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す︒そこで︑市民の皆さん

て容器の普及などがありま

すが︑その背景には使い捨

基本的にはモラルの問題で

ゴミのポイ捨て問題は︑

きました︒

とが出来ない状況になって

全の見地からも見過ごすこ

守りましょう新しいルール
市では︑宇治市環境美化推進条例︵愛称
﹁宇治市まちをきれいにする条例﹂︶を四月一
日から施行します︒この条例は市の環境美化
を進め︑歴史文化都市としての美観を守り育
てるために制定されました︒今回はこの条例
のポイントについてお知らせします︒
圃環境企画課︵容内線2253︶

ての人々の協力と心づかい

をはじめ︑観光客などすべ

により︑飲料などの空き缶

一︑歌舞伎のみかた
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令が出されます︒そして︑

指定職員による現状回復命

ミの投棄や放置に対しては︑

この重点地域におけるゴ

下の罰金が科せられます︒

かった場合には︑五万円以

反し︑勧告や命令に従わな

られており︑この規定に違

置と適正な管理が義務づけ

事業者には︑回収容器の設

せられます︒また︑自動販

必要のある地域を︑環境美

は︑三万円以下の罰金が科

これに従わなかった場合に

売機により飲料を販売する

環境美化推進条例の適用

化推進重点地域︵以下﹁重

五地域を指定︵左図のとお

は︑市内全域を対象として

点地域﹂という︶として

り︶しています︒

いますが︑市民の皆さんや
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来訪者の利用の多い地域で︑

環境美化推進
重点地域と罰則
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となり︑また観光客などの
来訪者も多く︑この結果︑

ご協力いただける人は、４月17日（月）までに市役
所環境企画課（S内線2253）へご連絡ください。
ご応募をお待ちしています。

と‥

宇治市は豊かな自然環境
と豊富な歴史文化遺産を有

投入︑また犬のフンについ

や空きびん︑タバコの吸い

所有・管理する場所など

ては処理用具の携行と回収

いわゆるゴミのポイ捨てが

◇対象物の処分方法⁝持ち

をそれぞれ義務づけていま

増え︑まちの美化や美観保

帰り︑ゴミ箱やタバコの吸

す︒

います︒一方︑十九万都市

い殼入れなど回収容器への

あなたのまちをあなたの手できれいに

条例のポイント
◇投棄・放置を禁止する対
象物・・・飲料を収納していた
缶・びんなどや紙くず︑タ

必ず持ち帰るか、ゴミ回収容器に
入れましょう。

※チケットは、本日より各プレイガイドで発売
巨財宇治市文化センター（S20‑2111）
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ガムのかみかすなどの投棄

平等院

されやすいもの︑釣針・釣

使用していた釣針・釣糸は、必ず
持ち帰り、その場に放置してはい
けません。
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◇募集人数…３０人

糸︑また犬のフンなど

１日

魚釣りの場合に、

市では「環境美化推進条例」の施行にともない、
環境美化の啓発や清掃の活動に協力していただけ
るボランティアを募集します。

◇投棄・放置を禁止する場

チューインガムのかみかす、タバ
コの吸い殼などのポイ捨てはやめ
ましょう。
ここ心、

ゴミは、

ジ

n上奏

し︑交通の便にも恵まれて

環境美化推進ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの募集

から

所・：道路︑公園︑広場︑河

空き缶、空きびん、

飼い犬を屋外に連れ出すときは、
フンを処理するための用具を携行
し、フンをしたときは、その用具
で回収し、持ち帰らなければいけ

川などの公共の場や他人が

飼い犬の所有者は、
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（平成12年３月１日現在）

合わせてサービスの内容や
利用する事業者などを盛り
込んだケアプランを作成し

介護サービスを受けて
いる途中でケアプランの

①低所得世帯︵市民税の

非課税世帯など︶の人で︑

介護保険施設に入所・入院

用するためには申請をして

介護保険のサービスを利

護老人ホームに入所してい

が軽減されます ②特別養

の利用まで

介護サービスを受けてい

る人︵介護保険制度開始の

変更はできますか？

介護サービス

4月1日から介護保険制度が始まります
本格的な高齢社会に備え︑介護を社会全体で支えるために︑四月
一日から介護保険制度が始まります︒介護保険のサービスを利用す
るためには︑要介護認定を受け︑要支援・要介護１〜５に認定され

る途中でもケアプランのサー

平成12年４月１日現在︶は︑

される人は︑食事の負担額

ないままサービスを利用さ

認定を受けることが必要で

負担の激変緩和のため利用

ます︒ケアプランを作成し

れると︑サービスにかかる

ビス変更︵見直し︶はでき

す︒利用を受けるまでの手

ることが必要です︒今回は実際にサービスを利用するための手続き

費用をいったん︑全額負担

続きは次のとおりです︒

新築市営住宅の入居者を

次のすべてを満たす人

◆応募資格

①住宅に困窮している市

内在住の人 ②同居親族ま

たは︑同居しようとしてい

る親族︵内縁関係や婚約者

も含む︶のある人 ③基準

収入額︵同居親族数などで

異なる︶以内の人 ④入居

時に２名の連帯保証人があ

る人︑

３月21日脚から蒸集案内・

◆申込書の配付と受け付け

申込書を市役所５階住宅課

までに市役所６階６０３会

で配付︒28日脚から31日團

議室へ持参で申し込みをし

ます︒

次のとおり募集します︒

す︒

していただくことがありま

たとえば﹁当初通所リハ

︵居宅サービス計画︶

てください︵郵送不可︶︒

ケアプラン

◆募集住宅

神明宮西市営住宅

回同課︵昔内線2931︶︒

料に経過措置がとられます

お茶の里宇治を歩く

や介護サービスの利用までを紹介します︒

要とする人は要介護認定の

圃高齢福祉医療課︵四月から介護保険課︶︵容内線234の
5作
︶成を

誰もが高齢者になったと

ビリを週二回利用していた

Λ一般向けＶ

５月中旬

〜宇治茶散策マップ完成〜

なお︑ケアプラン作成費

が︑本人が外出を嫌が

専用Ｖ

課または居宅介護支援事業

KBS京都UHF34ch

③介護サービスの自己負

用は︑全額が保険給付とな

３ＤＫ・19戸

詳しくは︑市や在宅介護

担額が一定の限度額を超え

護が必要になったらどうし

ったので週一回にして代わ

支援センター︑居宅介護支

れてもらいたい﹂とか﹁家

り無料です︒介護保険施設

よう﹂などと不安を持ちま

に入所︵入院︶される人は︑

事援助を増やしたい﹂など︑

２ＤＫ・５戸

要支援・要介護と認定さ

その施設内でケアプランが

て著しく高額になった場合

援事業者︵３月15日発行の

作成されますので居宅サー

りに訪問リハビリを一回入

す︒
れた人は︑心身の状況など

︵内２戸は老

に応じ介護サービスを適切

は︑超えた分について高額

介護保険だよりｋ３を参照︶

介護サービス費として市か

に相談してください︒

所得税非課税など︶の人で︑

＊家賃につい

３ＤＫ・１戸

ては︑募集案

現在ホームヘルプサービス

人や低所得世帯の人で障害

さい︒家賃の

内をご覧くだ

を利用している65歳以上の

者施策によるホームヘルプ

が必要です︒

ほかに共益費

サービスを利用していた人

などは︑経過措置として当

者に相談してください︒

◆入居時期

面の利用者負担額が減額さ

・通所サービスと短期入所

ています︒この限度額以下

午後５時半から
15分間

現在︑日本では高齢化が

宅サービス量の上限はど

サービスの利用に際しては︑

で必要に応じたサービス計

３月25日倒

進む一方で高齢者を支える

Λ身体障害者

人世帯優先︶

訪問・通所サービスの中で

ら後で払い戻されます ④

ビス計画作成依頼届出書の

低所得世帯︵生計中心者が

選択
心
④居宅サービス計画作成
依頼届出書を市に提出
心
⑤ケアプランの作成
⇔
⑥居宅介護支援事業者お
よびサービス事業者と
の契約
⇔

れくらいですか？

一か月に利用できる在

⑦サービスの利用

ス事業者との契約の際に︑

介護サービスの内容や利

詳しくは︑高齢福祉医療

れます︒

用者負担などについて︑居

保険で利用できる上限額

要介護状態区分ごとに介護

すればよいのでしよ・７か？

宅介護支援事業者から十分

在宅サービスのうち訪問

どのようなことに注意を

業者や利用する各サービ

たって︑居宅介護支援事

ケアプランの作成にあ

してください︒

容はケアマネジャーに相談

ことは可能です︒詳しい内

に利用できるよう希望にそっ

若い人たちの数が減るなど︑
たケアプランを作ることが

午

サービスの種類を変更する

必要です︒

を市に提出し

納得のいく説明を受けるこ

たとえば︑サービスが保

画を作ることになります︒

︵支給限度額︶が決められ

険給付対象外になっていな

︵表１参照︶

とが重要です︒

いか︑ケアプランが利用者

な軽減があります︒

経過措置として次のよう

か？

利用料の軽減があります

低所得者対策などには

の希望どおりに作成されて
いるかなど︑十分注意する
ことです︒サービス内容に
問題がなければケアプラン
に同意をして居宅介護支援
事業者や各サービス事業者
と契約を結びます︒

※サービスの種類によって１単位に乗じる割合が変わり ま す の で 、
畔しくは居宅介謹支援事業者におたずねください。

申請が必要です︒

・この例は、要介護３の人か受けられるサービスの組み合わせの一例です。
・このようなサービスを選ばなければいけない、というものではありません。

提出は不要です︒

が難しく︑大きな社会問題
まず︑居宅

家族だけで介護をすること

になっています︒そこで︑

業者が決まっ

頼します︒事

ンの作成を依

前にケアプラ

者を選び︑事

介護支援事業
要介護認定の申請をし

護認定の申請をしていな

いない場合や︑まだ要介

たが認定結果がまだ出て

介護を必要とする人が住み
慣れた地域で安心して生活
が送れるよう︑介護を社会
全体で支え︑利用者の希望
に基づいたサービスを提供
を利用する必要が生じた

ます︒そして︑

訪問介護

いが今すぐ介護サービス

認定申請が済み結果がま

ケアマネジャ

通所介護
または
通所リハ

する新しい仕組みが﹁介護

だ届いていない人は居宅介

ー︵介護支援

訪問介護

たら﹁居宅サ

護支援事業者を決めて暫定

専門員︶とケ

通所介護
または
通所リハ

場合はどのようにしたら

のケアプランの作成につい

アプランの内

※１単位は。約10円として計算します。

市営住宅の
入居者募集

さわやか宇治

訪問介護
木

保険制度﹂です︒

て相談してください︒要介

容を相談しま

分に話し合い

または
通所リハ
水

通所介護

日
土
金
火

ービス計画作

サービスの利用を希望する

護認定の決定は︑申請日ま

す︒ケアマネ

よいのでしょうか？

場合︑介護の必要な度合い

でさかのぼりますので介護

旅依頼届出書﹂

を決める要介護認定の申請

保険サービスの利用ができ

新しい介護保険制度では︑

が必要です︒現在︑ホーム

介護サービス
の利用方法が
変わります

ヘルプサービスやデイサー

ながら支給限

ジャーは︑本

護サービスを利用する必要

度額の範囲内

ます︒また要介護認定の申

が生じた場合は︑介護サー

で利用目的に

ビスなど在宅で介護サービ

︵特別養護老人ホーム︑老

ビスの利用と同時に要介護

人や家族と十

人保健施設など︶に入所か

認定の申請をしてください︒

手話通訳あり

テレビ広報

短期入所サービス
の利用日数(6か月)

要介護状態区分 支給限度額
(1か月)

き﹁寝たきりや痴ほうで介

‑※リハとはリハビリテーションのことです。
(c 3ii台､V‑v
?
S昌‰6

７日
14日
14日
21日
21日
42日

6150単位
16580単位
19480単位
26750単位
30600単位
35830単位

要 支 援
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

請をしていないが緊急に介

入院している人︑また新た

居宅サービスの支給限度額
表１

賎介護(巡回i) 賎介護(巡回型) 闘介護(i回1)閥介護(ill)
閤介護(巡回型) 鴎介H回型）
閤介護(巡回型)

後

スを受けている人や施設

に介護サービスの利用を必

午

月

前

要介護３の介護サ￢ビス計画の例(在宅り場合)
作成例１

2000年（平成12年）３月21日発行（２）

だより

宇 治 市 政
第1236号

▲新しい神明宮西市営住宅（12年３月撮影）

1184

宇 治 市

住所地の市町村が交付した

注射済票を身に着けさせな

ければなりません︒

犬の登録︵注１︶が済ん

でいる場合は︑お知らせの

はがきか犬の鑑札︵注２︶

と手数料三千二百円︵注射

手数料・二千六百五十円十

注射済票交付手数料・五百

五十円︶を持って︑いずれ

かの会場へお越しください︒

注射と注射済票の交付を行

います︒

また︑未登録の場合は会

︵注１︶犬は飼い始めた日

か生後九十日を経過した日

場で登録の手続きをして︑

鑑札の交付を受けてくださ

から三十日以内に︑市町村

︵三月中は都道府県︶への

い︒この場合︑六千二百円

︵三千二百円十登録手数料・

登録が義務付けられていま

︵注２︶他府県や政令指定

三千円︶が必要です︒

のできる人が来場してくだ

都市の鑑札をお持ちの場合︑

す︒

さい︒また︑フンの後始末

宇治市のものとの交換が必

会場へは犬を抑えること

など会場周辺に迷惑がかか

４月14日
吻

４月17日
(月)

４月18日
w）

JA京都やましろ横島支店前

30 名木集会所(―丁目)
４月19日
00 白川集会所
困
30 広野三軒家集会所
10 東木幡集会所

４月20日
困■

30 南部福角集会所
30 小倉公民館

￢
‑

．時
9:30〜10 : 00
10 : 20〜11: 30
13 : 30〜14: 40
15 : 00〜15: 30
9:30〜10 : 20
10 : 40〜11: 30
13 : 30〜14: 10
14 : 30〜15: 30
9:30〜10 : 30
10 : 50〜11: 30
13 : 30〜14: 20
14 : 40〜15: 40
9:30〜10 : 00
10 : 20〜11: 30
13 : 30〜14: 30
14 : 50〜15: 30
9:00〜9 : 25
9:35〜10 : 00
11 : 00〜11 : 10
13 : 20〜15 : 30

rj

rr; ﾛ13

４
場
志津川浄化センター
折居台北集会所
羽戸山集会所
南山集会所（木幡）
旦椋公会堂
広野寺山集会所
宇治野神集会所
開地域福祉センター
御蔵山集会所
木幡河原隣保館
蓮池集会所
JA京都やましろ大久保支店前

平尾台西集会所
木幡公民館
三室戸集会所
西目川集会所
炭山・養老橋前
炭山・第二炭山橋前
池尾・消防器具庫前
広野集会所

9:20〜11 : 30 宇治保健所

9:10〜9:25
9:55〜10 : 05
４月21日 10 : 10〜10: 20
倒
10 : 55〜11: 10
13 : 20〜15: 30
口n

駅前で声をかけ
られ︑有線放送の

クーリングオフが
できないのは
どんな時？

E:;

Ｑ

一﹈契約を勧められました︒
７蔚契約を二年間継続す

ｍれば︑受信機器︵チュー

ｍナーなど︶は無料で貸与

一され︑入会金も不要とい

CコK!

iT" ｒ!

ニ尾・真如寺前
西笠取・辻出橋前
西笠取・笠取山の家前
東笠取・消防器具庫前
城南荘集会所

ロコn

E‑i こ口口n

消費生活
相談室から
思い︑クーリングオフを

ので解約した方がよいと

で放送を聞く時間もない

よく考えてみると︑自宅

た︒しかし︑後になって

信できる状態になりまし

③法定の書面を受け取っ

役務︵サービス︶である

指定された商品・権利・

②契約したものが政令で

なども含む︶である

契約︵キャッチセールス

④例外や適用除外事項に

て８日以内である

前記の質問では︑キャ

あてはまらない

申し出ました︒業者は

﹁中途解約はできるが︑

契約書にあるとおり︑違

八日以内ということです

ッチセールスで契約して

約金が必要です﹂と言い

ました︒クーリングオフ

が︑契約したのは有線放

の場合は︑無条件で解約

送の受信料金で︑これは

ん︒したがってクーリン

ができるのではないので

グオフはできません︒解

政令で指定された商品・

し込みの撤回︑または契

約する場合は業者と話し

すか？

約の解除ができる制度︶

合うことが必要です︒契

権利・役務ではありませ

は︑消費者の権利ですの

約書に解約についての取

クーリングオフ

で︑それが一般に知られ

り決めが書かれてありま

Ａ

るようになったのは良い

す︒どんな場合でも︑契

制度︵一方的に申

ことです︒ただし︑訪問

約する前にしっかり契約

ｈ

1185

４月13日
團

善法隣保館

販売法によるクーリング

z日倒･22日ｉ

13年１月 12日出･26日面
２月 ９日倒･23日圀

要です︒鑑札と印鑑をご持

10日面･24日面

12月

日

南遊田集会所

書を読みましょう︒

６日面･13日圀･27日倒

11月

フンの処理用具を携行し、

ＩＪ

オフをするためには次の

１日倒･８日面･22日面･29日圀

◆内容・：歯と歯周病の診察

9月
10月

｀゛

四つの点が必須条件です︒

・相談・ブラッシング指導

１日吹)･４日面･11日圃･18日圀

？つことだったので二年間
ｍ毎月受信料を支払う信販

◆費用・：無料

28日倒

８月

決して犬を放さない！

商工観光課内■a内線2218
①営業所以外の場所での

しましょう︒

◆申し込み・：健康生きがい

４日吹)･７日面･14日面･18日脚･21日面

７月

成人歯科健康診査

◆実施期間⁝左表のとおり

課︵雲内線2333︶

23日圀･30日面

歯周病の予防にぜひ受診

◆会場・：保健医療センター

26日倒･30日吹)

２日圀･６日吹)･９日倒･16日倒･20日次)

６月

◆対象・：20歳以上の市民

２日収〉･12日面･16日吹)･19日面･23日吹)

｀／４･−

４
場
時
9:30〜10 : 40 御蔵山小学校前
４月４日 11 : 00〜11: 30 南木幡集会所
吹）
13 : 30〜15: 30 南陵南集会所
9:30〜10 : 20 菟道集会所
４月５日 10 : 40〜11: 30 岡屋小学校前
伽
13 : 30〜15: 30 西小倉集会所

ｍ契約をしました︒二日後︑

※の事務は今年１月から宇治市で取り扱っています

5月

︵注３︶京都市を除く府下

簡易専用水道設置者に対する清掃命令等

工務課
(S内線5011)

７日面･14日倒･21日面･25日脚･28日面

必ず守ってください

狂犬病予防集合注射日程・会場一覧

︻にｎｊｌｕｎ｀ｎｕ｀ｊ﹃ ｊ﹃ｊコＪｇｕｎ６９ｊｑｊ︻Ｕ︷Ｕ﹃ｕｎｊ門ｕ︻ｕｎ．ｕｎｕｎ旨ｑｕｇｕｎｕ１ ｀ｕｌｊ１．

農林茶業課
(S内線2215)

時間はいずれも午後１時半〜3時半

散歩のときは

日

＝受信機器が設置され︑受

(a内線2256)

鳥獣の捕獲飼養等の許可

4月

｀ＪＪ｀Ｊﾝ４Ｊ

9:30〜10 : 10 西大久保集会所
４月12日 10 : 30〜11: 30 砂田集会所
伽
13 : 30〜15: 30 明星集会所

環境企画課
(s内線2253)

浄化槽設置等届け出の受理等

らないよう心掛けてくださ

の市町村で開業しているす

課

公園緑地課
(a内服420)

犬の登録、鑑札の交付、注射済票の交付

参ください︵手数料不要︶︒

べての動物診療施設が加盟

当

商工観光課
(a内線2217)

墓地の経営の許可等

い︒

加盟の動物診療施設︵注３︶

申請や届け出などについては担当課にお問い合わせください。

屋外広告物の掲出の許可等

１

9:30〜11 :
４月10日
13 : 30〜14:
(月)
14 : 20〜15:
9:30〜10 :
４月11日 10 : 30〜11:
吹）
13 : 30〜15:

の事務も本年４月以降は宇治市において処理することとなりました。

※計画流通米の小売業の登録等

なお︑閻京都府獣医師会

でも注射だけでなく︑注射

注射会場か環境企画課まで

圃環境企画課︵雲内線2

お越しください︒

るため、昨年の事務委譲に続き、これまで京都府で行われてきた次

担

四月四日固から︑右下表

場合や鑑札の交換︑登録事

の行政機能の充実と申請者等の利便性、事務処理の迅速化などを図

容

７

４月７日 10 : 50〜11: 30
倒
13 : 40〜14: 20
14 : 40〜15: 40

わゆる地方分権一括法）の施行にともない、法の趣旨である市町村

内

の各会場で狂犬病予防の集

が同じ手数料でできますの

しています︒

で︑集合注射に来られない

254︶︒

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（い

の

狂犬病予防注射

9:30〜11 : 30 伊勢田北集会所
４月６日 13 : 20〜14: 40 東宇治中学校
困
15 : 00〜15: 30 東目川集会所
9:30〜10 : 30 紫ヶ丘集会所

京都府の事務の一部が宇治市に移ります

務

第1236号

フンの後始末をする！
ｒｒｒｔ

上記のほか、京都府下（京都市を除く）･で開業している全動物
診療施iaに注射済票の交付および登録の手続きを委託しています。

事

2000年（平成12年）３月21日発行

愛犬には必ず受けさせましょう

済票の交付や登録の︒手続き

生後九十一日以上の犬に

項の変更手続きはこれらの

合注射を実施します︒

は︑年に一回︑四月一日か

人はそちらをご利用くださ

︵注４︶登録手続きのみの

ら六月三十日までの間に狂

施設ではできません︒集合

住
所
電話番号
木幡御蔵山39‑1205
32‑4450
32‑5354
木幡東中26‑15
五ケ庄西田24‑9
33‑0858
五ヶ庄平野12‑34
33‑1266
冤道東隼上り5‑85
32‑6068
宇治蛇塚71‑7
20‑2826
宇治弐番9 第2−の坂ビル 23‑1199
神明宮北16‑26
21‑4100
神明宮北41‑10
22‑5565
羽拍子町84ホーン宇治７号館 45‑2782
小倉町西浦91‑10
24‑4063
23‑5311
小倉町西山68‑20
広野町小根尾111‑1
23‑0650

い ︵注４︶︒

病 院 名
林屋動物診療室
こはた獣医科
中谷動物病院
あきら動物病院
山田動物病院
杉森動物病院
みゅう動物病院
おざわ動物病院
しんめい動物病院
しんき動物病院
小倉動物病院
宇治動物病院
大和動物病院

犬病の予防注射を受けさせ︑

市内の咄京都府獣医師会加盟動物診療施設一覧

り

だよ

政

宇

第1236号

市役所ぺゐ電話唾哨ぱﾉ……=……{
■
■■■・･･･♂･
∧:収22‑3141

･I4･

････♂

・

・

市

政

だより

2000年（平成12年）３月21日発行（４）

会(322‑5650)へ。

から会場を市役所内の会議室に変

(月)〜28日脚、午後９時〜11時

催し

更します。日時は今までどおり第

F Mうじ(容24‑8818)か広報課

１木曜、午前10時から午後３時ま

(a内線2069)。

･･I'ﾝ

■植物公園

圃

｜

情報

治

%･

■■■■

………i代表}………1,宍:::::jに１
：Ｉ： ・ ．．．・．．･．．．ｇ

BOX

でです。ただし、５月と１月は第
２木曜日になります。相談は秘密

の展示会。ガーデニングのヒント

厳守。費用は無料です。お気軽に

や即売もあります。入園料は別に

お越しください。

必要です。f〉とき…３月22日伽〜

相談係（s内線2080）。

関西文理学院r＞願書受付…調理師

４月２日(日)昌同園(S45べ0099)。

■臨時職員登録者の募集

は４月17日(月)〜21日出、製菓衛生

■宇治ボランティア集会「成年

・調理師・製菓衛生師試験

圀広報課市民

t＞とき…５月21日(日)c＞ところ…

E〉職種…一般事務補助E〉応募資

お知らせ
福祉

官公署・その他

＜春の草花展＞春の花いっぱい

師は４月24日(月)〜26日伽、いずれ

−さん（宇治市社協事務局次長）

格■･･18歳以上45歳ぐらいまでで、

も所定の願書で宇治保健所へ

E〉定員…先着70人μ資料代…200

８時半〜17時の勤務が可能な人

同保健所(S21‑2191)。

圃市販の履歴書（写真必要）を職

・緊急地域雇用特別対策事業

円

納め忘れの市税はありませんか

圃社会福祉協議会(昔22‑565

後見制度とボランティア」

0,FAX22‑5654）へ。手話・要約筆

［＞とき…３月25日出、午後１時

記・点字一文字拡大の必要な人は

半〜４時E＞ところ…生涯学習セン

事前に申し込んでください。

ター［〉内容…講演「わかりゃすぃ

■点訳奉仕員養成講習会

もう一度お確かめください

員課（s内線2063)へ郵送か持参

成年後見制度〜ゐ菜老人、知的・

初級コース

精神障害者の権利擁護を考える」

C〉とき…４月11日〜13年３月13

技能検定講座

で。応募者は名簿に登載し、必要
市税の納付ば
便利な口座振
替で

昌

圃宇治商工会議所(昔23‑3101)。

に応じて選考し、雇用します。な

いずれもテキスト代金などは実費

お、ワープロ・パソコンの操作が

負担です。

できる人を特に求めます。

＜日商簿記３級６月検定講座＞

■ＦＭうじで「LIVE

JACK

μとき…４月４日脚〜５月23日脚、

圃納税課（S内線2132）

＝弁護士・新谷正敏さん。パネル

日の毎月第２火曜、午後１時半〜

ディスカッション「現状と課題」

４時半。12回【〉ところ…総合福祉

＝白土直子さん（重症心身障害者

会館C＞対象…宇治市内か宇治市近

京都地方法務局宇治支局と城南

通所援護事業こもれび施設長）、

隣地域に在住の18歳以上の人じ>定

人権擁護委員協議会および市では、

を収録し、１日２時間２日間の番

４月14日金〜５月30日(火)、午後７

長谷川笑子さん（宇治市老人介護

員…先着38人レ教材費…1200円

宇治公民館で毎月第１木曜日に人

組として「F

時〜９時。12回t＞定員…15人。

者［家族］の会世話人〉、岡野英

圃4月10日(月)までに社会福祉協議

権相談を行つていましたが、４月

で放送します。卜とき…３月27日

■人権相談会場の変更

午後６時半〜９時。14回β定員…

３月12日（日）に開催した若者のコ

15人。

ンサート「ライブジャヅクサード」

＜パソコン入門講座＞C＞とき…

Mうじ」（88. 8MHz）

固定資産評価審査委員会に

受けた日後三十日以内に︑

︶です

覧ください︒なお︑土地の

固定資産課税台帳の縦覧

評価は登記地目に関係なく

月︵
3水1
水日︵月︶
４月５日
︶日
〜︵
24

平成十二年度の固定資産

期納期限は5

課税台帳の縦覧を行います︒

ます︒

文書で申し出ることができ

▽縦覧期間⁝四月五日困〜

現況によるものです︒

縦覧には印鑑が必要です︒

これは︑課税の基礎となる

く︶︑午前９時〜午後４時

二十四日側︵土・日曜を除

所有者以外の人が縦覧をす

る場合は︑所有者の委任状

固定資産の評価額などを記

か承諾書も必要です︒

載した課税台帳を一定期間︑

所有者に無料で見ていただ

また︑課税台帳の登録事

計画税の第1

こうというものです︒十二

資産税・都市
半

年度は三年に一度の評価替

項のうち固定資産の価格に

▽場所⁝資産税課

えの年に当たっており︑税

不服のある人は︑縦覧開始

線(M≫‑l(NlCo︶

日から納税通知書の交付を

▽問い合わせ⁝同課︵容内

法の改正も予定されている

都市計画税の第一期納期限

ため︑例年より約一か月遅

も例年より一か月遅い五月

12年度固定

十二年度は︑固定資産課

三十一日出になります︒

く︑四月五日困から行いま

税台帳の縦覧が一か月遅れ

す︒土地・家屋・償却資産

に土地の取得や地目変更︑

たのに伴い︑固定資産税・

を所有している人︑昨年中

家屋の新増築・滅失のあっ

日倒までに同センター︵萱

24e6511︶へ○

子育てボランティア募集

た人は︑この機会にぜひご

点︑入選二十点の作品が選

ばれました︒入賞作品の展

示会を次のとおり行います

ので︑ぜひお越しください︒

で学習し︑ボランティアと

地域子育て支援センター

面〜４月３日側＝市観光セ

を募集します︒

して活動していただける人

◇日時・会場・：○３月20日

ンター２階 ○５月11日田

ィア︑絵本の読み聞かせボ

◆募集内容⁝保育ボランテ

〜25俐＝ポルタストリート

ギャラリー ○５月26日㈲

ランティア︑伝承遊びを教

４月25日吹）絵本・紙芝居の読み聞かせ（体験と実習）

〜６月９日㈲＝市役所１階

４月18日脚 0歳 3歳の育ちとかかわりについて
子どもの食事について（体験実習）
４月20日南歌・手遊び・リズム遊び（実技）

えるボランティア︑手作り

ティア︑子育ての体

験を話してくれるボ

ランティア

◆学習日程・内容⁝

れも午前10時〜正午

下表のとおり︒いず

◆ところ⁝地域子育

４月13日俐子育てについての座談会
援助について（実習）

ギャラリーコーナー

て支援センター

地域子育て支援センターの事業の説明と
４月11日伏）ボランティアの位置付けについて
子どものおもちゃについて

◇問い合わせ⁝商工観光課

◆対象⁝子育てに関

◆申し込み⁝３月28

おもぢゃ製作ボラン

にした第十七回宇治市観光

心のある人︒子ども

光協会︵023・3334︶︒

写真コンクールの審査会が

連れの参加は不可

︵容内線2224︶︑市観

二月二十四日俐に行われ︑

◆定員・：先着30人

﹁宇治の四季﹂をテーマ

四百二十九点︵百七十三人︶

ト推薦﹁老舗﹂改田聴壽さん

の応募作品の中から︑推薦

二点︑特選三点︑準特選五

宇治市観光写真コンクー
ル
入賞作品決まる
展示会を開催

3rd」を放送

リサイクル情報センター開設中
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トがあれば、ぜひ登録を／

座談会

４月27日附地域子育て支援センターの年間計画について

問い合わせ…リサイクル情報センター（商工観光課内容内線2225）
C謳亙蓋T）無償で…げた箱、多目的棚、電気カンナ、エレクトーン、ガス湯沸し機、

知らない人から友だちの情報を

女性のための相談日が変更

聞かれて困っています
最近、配送センターを名乗る業者から「○○
くなったので…」などと言って、児童から同級

みると思いがけない方向が見えてくるかも
しれません。話すうちに心が整理されて、

生の電話番号を聞き出し、学習教材などを送り
付けてくる事件が起こっています。
は

とき

いう

そう

本当はどうしたいと思っていたのか気づく
こともあります。一人で悩まないで、どん

○学校に関する情報収集には学校に問い合わせ

なことでも、気軽に声をかけてください。
相談員があなたの立場で一緒に考えます。
いつでもあなたを応援します。

るよう返答する
○もし教材などが送られてきても、注文してい

◆とき…毎週火曜、午後１時〜５時（電話
で予約してください）

○人の情報（電話番号や住所など）は教えない

ないものについては受け取りを拒否する
困った事が起こったときは商工観光課（a内
線2218）へ連絡してください、

グルベッド、二段ベッド、ひな人形
有償で…和ダンス、浄水器、電気ポット、布団乾燥機、キーボード、ドラムセット、自

４月から相談日をこれまでの月曜日から
火曜日に変更します。
自分だけで考え込んでいてもなかなかよ
い考えが浮かばないとき、他の人に話して

さんの電話番号を教えて」や「電話連絡網がな

（回回国）

石油ストーブ、自転車、ベビーダンス、歩行器、スキー板、学習机､座卓、鳥かご、シン

転車、すやすやバス、抱っこひも、チャイルドシート、調乳ポット、ベビーバス、ベビー
ラック、スキーウェア、スキー靴、ハーフゴルフセット、フルゴルフセット、学習机、手
押し車､ひな人形､応接ｾｯﾄ、シャンデリア、ソファ、クーバン、スキー板、ソファベッ
ド、電灯、オーディオセット、加湿器､洗濯機､

電話機､電子ﾋﾟｱﾉ、ガスコンロ、フィッ

トネスバイク、玄関用網戸、アコーディオンカーテン
（ii飛IC回）こたつ、食器棚、ソファベッド、太/＼'ｲﾌﾟ式ハンガー、本棚、水槽、ｃ
Ｄデッキ、衣類乾燥機、カーステレオ、加湿器、カセットデッキ、洗濯機、掃除機、電子
レンジ、クラリネット、大正琴、石油ストーブ､折り畳み式自転車、三輪車、ブランコ、
ベビーカーA‑

B、ベビーガード、ベビーダンス、ベビーチェア、ペビーハイチェア、ベ

ビーベッド、ベビーラック、スキーウェア、コーヒーメーカー、石うす、コンポスト、碁

◆費用…無料
◆申し込み…女性政策室（320‑8769）

石､碁盤、ドックサークル、任天堂64、物置、物干し台、その他多数

※電話での相談も受け付けています。

品物を引き取りませんo保管は各ご家庭でお願いします、

※リサイクル情報センターでは、提供･希望登録情報の管理と紹介のみ行っていますので
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