵分︶署では︑町内

交付しています︒ 市内の

には普通救命講習修了証を

練を受けてもらい︑修了者

血法などの詳しい説明と訓

呼吸︑心臓マッサージ︑止

こうしたときには少しでも

一人ひとりが
できる応急手
当て

手当てなのです︒

道を譲るなどもちろんです

市民の皆さんの協力が必要

ています︒

あなたの応急手当てが命を救
救急は消火や救助と並ぶ消防の大きな仕事
です︒けがや病気は日ごろの心掛けで減らす
ことができますが︑完全ではありません︒け
がや病気になったとき︑救急車を呼ぶだけで
なく︑到着するまでに各自ができる大切なこ

％︶︑百六十八人︵三・五

それぞれ二百六件︵四こ

でした︒前年と比較すると

とがあります︒それが応急手当てです︒

救急車は市民
みんなのもの

五つの消防︵分︶署に救急

けがの程度では軽度なもの

％︶増えています︒病気や

車を配置し︑市民の通報に
事態も発生します︒

急な病気やけがで生命の

即応し出場できる態勢を整

用できる状況のときは︑で

タクシーや自家用車を利

平成十年の統計を見ると

きる限りそれらを利用する

えています︒

救急出場は五千十三件︑搬

をしないと脳に血液が回ら

早く人工呼吸や心肺蘇生法
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そのことをよく示してい

火した火災によって︑世界

日︑奈良法隆寺金堂から出

昭和二十四年一月二十六

訓練などを実施します︒

等の自衛消防隊と合同消防

化財特別査察や文化財社寺

文化財防火運動を展開︒文

0

るのが下図のドリンカーの

的な至宝といわれた金堂の

意から発生します︒市民の

﹁第10回紫式部文学賞市民

◆応募方法⁝はがきに︑

紫式部文学賞は︑伝統ある

﹃紫式部﹄︒その名を冠した

住所・氏名・年齢・電話番

推薦人希望﹂と明記のうえ︑

号・性別・職業︵勤務先・

女性文学の継承と発展を目

学校名︶を記入し︑文化自

的に︑この宇治市に誕生し

今まで︑その名にふさわ

治振興課︵容内線2223︶︒

◆問い合わせ先⁝文化自

治振興課へ︒

て今年で十周年を迎えます︒

しい数々の文学作品が選ば

紫式部文学賞は︑公募は

れてきました︒

東宇治･西小倉・南宇治･棋島各コミュニティセンター、

ようにしてください︒

火災から守ろう
みんなの文化財

救命曲線です︒呼吸停止二

仏画の大半が消失︑これを

プレイガイド観光協会､観光案内所（近鉄大久保駅構内･宇治橋西詰）、

なくなり︑生き返る割合が
減ります︒生き返っても︑
脳に障害が残ることもあり

分以内に人工呼吸を始める

教訓として文化財を火災か

１月26日は文化財防火デー

と約九〇％の確率で蘇生で

は十分注意し︑貴重な文化

皆さんも︑火の取り扱いに

アルプラザ城陽･宇治東

ます︒

きますが︑三分後で七五％︑

ら守ろうと︑﹁文化財防火

財を火災から守りましょう︒

火災はちょっとした不注

四分後で五〇％︑五分後で

市内には宇治上神社や平

デー﹂が定められました︒

前売り券発売中（全席指定）

送した人は四千七百四十人

S傷429人
9.1％

より多くの命
を救うために

二五％と短い時間で急激に

があります︒消防本部や消

等院をはじめ多くの文化財

蘇生率が下がっていき︑六

なっています︒

みんなの文化財﹂をスロー

防団では﹁火災から守ろう

分以上になると○％に近く

救急車が一一九番通報を

ガンに一月二十三日間から

市民推薦人募集

3,500円（当日券は５００円増）

入場料

受けてから現場に到着する

二十九日出までのＩ．週間︑

午後５時開演
文化センター小ホール

二芯8779
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(ftg)
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まで宇治市では平均五分は

文学賞
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▲適切な応急処置で多くの命が助かります

署い
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呼吸停止からの時間→
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送
人
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に年で切開院を
医かすなぞで救
師ら ゜処短治う

せ講いす一一まばで＿
は習 ゜の回般す日ま自
｀会 で講か ・程と治
各に
｀習ら市をま゛
消関 本会公民調っ会
防す 紙を募対整たや

◆この宇治市政だよりは︑古紙配合率100％の再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

かかります︒したがって︑

1159

置く療た
を 、をめ
の病
指院

救急出場数の推移
(平成６年 10年)
事故別出場件数
〔10年中〕
搬送人員の傷病程度
〔10年中〕
に すま受に
運市るたけはよ
ばでこそる通り
れはとのま報多
る平が間でかく
ま成必にのらの
で六要適時病命

察

口
人
の
市

果を通知します
1月末から要介護認定の結
認定を受けたらケアプランを作成してください

ビス利用票を受け取ります︒

ンの作成が完了したら︑居

⑧介護保険被保険者証の交

宅介護支援事業者を通じて

③ケアマネジャー︵介護支

付・：三月初旬ごろ︑市から

の流れは次のとおりです︒

援専門員︶に︑ケアプラン

市では︑昨年の十月から十二月末までに要
選択・：居宅介護支援事業者

の作成を依頼・：﹁居宅サー

宅介護支援事業者からサー

を選び︑ケアプランの作成

市に提出をします︒

にっいて事前に相談をしま

介護保険被保険者証を送付

なお︑ケアプランの作成

する予定です︒

は無料です︒また︑要介護

ビス計画作成依頼届出書﹂

市内の指定居宅介護支援
援事業者に所属するケアマ

防災関係機関は全力を挙げ

て対策活動に取り組みます

が︑道路事情や消火水利な

どが悪化し︑その活動は著

しい支障を受けます︒

このため︑災害発生直後

の一刻を争うような場合に

は︑阪神・淡路大震災と同

様︑被災された皆さんが互

いに協力し︑助け合うこと

が必要になります︒

しかし︑地域の皆さんが

助け合って災害対策に取り

組むには︑日ごろから地域

での交流を活発に行うと共

に︑必要となる器材などを

備えておくことが大切です︒

市では︑町内会・自治会

が地域の防災活動の一環と
認定の申請をしていれば︑

ネジャーに︑正式にケアプ

ケアプランを作成しなくて

ケアプランは自分で作成

なお︑ケアプランの作成

ランの作成を依頼します︒

を掛け合う︑初期消火や初

期救出・応急手当てに取り

組むなど︑その場にいる皆

さんでなければ取り組めな

いことがあります︒そして︑

避難する時には非常持ち出

し品を持ち︑できるだけ集

団で行動をします︒高齢者

がをしている︑乳幼児がい

・障害者である︑病気・け

る︑日本語が分からないな

どのために避難の際に手助

けが必要な人には︑ぜひ地

域の皆さんで助け合って︑

お互いの安全を確認しなが

最寄りの避難所は︑お手

ら移動しましょう︒

ンダー﹄に掲載の﹃市内公

元の十一年度版﹃市民カレ

なお︑宇治蔭山にあった

共施設マ ツプ﹄で確認を︒

いざという時には︑どこ

することもできますが︑そ

して︑下表の防災用器材を

の場合︑自分でサービスの

購入する場合には︑購入費

回高齢福祉医療課︵昔内線2847︶

地指定は解除していますの

ることはできます︒その場

も︑介護保険の給付を受け

﹁蔭山多目的広場﹂の避難

は︑市外の指定居宅介護支

確認する︑隣近所の皆さん

後には︑まず家族の安全を

連絡ください︒

︵萱内線2069︶までご

持ちでない人は︑広報課

﹃地域の安全は︑地域で

に避難するか︑ぜひ家族で

援事業者に依頼することも

十万棟もの住居が倒壊しま

話し合って︑決めておきま

申し込み手続きを行い︑毎

ビス費の全額を支払います︒

合︑いったん利用したサー

お問い合わせは企画管理

の安全を確認するために声

﹃市民カレンダー﹄をお

認をお願いします︒

部総務課︵萱内線2052︶

ホームに入所されている人

また現在︑特別養護老人

の実施です︒

型リハビリテーション事業

の生活支援対策・地域参加

へ︒

場合︑利用者は利用した費

介護サービスを利用した

左上表のとおりです︒

ができます︒要支援・要介

用の一割を自己負担します︒

のうち︑﹁非該当﹂﹁要支

律上︑五年間の経過措置に

援﹂と認定された人は︑法

①自立と判定された高齢者

なお︑心身の状況が変化

よって入所を継続できます︒

し介護を必要とする状態に

などに対する生活支援型ホ

なったときは︑いっでも要

況が社会的支援を必要とす

②現行のデイサービス利

介護認定の申請ができます︒

ームヘルプサービスの実施

用者に対する五年間の経過

判断されたものです︒

措置事業の実施 ③その他

認定の結果に不服がある

祉医療課にご相談ください︒

できます︒詳しくは高齢福

会に審査請求をすることが

時は︑京都府介護保険審査

認定結果に不服があるとき

この場合︑四月からの介

検討しているサービスは︑

を進めています︒

いただけるよう︑現在検討

活支援のサービスをご利用

市では保健や福祉による生

はご利用いただけませんが︑

護保険制度によるサービス

る状態には至っていないと

﹁非該当﹂とは心身の状

非該当︵自立︶霊知を受けた人

護等の区分と費用の目安は

囲でサービスを受けること

られた限度額︵未定︶の範

また︑災害が発生した直

ることができます︒

の二分の一を補助していま

月︑サービス計画表などを

できます︒

守る﹄ために︑ぜひこの制

す︵補助金限度額十万円︒

ケアプランの作成

④介護サービスを選択⁝ケ

したが︑その下敷きとなっ

度をご利用ください︒

ず別の最寄りの避難所の確

作成して市に提出する必要

その後︑受けた認定結果に

た人の八〇％は︑近所の皆

で︑ご近所の皆さんは︑必

があります︒

アマネジャーと相談しなが

さんが力を合わせて救出し

初期消火用 消火器､消火器格納箱､消火用バケツ､砂袋､ヘルメッ
ト及び防火衣､防水シート、シャベル､ツルハシ
救出活動用 ロープ､掛矢､くい､土のう､はしご､のこぎり､ハン
マー､ジャッキ､バール及びペンチ
救 護 用 担架、救急セット、テント、毛布及びシート
避難 用 電池式強力ライト､標旗､メガホン､警笛及び標識
板
給食給水用 鍋､釜､コンロ､給水用タンク及びガスボンベ
そ の 他 防災服､腕章､防災倉庫(資機材格納庫)及びリヤカー

がばらばらになっても集ま

をどこからどの程度受ける
②居宅サービス計画作成依

基づいて︑毎月市役所に領

防災用器材購入の補助対象になるもの

しょう︒そうすれば︑家族

ケアプランとは︑介護サ
かを決めた計画のことです︒

収書を持参して手続きを行

情報連絡用 電池式メガホン､携帯用無線機及び携帯用ラジオ
(FM付)

一団体一回限り︶︒

ービスを適切に利用できる

ービスを選びます︒同時に︑

ら︑利用目的に合わせてサ

大規模災害が発生すると︑

要支援・要介護等の区分

けることになります︒

たと言われています︒
業者も選びま

い︑九割分の払い戻しを受

頼届出書を提出⁝﹁居宅サ

25‑5632

そのサービスを提供する事

ービス計画作成依頼届出書﹂
に必要な記載をした後︑居

⑤ケアプラン
の同意⁝ケア

用という観点を踏まえ､仮単価を代入したものです。

プランができ
要介護認定は︑要支援と 階に区一
分されます︒そして︑

＊利用者負担とは…利用したサービス費用の１割を自

たら︑サービ

的な利用例を前提に､一般的な利用形態や効率的な利

認定された区分ごとに定め

＊在宅平均利用額とは…要介護度別にサービスの標準

要介護一から五までの六段

護 ４ 重度の介護を要する 313,000円 31,300円
５ 最重度の介護を要する 363,000円 36,800円

スの内容・利
用者負担など
にっいて最終
的に居宅介護
支援事業者か
ら説明を受け︑
内容に問題が
なければ承認
します︒
⑥サービス事
業者と契約を
します︒

要支援社会的支援を要する 64,000円 6,400円
１ 部分的な介護を要する 170,000円 17,000円
要 ２ 軽度の介護を要する 201,000円 20,100円

46‑7831
23‑0030
23‑0030
21‑7566
28‑1001
22‑1335
20‑1111
20‑3222
21‑2507
21‑6277
21‑4523
20‑0255
22‑3029
43‑9507

されます︒ケアプラン作成

48‑3222
33 月村接骨院出張所

す︒

36 訪問看護ステーションあさくら
やましろ健康医療生活協同組合
大久保町北ノ山104
サンビーム大久保105
37 (福)一竹会宇治さゎらび園居宅介護支援事業所 棋島町郡50‑1

⑦サービス利

介護保険の給付対象者

21‑6860

46‑1491

用票の受け取

274,000円 27,400円
介 ３ 中等度の介護を要する

‑

‑

非該当 には該当しない
(自立)

4;

18 アイリスケアセンター宇治

45‑1500
46‑5151
伊勢田町毛語109
北野ハイツ
大久保町平盛91‑3
34 (福)不動園平盛居宅介護支援事業所
35 やましろ健康医療生活協同組合あさくら診療所 大久保町山ノ内19‑1

り・：ケアプラ

在宅平均利用額利用者負担額

態
状
区分

(月額)

要支援･要介護等の区分と費用の目安

33‑1405
32‑5897
23‑7880
24‑7390
22‑4520
22‑3171

11 たのべ医院

五ヶ庄折坂56‑1
プレステージ黄聚I階
五ヶ庄芝ノ東28‑3
羽戸山二丁目1‑107
菟道岡谷16‑3
宇治妙楽171‑7
宇治山本27
宇治乙方7‑13
宇 台病院居宅介護支援事業所
(有)ゆいネット
宇 台明星園介護サービスセンター
井上接骨院出張所
(医)一心会訪問看護ステーションとくら
バスビィ介護サービス宇
台
12
13
14
15
16
17

台壱番134‑1
台荒川ビル１階
(医)岡本病院(財団)居宅介護支援事業所ひまわり
神明石塚54‑14
天ヶ瀬苑デイサービスセンター指定居宅介護支援事業所 白川東山15
特別養護老人ホーム天ヶ瀬苑指定居宅介護支援事業所
白川東山15
(福)白川明星園介護サービスセンター
白川鍋倉山22‑10
京都ゆうゆうの里居宅介護支援事業所
白川鍋倉山14‑1
(医)仁心会居宅介護支援センターうじがわ
小倉町老ノ木31
(医)徳洲会宇治徳洲会ケアプランステーション 小倉町春日森86‑1
(医)徳洲会宇治徳洲会訪問看護ステーション 小倉町春日森86‑1
完岡医院居宅介護支援センター
小倉町西畑4i‑2i
小倉町西畑i‑4
宇 台市小倉介護サービスセンター
笹平診療所
小倉町南堀池109
(医)鉢嶺医院
小倉町山際1‑3
(財)宇治市福祉サービス公社西小倉
小倉町山際63‑1
介護支援センターメディ・ケアー
開町50‑2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33‑8178

って︑どんな介護サービス

四月一日からは︑この計画

を検討中です。

に基づいてサービスが提供

己負担します｡ただし､低所得者に対する負担の軽減

などに応じ︑また希望に沿

事業者は左表のとおりです︒

で市に届け出た居宅介護支

①居宅介護支援事業者を

一月末に一斉に通知します︒要支援・要介護
と認定された人は︑ホームヘルプサービスや
デイサービスなど介護保険の居宅サービスを
四月から利用するためには︑ケアプラン︵居
宅介護サービス計画︶の作成が必要になりま
す︒今回は︑このケアプランの作成などにつ

災害への備えを
阪神・淡路大震災では︑

あなたのまちでも

よう︑利用者の心身の状況

いてお知らせをします︒

す︒

介護認定の申請をした人の認定結果を︑この

介護保険
電話番号
33‑1707
31‑5237
32‑6205
31‑4874
33‑8270
33‑0306
33‑1882
32‑8399
31‑6464
38‑2346
居 宅 介護 支 援事 業 者
住
所
(医)和松会訪問看護ステーション｢まごころ24｣ 六地蔵奈良町９
(医)中村医院介護支援事業所
六地蔵町並38‑22
小田部小児科・内科医院
六地蔵町並32
(医)社団神野医院
木幡赤塚20
介護支援センターくらしのハーモ二ー
木幅金草原43
大石木幡医院
木幡大瀬戸46
ニングルの森平尾
平尾台一丁目3‑8
(医)栄仁会宇治黄桑病院
五ヶ庄三番割32‑1
(医)栄仁会訪問看護ステーションおうばく
五ヶ庄三番割32‑1
(財)宇治市福祉サービス公社東宇治
五ヶ庄折坂5‑149
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

n 1BIIS)
市内指定居宅介護支援事業者一覧(SPBS12年1

１月21日発行（２）
2000年（平成12年）
り

よ
だ

政
市
治
宇
第1230号

1160

市民交流ロビーコンサー
トの出演者を募集します︒
毎月開催しているこのコン
サートは︑市民の皆さんが
気軽に音楽に親しんでいた
だく場となっています︒

きます︒

楽や洋楽などジャンルは問

グループ︒音楽であれば邦

ニティセンターなどの市公

のほか︑各公民館・コミュ

08︶へ︒申込書は市役所

５０１︑ファクス21・04

意し︑搬入・搬出してくだ

共施設に置いています︒

日は相談により決定します

さい︒また窓口業務に支障

◆出演日時等・・・演奏時間は

︵12年４月から13年３月ま

となる大きな音響のものや

◆注意事項・・・謝礼︑交通費

で１か月に１回程度開催の

特定の団体︑個人を中傷す

市役所開庁日の午後Ｏ時15

予定︶︒

るもの︑宗教活動や政治活

はお支払いしません︒ピア

◆応募方法・・・所定の申込書

動︑営利を目的とした演奏

ノ以外の楽器は出演者が用

に必要事項を記入し︑持参

はできません︒

階の市民交流ロビー︒出演

保証協会に支払った保証料を補給しています。

分〜45分︒場所は市役所１

か郵送︑ファクスで１月31

中小企業者が必要とする事業資金の円滑な供給を図るために京都信用保証協会が行って
いる「金融取引安定化特別保証制度」の申し込みには、中小企業信用保険法による市の認
定が必要です。商工観光課までご相談ください。
品物がある人は登録を。特に、ご不要になったチャイルドシー

まだ使えるが使わなくなった品物がある、また譲ってほしい

トがあれば、ぜひ登録を。

求人はハローワークへ
プール、ベビーガード、ベビーアスレチックセット、だっこひも、イオン整水
DR亘臼])＜有償〉…石油ファンヒーターヽハーフゴルフセットヽ歩行器ヽ

ベビーラック、すやすやバス、クーバン、ベビーバス、ベビー

センター開設中

長引く不況などにより、事業所からの求人が不足しています。求人募集をされる
器、パソコン、食卓テーブル、ＣＤプレーヤー、バイオリン、大正琴、スタッ

場合は、ぜひハローワーク宇治まで申し込みをしてください。
事業主に対して、特定求職者雇用開発助成金などの雇用を支援するさまざまな制
度があります。ご活用ください。
圃ハローワーク宇治（宇治池森16‑4 S20‑8609）
ドレスタイヤ、和だんす

＜無償＞…シングルベッド、セミダプルペッド、カセットデッキ、パソコン、

編み機、本棚、多目的棚、ベビーダンス

わせください。

と言います︒使った覚え

フォンクラブはこのよう

かかります︒最近のテレ

ことが多く︑暗証番号と

なシステムになっている

会員番号さえわかればだ

がないので支払いたくあ

テレフォンクラ

りません︒
Ａ

れでも利用できるため︑

ブのシステムをあ

る業者に問い合わせてみ

注意が必要です︒

業者から請求があった

ました︒それによると︑

します︒登録後は暗証番

かかってきて登録は終了

直後に登録確認の電話が

と暗証番号の登録をし︑

てきた登録確認の着信記

記録や︑業者からかかっ

とに最初の登録時の送信

時間︶を求め︑それをも

利用状況の詳細︵日付と

た日付と時間︑その後の

百四十五通の中からＡ賞

は﹁サンノマ﹂︒正解者二

募をいただきました︒正解

場合︑まず最初に登録し

号と会員番号︵この業者

録を調べましょう︒利用

﹁植物公園入園券﹂は岩崎

テレクラの利用料

Ｑ

利用したい人は︑まず業

では登録した電話の電話

記録が出てきた場合︑本

者に電話をして電話番号

番号︶を入力すれば︑ほ

当にだれも利用していな

ル﹂には二百四十七通の応

﹁お正月クロスワードパズ

終わったときに通知され

込先はサービスの利用が

とができます︒料金と振

え︑支払い拒否の意思表

用していないと業者に伝

用記録がない場合は︑利

族に確認しましょう︒利

いかどうか︑もう一度家

見をいただきましたので︑

りに対するたくさんのご意

が当選されました︒

さん︵横島町︶ほか十九人

ジアム入館券﹂は井上光子

組︑Ｂ賞﹁源氏物語ミュー

淑子さん︵宇治︶ほか十九

ますので︑利用者は後日

示をし︑場合によっては

﹈利用料を支払え﹂という

振り込むことになってい

警察に相談してください︒

？兄はないと言っています︒

ｍしたが︑全員利用した覚

ます︒振り込みがない場

ベビーチェア、ベビーハイチェア、ベビーベッド、歩行器、スキー板、スキー

ウェア、一編み機、うす、さね、車いす、碁石、碁盤、ホームベーカリー、物置、

物干し台、衣類乾燥機､洗濯機、掃除機、文机、事務机、石油ファンヒーター。

り畳みベッド、太パイプ式ハンガー、コピー機、ベビーガード

ガスファンヒーター、ダイニングテーブル、石油ストーブ、エアロバイク、折

も該当するものがある人

く読まれている記事として

している﹂などのほか︑よ

も読んでいる﹂﹁楽しみに

﹁情報ボックス﹂や﹁公共

︵業者︶は申請できません︒

たは破産者で復権を得ない

いました︒また︑今後の掲

んな本﹂などが挙げられて

載希望については︑都市計

施設めぐり﹂﹁あんな本こ

申請期間の終了日現在で当

画や公園整備の状況︑名木

人 ○宇治市税を滞納して

該業務開始後２年未満の人︑

いる人 ○建設工事では︑

建設業法の営業許可を得た

史や名所・史跡の紹介︑宇

治の昔話︑市民が登場する

百選の現況調査や報告︑歴

コーナーを載せてほしいな

後２年未満の人︑経営事項

測量・建設コンサルタント

審査を受けていない人 ○

業務等では申請期間の終了

どがありました︒

市では﹁市政だより﹂を

日現在で当該業務開始後２

市民の皆さんが市政に関す

年未満の人︑業務ごとに市

る情報を手に入れる一番身

近な手段と考え︑いただい

が定める営業に関する登録

たご意見をよりよい紙面づ

を得た後２年未満の人

詳しくは﹁申請要領﹂で

ら管財契約課で配付します︒

した︒

ご意見ありがとうございま

くりに生かしていきます︒

確認してください︒﹁申請

回同課︵萱内線2107︶︒

要領﹂は一月二十一日倒か

ご意見ありがとうございました

﹁役立っている﹂﹁いつ

少しご紹介します︒

応募に際して︑市政だよ

合には登録した電話番号

﹈業者は﹁通話時間の記録
戸はすべてとってある・早
匹

宇治市内に本店のある業

者を対象とする︑平成十二

・十三年度の指名競争入札

等参加資格審査の申請を受
け付けます︒

次の項目のうち︑一つで

Ａ申請の資格Ｖ

○禁治産者︑準禁治産者ま

ＣＭ ｒｊ ｎａ ｃａｉ ｔ‑≪ Ｂr｡ｉ ｃｊ ｃａ ｃａ ＣＪ cj EJ di Ｅ３ cj Ｅａ ｃａ

く支払わないと延滞料が

一電話が業者からかかって
ｍきます︒家族に確認しま

本紙一月一日号に掲載の

かの電話や携帯電話︑公

かけた党えのない

数日前から﹁テ

衆電話からも利用するこ

答えは｢ｻﾝﾉﾏ｣
レフォンクラブの

お正月ｸﾛｽﾜｰﾄﾞﾊﾟｽﾞﾙ

の持ち主に請求の電話が

台、チャイルドシート、調乳ポット、手押し車、ベビーカーＡ、ベビーカーB、

1／2
◆中小企業信用保険法の認定

リサイクル情報

口付いて請求額が増える﹂

ビデオプリンター、パソコン、ワープロ、ドラムセット、

2／3
申請資格など詳しくは商工観光課にお問い合

消費生活
相談室から
L'l ｃｉ ｒjTi m m iｒ３ a ｅｎ m ｒ.３ ｒ;3i Ｂsｔ

冷蔵庫、ガス湯沸かし器、自転車、風呂用ベビーいす、ジャングルジム、滑り

補給率
全 額

いませんが︑カラオケは除

市民交流ロビーコンサート
出演者募集

中小企業の皆さんへ
◆応募資格・：市内を中心に

、．＿、．ｊ

融 資 制 度 名
宇治市中小企業低利融資（⑨）
京都府中小企業振興融資
(⑥‑⑩)＜無担保無保証人資金＞
京都府小企業特別融資(R)
右表の融資制度を利用された人に対しては、

◆問い合わせ・：文化自治振

受け付け（2月7日（月）から）

◆保証料補給

興課︵公内線2223︶︒

指名入札等登録申請

市では右表の融資制度を利用さ
補給率（補給期間）
融 資 制 度 名
れた人に対して、前年中に支払っ
融資申込受付が
た利子の補給を行っています。該
平成10年1月16日〜10年12月28日
当する人は２月10日俐までに商工 宇治市中小企業低利融資(⑨) 利率2.6％のうち2.0％(2年間)
平成11年１月４日以降
観光課へ申請してください。
利率2.6％の全額(2年間)
＜申請資格＞
国民生活金融公庫
12年１月１日現在において市内 小企業等経営改善資金融資（R) 融資金利のうち0.7％(2年間)
に引き続き１年以上住所（法人は
京都府経営強化特別融資
本店所在地）を有する中小企業者
融資金利のうち0.7％(2年間)
緊急経営支援資金
((話ﾄ緊急経営支援資金)

日間︵消印有効︶までに文化

ノT゛'7'ダヽ、
12‑13年度

◆中小企業融資の利子補給申請を受付
自治振興課︵〒６１１−８

1161

こたつ、シングルベッド、カセットデッキ、CDラジカセ、
匹。

12年度

演奏活動をしている個人・

▲去年8月にはグランドピアノがお目見え

2000年（平成12年）１月21日発行第1230号
宇治市政だより
（３）

宇

第1230号

治
新たに

市役所への電話・郵便は

市

政

だよ

り

小・中学生長崎訪問団文

集(第10集)』を発行しました。子
どもたちの素直な平和への思いを

情報

22‑3141（代表）

つづった文集を、希望する人に無

2）00年（平成12年）1月21日発行（４）
■

祝い励ます会
赤十字救急講習会

[＞とき…３月５日(日)、午後１時

レとき…２月20日(日)、午前10時

半〜３時半t＞ところ…総合福祉会

〜午後５時[＞ところ…中央公民館

館[〉対象…４月に小学校に入学予

E〉対象…15歳以上の人(中学生を

定の母子・父子家庭の児童

除＜)[＞定員…先着30人[＞教材費

月31日(月)までに地域の母子会役員

…720円

か民生児童委員へ。回障害者母子

料で差し上げます(郵送不可、部
数に限りあり)。昌企画管理部総

BOX

務課(s内線2053)。
■家畜飼養頭羽数等調査

・
?jト………;､‑７1
−

京都府では毎年２月１日現在の

■心身障害者教室｢やまぶき学級｣

催し

園児の絵画や製作物、写真など
を展示します。レとき…１月28日

がん用を除く。牛・豚・鶏・めん

福祉

も安心して暮らせるまちにしませ
んか。[＞とき・内容・ところ…下

査しています。家畜を飼っている

表のとおり。いずれも午後１時半

人、飼料用作物を作付けされてい

〜４時半[〉参加費…無料

厘】２月２日困までに社会

・大久保青少年センター

■野外活動リーダー教室

る人は、農林茶業課へご連絡くだ
さい。調査用紙を送付します。

べ＞とき…２月26日出・27日(日)、

とき…２月６日(日)、午前９時20分

治[〉対象…高校生以上t＞定員…30

〜午後３時レ行き先…深泥池・賀

人(多数の場合は抽選)l〉費用…大

■2000年世界農林業センサスに
ご協力を

C＞対象７･小学生以上(保護者同伴

を含む)Ⅲ往復はがきに住所・氏

可)[＞定員…なし[＞費用…運賃(往

名・年齢・性別・電話番号を記入

がお伺いしますのでご協力をお願

し、２月11日SJi)(消印有効)までに
アクトパル宇治(=r

いします。なお、回収した調査票

601‑1392西笠

せん。

取辻出川西1、a075‑575‑350i)
へ。
■女性セミナー｢基礎講座｣

半〜C〉ところ…黄聚体育館[＞対象

土曜、午後２時〜４時【＞ところ…

高木千載さんC＞参加費…無料

生涯学習センタ‑＞テーマ…ポン

万葉集①ほととぎす類を中心に

3/2Ⅲ

万葉集②水鳥を中心に

(印鑑持参)圃同館(昔33‑4001)。
■排水設備工事公認業者制度が

〜４時半[＞ところ…大津プリンス

宅地内の排水設備の新設や改造ヽ

歳〜小学低学年)HI月31日(月)ま

などは宇治市公認業者でなければ

で(必着)に直接か、はがき・ファ

工事ができませんでしたが１月か

クス・電話で女性政策室(320‑87

ら｢排水設備工事公認業者制度｣

69、FAX20‑8778)へ。

ホテルE＞内容…俳優・柳生博さん
の講演、｢淀川の自然と水を考え
る・水源地からのメッセージ｣を
テーマにパネルディスカッション
など[＞送迎定員７･20人(多数の場

が｢排水設備指定工事業者｣に変

圃往復はがきに住所・

氏名一年齢・電話番号を記入し、
１月31日(月)(消印有効)までに河川

産などにより返済困難となった人
への返済方法の変更措置の適用期

老人ﾎｰﾑをよくする市民の会代表
本間郁子さん
(西小倉地域福祉センター)

3/5
(日)

ますが総返済額は増加します)。
②失業または収入が大幅に減った
人は、さらに｢３年間の据置期間｣

■初心者ママの勉強会

を設定、据置期間における適用金
の変更により、収入が回復するま
での間の負担の軽減ができます。

についてc〉対象…琵琶台・折居台

回住宅金融公庫大阪支店返済相

・神明一白川・安田町・寺山台・

談専用電話(容06‑6281‑9569)。

広野地域の人で生後10か月までの

■城南地域職業訓練センター

赤ちゃん(第１子)をもつ母親[＞定

圃１月23日(日)から同センター

員…10人(子ども同伴)HI月24

(公46‑0688)。

日(月)から地域子育て支援センター

感想文集を差し上げます

資格者がいるなどの一定要件のあ

■車いす介助講習会

宇治市平和都市推進協議会では、

る業者が指定工事業者として、こ

E〉とき…２月５日出、午後１時

れらの工事を行えるように規制が

半〜４時t＞ところ…総合福祉会館

を次代を担う子どもたちに学んで

緩和されたものです。業者数の増

[〉内容…車いすの操作方法・介助

もらうため、昨年フ月に小学６年

加により工事を依頼される際、選

方法[＞参加費…無料t＞定員…先着

生・中学１年生の40人による訪問

択の幅が広がることになります。

20人

＜表計算初級エクセル＞[〉とき
…２月28日〜３月16日の月・木曜、
午後６時半〜９時。６回[＞受講料
･･･1万1000円。
＜ワープロ初級ワード＞[〉とき
…２月28日〜３月16日の月・木曜、
午後６時半〜９時。６回t＞受講料

圃2月１日固までに社会福

…１万1000円。

祉協議会(容22‑5650
FAX22‑5654)。

加者の感想文集『平和への願いも

ださい︒また︑郵送でも提

告書はご自分で作成してく

所得税の確定申告
説明会・相談会を開催

年金受給者の人や医療費

用紙がコンピュータ処理に

ます︒説明書に従って正確

対応したＯＣＲ用紙になり

詳しくは︑宇治税務署

に記入してください︒

い合わせください︒

︵昔44・4141︶ へお問

ｈ
リ
？
ｇ

出できます ○確定申告の

詔
ｎ

控除・住宅借入金等特別控

ﾐ･S
ｭ3 18 ュ午
ニ前
難
テ10
ィ時
セＳ
ン午
囃
夕後
１３
時

１
宇月
治23
市日
産吻
業
会午
館前
11
時
Ｓ
正
午

確
定
申
告
説
明
会

除などで確定申告されるサ

２
西月
小２
倉日
コ團
ミ

ラリーマンの人︑また︑事

肖゛

特住
別宅
控取
除得
説等
明
会

業所得者などで確定申告を

肖

Ｈ

しなければならない人は宇

定
申
告
会
場

治税務署などの主催で下表

確
定
申
告
地
区
相
談
会

い
確

のとおり説明会・相談会が

新
し

開催されます︒確定申告の

必要な人はこれらの説明会・

圖納税課（S内線2132)

相談会をぜひご利用くださ

ぐT頴器皿ｊ
VST?し!ニゾゾ

い︒

されていない場合や前年中

第４期の納期限です。

○新しい申告会場を ﹁宇治

所得がなく未申告のときは︑

知事からの委嘱状が伝達さ

れました︒任期は十三年十

○新任○再任︵敬称略︶

一月三十日までです︒

広野町桐生谷74−６︵雲

◆広野地区＝○二本松圭子

46・0448︶◆西小倉地

区＝○河瀬友子 伊勢田町

4︶◆棋島地区＝○酒井陽

砂田71−12︵四23・409

子 椙島町南落合70−19

回社会福祉援護課︵雲内

︵雲20●2017︶○

線９ね３０３︶ｏ

１月31日（月）は市府民税

■母子・父子家庭新入学児童
公民館﹂に開設 ○確定申

住民税課税︵非課税︶証

申告をしていただいたうえ

所得証明の申請には
印鑑をお忘れなく

明書の申請には︑使用目的

で証明書を発行することに

回市民税課︵容内線2120︶

などを記入していただくほ

・提出先・必要とする年度

税に関する手続きは大切

な事柄です︒できるだけ本

なります︒

人が手続きしましょう︒

か本人の印鑑が必要です︒

本人の委任状と代理人の印

代理人が申請するときは︑

鑑が必要です︒また︑申告

書や給与支払報告書が提出

再任
渕惇さんを
委員長に岩
教育委員会

宇治市の主任児童委員十

市教育委員会は昨年十二

九人のうち︑任期満了によ

月の定例会で委員長に岩渕

委員長の任期は平成十︸

る三人の後任が次のとおり

淳さん︵召を選任︒職務代

年十二月二十六日から十二

決まり︑厚生大臣と京都府

理者には金川琢郎さん︵61︶

年十二月二十五日までの一

が指定されました︒

年間です︒

委嘱状の伝達

利の｢5%までの引き下げ｣など

〜11時半t＞ところ…中央公民館[＞

(324‑6511)へ。

主任児童委員に

減します(毎月の返済額は減少し

(生涯学習センター)

備工事責任技術者試験に合格した

新任民生委員・児童委員

れました。返済条件変更の対象と

年間延長し、毎月の返済負担を軽

湘南福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ代表
上田晴男さん

わりました。これは下水道排水設

圃下水道管理課(a内線2452)。

限が平成13年３月31日まで延長さ

なった人は…①返済期間を最長10
どうつくる？
福祉チェックのシステム〜介護
保険と福祉オンプズパーソン〜

・小・中学生長崎訪問団(第10集)

団を長崎に派遣。このたびその参

課(容内線2380)へ。

2/12
(土)

どう選ぶ？
福祉サービス〜介護保険下で
の情報提供のあり方〜

お知らせ

核兵器の恐ろしさや平和の大切さ

合は抽選)。市役所前から送迎t＞

昨年11月に政府決定された｢経

内容…子どもの育ち方とかかわり

変わりました

人[＞参加費…無料t＞保育…有(2

[＞とき…２月19日出、午後１時

などの相談について〜

t＞とき…２月３日俐、午前10時

顔写真or×2.5r)が必要。

在学の女性(16歳以上)C〉定員…20

・淀川水系水源地シンポジウム

〜返済が困難な人への返済方法

定員…先着30人C＞参加費…1000円

を学ぼう[〉対象…市内在住、在勤、

2/24俐

■住宅金融公庫からのお知らせ

済新生対策｣により、勤務先の倒

…15歳以上の人(中学生は除<)C＞

ドの自分と出会うために女性問題

2/17團 古事記のなかの鳥

内線2615)でも受付。

(東宇治地域福祉センター)

回企画課(s内線2083)。

[＞とき…１月29日出、午後１時

[＞とき…２月19日〜３月18日の

同センター(322‑0220)へ。

１月27日田までは社会教育課(a

大阪ぁぃぁぃﾈｯﾄ所長
大國美智子さん

■トレーニング機器実技講習会

(2〜5歳)[〉講師…古代研究家・
田

1/23
(a)

回2月７日(月)までに婦

人教育会館(a075‑955‑6941)へ。

宇治市における権利擁護のしくみ

は統計作成以外の目的に使用しま

学習センターレ対象…市内在住の

料…無料

回社会

どう考える？

体に京都府知事が任命した調査員

■市民講座｢鳥とともに生きる

も午前10時〜正午[〉ところ…生涯

精神科医・有賀やよいさんE〉受講

の農家、林家や農林業を営む事業

復)大人1080円、小人560円。

人に＞定員…先着50人E＞保育…有

54)。

この調査は２月１日現在、全国

人5600円・高校生4300円(食事代

交流会館(いずみホール)[＞講師…

福祉協議会(322‑5650、FAX22‑56

圃同課(a内線2214)へ。

１泊２日[＞ところ…アクトパル宇

[＞とき…下表のとおり。いずれ

半〜３時半[＞ところ…木津町中央

実験用ラット)の頭羽数などを調

教育課(a内線2615)。

古代の人々｣

[＞とき…２月10日田、午後１時

擁護を考えるつどい

うさぎ・ミンク・実験用マウス・

300円

茂川(集合・解散＝近鉄大久保駅)

｢21世紀女と男のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ｣

■介護保険目前！私たちの権利

【＞対象…市内在住・在勤の心身障

育課(s内線2624)。

＜バードウォッチング教室＞[＞

■府立婦人教育会館・館外講座

半〜３時半[〉ところ…木幡公民館

[＞ところ…中央公民館

圃同センター(容44‑7447)へ。

官公署・その他

家族やあなたが痴ほうになって

害者レ定員…先着30人l＞参加費…

費用…無料

援護課内、昔内線2303)へ。

面鳥・うずら；きじ・猪・猪豚・

金〜30日(日)、午前９時〜午後４時
回学校教

福祉課(a内線2307)。

支部宇治市地区事務m(社会福祉

次の家畜(小・中学校飼養及び愛

〜フラダンス・ディスコパーティー〜 羊・山羊・馬・みつばち・マガモ・
アヒル・アイガモ・ガチョウ・七
[＞とき…２月13日(日)、午後１時

・市立幼稚園こども展

圃日本赤十字社京都府

圃1

時時

1162

