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愛犬に受けさせましょう
狂犬病の予防注射
市では︑四月三日出から市内各会場で狂

犬病予防の集合注射を行います︒狂犬病は
ウイルスによる犬の急性伝染病で︑感染す
ると呼吸困難やまひを起こしてほとんどが
死亡します︒また︑病犬にかまれると人や

場合は会場で登録の手続

且2︶を受けてくださ

きをして︑鑑札の交付

家畜にも伝染する怖い病気です︒愛犬には
必ず狂犬病予防の注射を受けさせましょう︒
圃環境企画課

生後九十一日以上の大

には︑年に︒回︑四月一

日から六月三十日までの

い︒この場合︑六千二百

円︵三千二百円十登録手

間に狂犬病の予防注射を

受けさせ︑住所地の市町

とはかかりつけの動物病

︵注・︲︶人を飼い始めた

利用ください︵注古︒

院がある人はそちらをご

ことのできる人が来場し

日︵または生後九十日を

会場へは︑犬を抑える

てください︒なお︑犬の

経過した日︶から三十日

数料三千円︶が必要です︒

体調が思わしくない場合

村が交付した注射済票を

そこで︑市では四月三

は︑獣医師とご相談くだ

以内に市町村への登録が

身に着けさせなければな

日本から︑衷1の㈲内各

義務付けられています︒

りません︒

会場で狂犬病の集合注射

さい︒また︑フンの後始

のものとの交換が必要で

末をするなど会場周辺の

す︒鑑札と印鑑をご持参

犬の登録︵注古が済

なお︑表2の㈹京都府

ください︵手数料不言︒

を行います︒

獣医師会加盟の動物診療

︵注3︶京都市を除く府

︵注2︶他市町村の鑑札

施設︵注3︶でも注射と

下の全市町村で開業して

をお持ちの場合︑宇治市

二白円︵注射手数料二千

同時に︑注射済票の交付

いるすべての動物診療施

迷惑にならないよう心掛

六白五十円大汪射済票交
付手数料五百五十円︶を

や登録の手続きが同額の

設が加盟しています︒

けてください︒

持参して︑いずれかの会

手数料でできますので︑

んでいる場合は︑お知ら

場へお越しください︒注

集合注射に行けない︑ま

せのはがきと手数料三十

います︒また︑未登録の

射と注射済票の交付を行

︵注4︶登録于続きのみ

の場合や鑑札の交換︑登

録事項の変更手続きはこ

れらの施設ではできませ

ん︒集合注射会場か環境

い︒

企両課までお越しくださ

するため︑﹁宇治市都市

魅力ある都市景観を創造

を守り育てるとともに︑

市のかけがえのない景観

歴史的環境に恵まれた本

築をする場合などは︑事

内で建築物等の新築︑改

地区を指定します︒地区

の形成を推進するための

し出等により︑都市景観

定等・：地元の人からの申

◆都市景観形成地区の指

トルを超える建築物等を

建築面積が2千平方メー

メートルを超え︑または

地区の指定等・：高さが20

◆大規模建築物等届け出

努めます︒

して︑その保存︑維持に

市では︑豊かな自然と

景観条例﹂を十元年三月

高さが10メートルを超え︑

圃都市計画課

どは︑事前に届け出が必

を表示︑設置する場合な

新築︑改築する場合や︑

人だちと協働して︑都市

要となります︒

前に届け出が必要となり

景観の形成に関する方針

◆大規模建築物等誘導基

ます︒

◆都市景観形成基本計画

や基準を定めます︒

二十万口から施行します︒

の策定⁝都市景観の形成

◆都市景観形成建築物等

内の大規模建築物等を新

準の策定等⁝届け出地区

メートルを超える広告物

を総合的︑計画的に推進

の指定等⁝地区内で︑都

または表示面積が卸平方

するために︑宇治市都市

市景観の形成上重要な価

◆地区景観整備計画の策

景観審議会の答申を受け︑

築︑改築などをする際の

定等・：指定した地区内の

策定しました︒詳しい内

値があると認められる建

方針や基準を定めます︒

宇治市都市景観条例
の主な内容

容は︑改めてお知らせし

築物または工作物を指定

宇治市都市景観条例を施行

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設に
注射済票の交付および登録の手続きを委託しています。

ます︒

◆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◆

【表2］市内の（社）京都府獣医師会加盟動物診療施設
病院名
所在地
電話番号
林屋動物診療室
木幡御蔵山39−1205
32−4450
こはた獣医科
木幡東中26−15
32−5354
中谷動物病院
五ケ庄西田24−9
33−0858
あきら動物病院
五ケ庄平野12−34
33−1266
山田動物病院
冤道東隼上り5−85
32−6068
杉森動物病院
令台蛇塚71−ア
20−2826
ミネルバ動物病院
判台弐番9第ｐ−の坂ビル 23−1199
ぉざわ動物病院
神明宮北16−26
21−4100
しんめい動物病院
神明宮北41−10
22−5565
しんき動物病院
羽拍子町84ホーン宇治7号館45−2782
小倉動物病院
小倉町西浦91−10
24−4063
宇治動物病院
小倉町西山68−20
23−5311
大和動物病院
広野町小根尾111−1
23−0650
モリタアニマルクリニツク
宇 治下居147−6
28−6428
むらだ動物病院
広野町茶屋裏31
45−2480
あいあい動物病院
小倉町新田島21−1
28−1260

散歩のときは必ず守りましょう
φ決して犬を放さない
φフンの処理用具を携行
し、フンの後始末をする

【表1】15年度犬の集合登録と狂犬病予防注射実施日程・会場
日時
会場
日時
会場
9：30〜10：30南陵南集会所
9：30〜10：20旦椋公会堂
4／3 11：00〜ｎ：30白川集会所
4／11 10：50〜11：30広野寺山集会所
（木） 13：40〜14：40御蔵山小学校前 （金） 13：30〜14：00判台野神集会所
15：10〜15：40南山集会所休幡）
14：30〜15：30開地域福祉センター
9：30〜10：30黄道集会所
9：30〜10：30御蔵山集会所
ｎ：00〜11：30
4／4
二子塚古墳公園前
10：50〜11：30木幡河原隣保館
4／14
く金）13：30〜14：00東目川集会所
13：30〜14：10蓮池集会所
（月）
14：30〜15：30西小倉集会所
ＪＡ京都やましろ
14：40〜15：40
9：ＳＯ〜10：30
紫ヶ丘集会所
大久保事業所
4／7 ｎ：00〜11：30南遊田集会所
9：30〜10：00 炭山一養老橋前
炭山一堂ノ元橋前
ｌＯ：10〜10：30
（月） 13：20〜14：10善法隣保館
14：40〜15：40名木集会所（一丁目） 11：00〜11：10池尾・消防器具庫前
4／15
9：30〜10：00東木幡集会所
11：20〜11：40二尾一真如寺前
（火）
4／8 10：30〜11：30南部福角集会所
13：20〜13：45西笠取・辻出橋前
（火） 13：20〜14：20広野三軒家集会所
13：50〜14：10西笠取・黒出橋前
14：50〜16：00小倉公民館
14：30〜15：00東笠取・消防器具庫前
9：20〜10：00折居台北集会所
9：20〜11：30宇治保健所
4／16
13：30〜14：40砂田集会所
4／9 10：30〜11：30伊勢田北集会所
（水）
（水） 13：30〜14：30東宇治幼稚園
15：10〜15：40西目川集会所
15：00〜15：50横島集会所
9：30〜10：00平尾台西集会所
9：30〜10：00志津川集会所
4／17 10：30〜ｎ：30木幡公民館
4／ｌＯ
10：30〜11：30明星第3児童公園 （木） 13：30〜14：20広野集会所
（木） 13：30〜14：20三室戸集会所
14：50〜16：00城南荘集会所
14：50〜15：40羽戸山集会所

あなたの一票を府政、市政に生かしましょう4月13日（
挙
4月27日（日）宇治市議会議員選挙
圃選挙管理委員会事務局

として︑分別収集してい

平成＋77年度から︑固
ができる市内のすべての

定資産税を課税すること
上地や家屋の評価額など
を記載した縦覧帳簿を納
税者が縦覧できるように
なり︑自らが所有する土
地や家屋の評価を検討し
ていただけることになり
ます︒
■縦覧期間⁝4月1日㈲
〜30日㈹王・日曜︑祝
日を除く午前9時八丁後
4時也
■縦覧場所⁝資産税課

縦覧できる人
縦覧帳簿の縦覧ができ
るのは︑土地や家屋の固
定資産税納税者です︒土
地や家屋を所有していて

は記載していません︒し

所有者の住所や氏名など

で1要な事項のみ記載し︑

は︑評価額を比較する上

れます︒この縦覧帳簿に

は家屋のみの縦覧に限ら

のみ︑家屋のみの納税者

土地のみの納税者は上地

と家屋に分かれており︑

また︑縦覧帳簿は︑土地

い人は縦覧できません︒

るなどで課税されていな

後に上地や店屋を所有す

も︑賦課期日︹月︒旦

ポート︑健康保険証︑年

の例⁝運転免許証︑パス

※本人確認のできる書類

の手数料は無料です︒

となります︒なお︑縦覧

︵※参照︶の提示が必要

ることが雅認できる書類

を受けた代理人本人であ

に代えられます︶と委任

の提示があれば︑委任状

納税通知書か課税明細書

納税管理人については︑

る委任状︵同居の親族と

人が作成した縦覧に関す

覧する場合は︑納税者本

納税者本人以外の人が縦

いては無料です︒

者の課税台帳の閲覧につ

縦覧期間中は︑納税義務

数料が必要です︒なお︑

ることができますが︑手

事項証明はいっでも受け

︵名寄帳︶の閲覧と記載

してください︒課税台帳

契約書か領収書等を持参

していることを証明する

て賃借権等の権利を取得

家人等は︑対価を支払っ

なりました︒借地人や借

証明を受けられるように

税台帳の閲覧や記載事項

られ︑一定の範囲内で課

金手帳︑身体障害者手帳︑

固定資産評価審査
委員会への不服申
し出期間

たがって︑﹁所有者名を

産評価額を知りたい﹂と

国税や府・市税の納税通

固定資産税の納税者で︑

知りたい﹂︑﹁特定者の資

いった縦覧には応じられ

書︑身分証明など︒法人

された価格に不服がある

固定資産課税台帳に登録

知書︑社会保険料の領収

された縦覧の申請書

の場合は代表者印が押印

ません︒

本人確認が必要です

縦覧にあたっては︑納

あることの催認が1要に

ない︑納税義務者等に対

縦覧制度の変更にとも

課税台帳︵名寄帳︶
の閲覧と記載事項
証明

を受けた日後三ナ日ま

日から納税通知書の交付

今までの﹁縦覧期間の初

ができます︒その期開か︑

場合は︑固定資産評価審

なります︒受け付け時に︑

する課税台帳︵名寄帳︶

﹁課税台帳に価格等を登

で﹂から︑今回の改正で

できない場合は︑納税者

税の実質的な負担者と考

賃借料を通して固定資産

た日後六十日まで﹂に変

納税通知書の交付を受け

録した旨の公示の日から︑

査委員会へ審査の申し出

納税通知書か課税明細書

の閲覧や記載事項証明の

税者であることと土地・

の提示をお願いします︒

制度が法定化されました︒

本人であることが確認で

えられる借地人や借家人

家屋いずれかの所有者で

いないなどの理由で提示

納税通知書がまだ届いて

きる書類︵※参照︶を必

更されました︒

◆申し込み・：来庁か︑郵

で行います︒

る場合︶を文化自治振興

等が新たに対象者に加え

す︒あなたもスタッフと

送・電話・ファクスで︑

選考・連絡調整︑当日の

して︑自らの手でライブ

住所・氏名・年齢・電話

容や運営も若者自身が行

を盛り上げてみませんか︒

番号︵ファクス︶白己Ｐ

の夜に随時︑宇治公民館

◆活動内容⁝イベント全

Ｒ・メールアドレス︵あ

運営など︒会議は土曜日

体の企㈱・運営︑ＰＲ活

うイベントです︒今年も

動︑出演バンドの募巣・

二回のライブを開催しま

6月29日剛と
8月3日㈲に
開催予定

ずご持参ください︒また︑

ライブジャック７

亘資産税課

企画・運営スタッフ募集
公募で集まった若者が
自由な発想で企画・運営
するライブイブノト﹁ラ
フ︵実行奢只︶を募集し

イブジャック﹂のスタッ
ます︒ライブジャックは︑
市内やその近辺で音楽活
動をしている若者に発衣

ます︒

08︶︒受け付け後︑実
行委員会の案内を送付し

課︵〒611−8501
住所省略可︑磁21・04

一

ます︵図2参照︶︒

特選五点︑入選一子点の
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︒

17日川〜4月6口㈲＝観

◆とき・ところ⁝○3月

9日令〜21日水＝ポルク

光センター2階○5月

○5月23日9〜6月6日

ストリードギャラリー
会が二月二十七日困に行

固定資産税の
縦覧制度が変
わります
の機会を提供し︑その内

一一
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プラスチックごみの分別収集にご協力を

利用ができるペットボト
泡トレー類のみ資源ごみ

1采

推塵一点︑特選三点︑準

のに限ります

ルと発泡スチロール・発

〜プラスチック製容器包装の識別表示を確認してください〜

は︑﹁識別表示﹂をするた

プラスチックごみの
分別収集にご協力を

狛︲Ｉｊ︑該 ︑肖ｙ剛Ｉ〜沼〜︒︒〜〜い︒﹃〜ぷ〜ヅヅ〜

にした第二十回宇治市観

秦

ーコーナー

える袋に入れる
入れる

めに定められた様式に基

プラスチックは︑石油
から作られている製品で
すが︑いろいろな薬品を
加えることによって︑性
質の異なる物質になりま
す︒そのため︑原材料に
戻すときには︑同じ性質
の製品だけを集めなけれ

固商工観光課
市観光協会（7？23−3334）
㈲＝巾役所︱階ギャラリ

光写真コンクールの審査

つぶして中身の見
ｒｌ・豚刀見える袋に

容器包装リサイクル法と資源有効利用促進法では︑事業者
に対し︑再商品化義務と識別表示義務を定めて︑容器包装の
リサイクルの促進を目指しています︒識別表示の目的は︑消
費者の分別排出を容易にするとともに︑市の分別収集を促進
することにあります︒市では︑原材料として再利用が可能な
ベットボトルと発泡スチロール・発泡トレーのみを資源ごみ
として分別収集をしていますので︑ご協力をお願いします︒
靉ごみ減量推進課
容器包装
リサイクル法とは
画1参照︶︒
の及び段ボール製容器包装を除く）

づいたマークをいいます

紙製容器包装

容器包装リサイクル法
平成九年四月施行︶は︑
育むや包装のごみのリサ

響

イクルを行うにあたって︑

消費者・市・事業者が︑

それぞれ役割分担︵分別

排出・分別収集・再商品

ばなりません︒そこで︑
その性質を示す国際共通
の印︵国際記号︶を決め
ています︵表1参照︶︒
市では︑プラスチック
製容器類の中で︑分別し

ス一梱包用スチロづレ

﹁宇治の四季﹂をテーマ

展示会開催

化︶をしながら︑資源の

節約やごみの減量を進め

ようというものです︒

識別表示・
識別マークとは
﹁識別表示﹂とは︑資源
有効利用促進法に某づい
て︑指定表示製品と定め
られた容器包装に︑プラ
スチック︑紙︑ＰＥＴ︵ポ
リェチレンテレフタレー
土︑スチール︑アルミな
どの材質を表示すること
をいいます︒

柄付きＯＫ）・伝令ケー

われ︑五百． 点︵二百七

Ｊ・−＝−・6−

発包トレー（色付き・

宇治市観光写真コンクール
入賞作品決まる

企
Ｑ

＆

ｙ図2びん・ペットボトル・発泡トレー類の日に
出せるもの

第20回

Ａの応募作品の巾から︑

▲昨年のライブジャック6

て再
など
テック
ＯＴＨＥＲＯＴＨＥＲ

現在︑プラスチック製
容器包装︑紙製容器包装︑
飲料・酒類・しょうゆ用

ｐｐ

のペットボトル︑及び飲

Ｓ

料・酒類用のスチール缶

ＰＥ

すく
燃えない
低密度ポリエ
ポリ袋など ごみ
ＬＤＰＥチレン
（週1回） 原
感
ポリプロピレ 洗面器、バケ
材料
ツなど
ｐｐ ン
と
し
感
その他プラス ボタン、食器
Ｓ

やアルミ缶について︑識

感

囚

や

ポリ塩化ビニ 卵パック、
づレ
ラップなど

感

囚

別表示が義務化されてい

また︑﹁識別マーク﹂と

ます︒

ＰＥ

高密度ポリエ ポリタンク．
ポリ袋など
ＨＤＰＥチレン

ｉ飲料用紙ノトクでアルミ不使用のも

識別マーゲ躊
碍 プラスチック名 主な用途 市の収集方法
凶1
回
傘
プラスチック製容器包装
ポリエチレンテ
ベッドボトルびん・ペッ
識別 （飲料・酒類・しょうゆ用の
レフタレート
トボトル・
など
ＰＥＴ
ＰＥＴ
ペットボトルを除く）
発泡トレー
囚
意
発泡スチロー
マＩ
類の日
ポリスチレン ル・トレーなど
ＰＳ
（隔週1回） ク
ＰＳ

川｜ 川卜卜卜目口
卜卜日日卜

回¨
飲料・酒類用
スチール缶

黙示固゛
息

回

〜
Ｓ

3閃｜．ｚ二仙ノノハフ￣ノノリノ里夭只Ｃｍノ叶Ｘ＾ノＪぷ：「
主なプラスチックの種類と市の収集方法

卜｜
｜卜｜卜｜

り

よ

だ
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市
治
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第1344号

の可否︑利用できるサー

四月以降も引き続き利用
を希望する人で︑まだ丈

している人︵表1上段の

在︑施設サービスを利用

援費の支給巾請をしてい

れらの内容を記載した受
施設に入・通巴につい

ない人は︑急いで申請を

給者証を交付します︒利

を︑市が支援費として利

用者は四月から︑この受
ては︑特例措置として支

用者負担金を控除した額

供事業者に支払います︒

給者証に菓づきサービス

してください︒また︑現

のに必要な経費から︑利

そのサービスを利用する

ザービズを利用する人は申請をしてください

支援費制度が始まりま

用者に代わりサービス提

支援費制度に移行
するサービスと
その利用方法
支援費制度に移行する

ト六年度以降も利用を希

支援費制度とは

のは表︱のサービスで︑
サービスの利用には本

望する人は十五年度巾に

給申請があったものとみ

十五年四月から障害者

人及び扶養義務者の負担

※介護保険サービスが利

必ず支給申請が必要です︒

提供事業者と契約を結び︑

福祉サービスの一部が︑
補装具や日常生活用具︑
能力に応じて利用者負担

なし︑十五年度はそのま

市がサービス提供事業者
更生医療の給付等の手続
金が必要です︵※扶養義

ま利用できます︒ただし︑

やサービスの内容等を決
対象となるサービスを

きは従来と変わりません︒

サしビスの提供を受ける

定する﹁措置制度﹂から︑

ことになります︒

新たな利用の仕組み﹁支

用できる人については︑

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。当センターでは、提供・希望登録情報の管理と紹介をしています。

譲町會す☆無償で…ひな人乱足踏みこシン、うイヤングデスク、学習礼柔道蕭、す
ぺり台、ビデオデッキ、パソコンディスプレー、本棚、食卓テーブル、げた箱
☆有償で…洋裁用ボディ、ペットサークル、タイヤ（ザイル）チェーン、大工道具セット、水槽、
ギター、牛−ボード、餅っき機、電動マッサージチェア、電気ストーブづ羊服ダンス、本箱

ー開催中

鼓商工観光課

の中で︑能率と仕事の

切り詰めています︒そ

を返したうえ︑違約金

は﹇契約の前後に契約

速度に劣る初心者に仕

を支払って解決しまし

内容を書いた書面を渡

事を与えるというのは

もらうかわりに商品を

らすぐに仕事が始めら

不自然です︒仕事をす

購入する契約を﹁業務

れる︒教材の代金は︑

ーリングーオフ期間﹈

す義務≒二十日間のク

る条件に高額な金銭負

教材を購入し︑勉強を

仕事の収入から払えば

﹁事実と異なる広告や

担を求めるような契約

して資格を取れば月五

よいので自分が負担す

説明の禁止﹂などが定

は︑あやしいと思った

た︒そもそも経済不況

るお金は必要ない﹈と

められています︒なお︑

提供誘引販売﹂と言い

説明され︑契約をしま

クーリングーオフ期間

の現在︑企業は経費を

した︒しかし︑実際に

ほうが良いでしょう︒

ます︒特定商取引法で

やってみると資格の取

事実と異なる説明かあ

を過ぎてからの解約は︑

資格は簡単に取れるか

得は難しく︑試験に合

就けず収入がありませ

ければならないなど︑

ってもそれを立証しな

ので︑契約をする前に

でも報道されています

談室にお問い合わせく

ん︒購入した教材のク

ださつ

詳しくは消費生活相

交渉は難航しましたが︑

情報を集めてください︒

何とか話がっき︑教材

この場合も業者との

仕事を提供して

事例のように︑

多くの場合が困難です︒

Ａ

レジットの支払いが大
変です︒

最近は新聞やテレビ

格しないので仕事にも

万円の収入にはなる︒

回朧朧詣回麗贈朧廟朧籐朧胆隈朧饉鸚冒朧服脛題菌謳賑圓餓謳饌廻回租圖頭圖圖圖圖麗圓堀

内職の契約をしたの
に収入になりません

内職の求人広
告を見て資料請

﹁六十力円のパソコン

業者から電話があり︑

求をしました︒すると

Ｑ

朧朧朧韻

﹃圖鼠闇圓圖圖闇醒鼠廳鼠魯圖圖圖圖圖圖圖間圖題題遡鎖厠圖魯瓢圓翻留綴謳腸朧謳謳鵬羅ｈ

介護サービスが充実し

務者とは配偶者︑こ︑父

の利用が優先されます︒

保険料と介護保険サービスのあり方

利用するには︑あらかじ
本人が二十歳以上の場合

ｌ

援費制度﹂へ移行します︒

は︑父母は扶養義務者か

｜

母をいいます︒ただし︑

が必要です︒支給申請を

保険料と介護保険サービスのあリ方についてみると、暮らしと生きがい調査の第1号被保険者のみ

め市に支援費の支給申請
されると市から調査員が

支援費の支給申請は︑

が、「保険料が多少高＜ても介護サービスが充実していればよい」より汀介護サービスを多少抑えてで

支援費制度は︑障害者
自らがサービスを選択し︑

ら除外されます︶︒

をします︒そし

いっでもできますが︑サ

｜

介護保険によるサービス

サしビス提供事業者との
伺い︑障害の種類や程閣

支給決定・受給者証の交付

生活環境︑介護をしてい

る人の状況など

て︑申請された

支援費の支給
申請はお早めに

間で契約を結び︑サービ
スを利用する制度です︒
者指定
⑤利用者負担金の支

の聞き取り調査

サしビスの利用

ービスが利用できるのは
受給者証の交付
なります︒支援
費制度の対象と
なるサービス
︵表Ｉの利用
を希望する場合
は早めに申請を
なお︑現在︑

してください︒
ホームヘルプサ
ービス︵ガイド
ヘルプサービス
を含む︶︑デイ
サービスなど︑
支援費制度の対

介護保険サービス利用実態調査（その8）
1︲

︱−−

｜

象となる居宅サ
しビス︵表〜ト
段︶を利用し︑

｜

が安いほうかよい

い調査か町上士

を多少抑えてでも保険料

暮らｌし、と生きが

■無回答

語冒冒ｌ軍曹碍麗麗102121．9ー

示談煕消Ｒ卜四七否

皿ーＲ皿

18．7

一一一回回
−

『

リサイクル情報センター
（商工観光課内）

リサイクル情報センタ

100％

80％

60％

を受けてからに

※授産施設のうち、小規模授産施設（定員が20人未満の施設）は支援費制度の
対象にはなりません。

□わからない

悲涼器皿127．41

願白総

［65歳以上の人］

指定申匯

ヾ⑤支援費の請求．
①相談・支給申請

□その他

第1号被保険者（764）

す

ていればよい
‐給付される介護サービス

飛皿＾Ｂ●

笹四回 Ｊ圖臨碑国芒
施設入所者（166） 皿

未利用者（263）

Ｉ

囃

・更生施設・療護施設
・更生施設・授産施設
施設
サービス・授産施設
・通勤寮
●ホームヘルプサービス
●ホームヘルプサービス
●ホームヘルプサービス
居宅
●デイサービス
●デイサービス
●デイサービス
サービス●ショートステイ ●ショートステイ・グループホーム
●ショートステイ

二
讐ＷＩ身体障害者｜知的障害者1障害児

馥昌讐回
④サービスの提供

回保険料が多少高くても

利用者（795）

Ｍ

③契約の締結㎜

］暦数

7．427．2皿ｎｆｌｉ
Ｈ罰ぷ五1皿ｉ・1皿麗

詔旨跨，Ｌ20％40％
Ｈ読話談

ｌ

※利用者＝在宅サービス利用者、未利用者＝介護サービス未利用者、施設入所者＝施設サービス利用者

｜

じる割合が高いと推測されます。

｜

※（）は有効回答数

｜

も保険料が安いほうがよい」が多く、介護保険を利用していない第1号被保険者は、保険料を負担に感

｜

［40〜64歳の人］

｜

（要介護認定を受けていない人対象）から保険料と介護保険サービスのあリ方についてお知らせします。

｜

慰号被保険者（520）

｜

前回と同様に介護サービス利用実態調査（要介護認定者対象）と暮らしと生きがいについての調査

｜

諧Ｃ］ＺＩ

≪支援費制度の仕組み≫

消費生活
相談室から

譲ｍ弓ぼじいコタツ、食卓いす、食卓テーブル、シングルベッド、ダブルベッド、二段ベ
ッド，ＣＤデッキ、ＣＤプレーヤー、ＣＤホルダー、ＣＤラジカセ、ＭＤプレーヤー、炊飯器、
洗濯機、デジタルカメラ、電気ポット、電子レンジ、二槽式洗濯機、ノ−トパソコン、パソコ
ン、ビデオデッキ、ラジオ、ギター、三味線、携帯用ガスコンロ、石油ファンヒーター、プロ
パンガス用コンロ、自転車、ウーハン、チャイルドシート、ペビーカーＡ、ベビーガード、ベ
ビーダンス、ベビーフェンス、ベビーベッド、キャンプセット、クラシックカメラ、剣道用具
一式、子ども用柔道着、子ども用ス半―靴・板、茶道セット、水彩画セット、テント、版画セ
ット、油彩画セット、ＩＨ圧力鍋、ハンガーラック、ホームベーカリー、魔法瓶、碁石・碁盤、
工具セット、事務いす、台車、生ゴミ処理機、ミシン、ロックミシン

平成十五年四月一日から障害者福祉サービス
の一部が︑これまで行政が決定をしてきた﹁措置
制度﹂から障害者本人や家族がサービスを選ぶ
﹁支援費制度﹂に移行します︒ホームヘルプサ
ービスや施設入所など︑支援費制度の対象とな
るサービスを利用する人は申請をしてください︒
圃障害者母子福祉課

4月から障害者福祉サービスの

1日発行第1344号
2
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宇
3

圖介護保険課

保険料と介護保険サービスのあり方（最終回）
｜
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・第7回都市計画マスター

願百

情報ＢＯＸ

〜レところ…市役所501会議室
卜内容…全体構想の取りまとめ
（案）ほか≫定員…先着5人圃3
月24日（月）までに都市計画課へ。

ありませんか

■保健師嘱託職員
＞応募資格…保健師の資格を有

運転免許を持つレ試験日…4月4

し、月に12日程度の勤務が可能

な人（勤務日等は相談に応じます）
㈲〜31日（月）の午前8時半〜午後
レ勤務時間…午前8時半〜午後ら
時に＞基本報酬…日額8400円Ｃ別

5時（エＥ午〜午後1時を除〈〉に、

途通勤手当等を支給）圃市販の

公社指定の履歴書（6か月以内に

費用■■■1万9000円

でにお済ませくだ吝いレ士＞
圖京都労働局（萱：075−241−3213）レ

センター（木幡両端48−15）＞対象
…1年間続けて受講でき、将来和

圃納税課

圃同センター（日46−0688）

■リサイクル自転車販売会

＜簿記初級（日商3級検定）＞
≫とき…4月ワ日〜6月6日の月一

トとき…3月29日（往午前10

域福祉センター内晋38−2331）へ

時〜レところ…市役所南側玄関前
広場（議会棟前）レ販売台数…約

非常勤嘱託看護師・保健師

直接持参。履歴書、申込書は広

40台レ価格・‥約5000円〜1万

業の従業員20人）レ受講料…1万

レ勤務内容…在宅高齢者一障害

野・西小倉・東宇治各地域福祉セ

円。購入希望が重複した場合、各

ワ000円（テキスト代別途必要）

ンターにあります。

自転車ごとに抽選し購入者を決定

者等への家庭訪問い応募資格…昭

4月1日㈲から5月・20日恂東

官公署・その他

火・金曜、午後6時半〜9時。23

送で職員課へ。
・在宅ねたきり者等訪問指導事業

さんへ

険・雇用保険）の申告納付は√

〜午後3時≫ところ…宇治市内職

■城南地域職業訓練センター

ービス公社事務局本部（東宇治地

15年度労働保険料（労災保

ら同館（7？39−9249）へ。

替でＴ卜大

履歴書（要写真）に必要事項を記入 撮影した写真をはる）、申込書、資
格証（取得見込み証明書）を福祉サ
し、資格の写しを添えて直接か郵

事業主のみな

12日田、午後1時半〜3時半に＞定

員…先着30人レ受講料…ｌｏｏｏ円 ■和裁講習会受講生を募集

市税の納付は
便利な口座振

日㈲、午前9時〜毘3月24日

の実習をし、それぞれの育て方に

月20日の火一本曜日、午後ら時

（当日徴収）圃顔写真（3％− Ｘ2．5 レとき…4月10日〜謁年3月
Ｙ）と印鑑を持って丿月6日呵か
25日までの毎週木曜、午前10時

旧年度の固定資産税第1期
納期限は4月30日（水）です

60歳未満である③普通自動車

半〜9時。12回［＞定員…30人＞

…旧歳以上（中学生を除＜）＞定

あれば至急ご納付ください

万年4月1日までに実務研修修

講習ｏバジルの種まき、チャイブ
の植え付け、ミントの株分けなど

レとき…4月19日田、午後1時
半〜レところ‥・黄築体育館レ対象

未納の市税は

了見込みである②試験日当日、

実践講座＞≫とき…4月8日〜5

員…先着30人≫材料費…500円
■トレーニング機器実技講習会

の行政情報室に置きます。

ケアマネジャー資格を持つか、

み物に便いやすいハープについて

ついて学びます。レとき…4月

なお、関連資料は当日市役所1階

募集

＜日商簿記3級・6月検定長期

ンハーブを育てよう＞料理や飲

プラン検討部会
レとき…3月25日㈹、午後4時

裁での内職を考えている人＞定員
…10人（多数の場合は抽選）Ｄ＞受講
料…無料（要雑費2000円、材料
は各自で準備）圃4月1日㈹ま
でに同センター（費31−8298）へ。

回レ定員…先着30人（内中小企

■宇治駐屯地桜まつり一般公開
に＞とき…3月29日出‥30日㈲、
午前10時〜午後ｏ時半レところ

＜和裁講座（初・中・上級）＞レ ・‥宇治駐屯地（黄槃〉レ内容…両日

します。なお、購入の際は必ず防
犯登録が必要です。圃宇治市リ

とき…八月9日〜6月27日の水・
金曜、午前10時〜午後4時。20

＝模擬店・パネル展示，30日

サイクル自転車販売協議会事務局

回レ定員…各級先着5人＞受講料

指定された場所でバーベキューが

ｍ胞の家内？20−4080）

…1万5000円

できます（直火厳禁）。回同駐屯

催し

＜海外で役立つ英会話＞＞と
き…4月12日〜9月13日の土曜、

地広報室（7？31−8121内線314）

西小倉・東宇治・広野の各地域福

■植物公園

午前9時半〜正午。22回レ定員

記入し、最近6か月以内に撮影し

祉センターで、週2回ずつ半年間
実施しています（会場は、途中で

圃講習会は同園（讐39−9387）
へ。いずれも入園料が必要です。

…先着ｚｂ人≫受講料…2万ワ000

た写真をはり、資格の写しを添え
て健康生きがい課介護予防推進係

変更になる場合があります長送

和23年4月2日以降生まれで、
看護師か保健師の資格を有し、月

お知らせ

〜金曜の半日単位で週4回程度勤

■リハビリ教室新規参加者募集
市内在住の40歳ｉ上の人で、

務できる人レ報酬日額…看護師
7600円、保健師8400円圃3

退院して問もない人や最近身体が

月24日（ｈ；〜31日㈲（土一日曜除 動きにくくなってきた人を対象に、
＜）に市販の履歴書に必要事項を

＜ツバキ展＞早春を彩るさま

圃同会議所（晋23−3101）

訪問による面接にて参加を決定し

約60鉢と切り花約300点を展示

9316）へ直接か郵送で。

ます。また、訪問でのリハビリ相

します。また、栽培相談や即売も

実践講座＞に＞とき…3月24日〜

■福祉サービス公社職員

談も行っていますので気軽にご相

あります。＞とき…3月28日側

談ください。圃福祉サービス公

〜30日町
＜講習会・ハープ講座①キッチ

5月23日の月・水・金曜、午後
ら時半〜9時。26回レ定員…30

レ職種…ケアマネジャーレ応募
資格…次のすべてに該当する人①

社広野（？48−43引）

15年度

も引き続き受けたい場合

送付されます︒十五年度

年三月分までの納付書が

しますので︑四月から翌

できますが︑その場合は

い︒期間を越えても申請

㈲までに申請してくださ

一日㈹から八月二十九日

される申請用紙で︑七月

社会保険事務所から送付

い場合は︑六月に京都南

全額・半額免除とも十
五年度も引き続き受けた

送付されます︒

ら9月分の全額納付書が

なので︑4月から6月分
の半額納付書と︑7月か

所または市国保年金課へ︒

は︑京都南社会保険事務

請に関するお問い合わせ

学生納付特例・免除申

43・354工︶へ︒

険事務所︵日075・6

合わせは︑京都南社会保

納付書に関するお問い

はお問い合わせください︒

です︒所得制限等詳しく

承認の対象となるのは申

口で申請してください︒

国保年金課国民年金の窓

国民年金保険料の
お知らせ

国民年金保険料は︑昨

年度と同額です︵下表参

照︶︒納付書は︑社会保

険庁︵国︶より送付され

は︑三月中に京都南社会

申請された月の前月分か

定額保険料 13，300 159，600 156，770

79，150

定額十
13，700 164，400 161，480
付加保険料

81，530

学生は学生証を持ち︑市

半年分

金課

請された月の前月分から

1年分

ますので︑郵便局を含む

保険事務所から送付され

15年4月中に
前納する場合

植物公園

３月２９日（土）・３０日（日）

早春ガーデニ
ングフェスタ

る申請用紙で︑四月一口

年額

最寄りの金融機関で納付

月額

人＞費用…2万8000円

らの承認となります︒
※京都南社会保険事務所

に申請してください︒期

天から五月ご千日㈲まで

から送付される申請用紙
には︑市国保年金課あて

の返信用封筒を同封して

間を越えても申請できま

すが︑その場合は申請さ

いますので︑郵送による

申請にご利用ください︒

新たに学生納付特例・

免除申請を希望する人

れた月の前月分からの承

認となります︒

14年度免除承認を
受けている人

経済的理由により︑新

たに学生納付特例・免除

申請を希望する人は︑年

◆全額免除の場合・・免除

金手帳︑印鑑︵本人が自

承認期間が6月までなの

の納付書が送付されます︒

署する場合は不言︑雇
用保険受給資格者証等︑

で︑7月から9月分まで

◆半額免除の場合：半額

免除承認期間が6月まで

区分

してください︒巾の窓口

では納付できません︒

納付期日

◆月別納付する場合⁝4

月分は5月末日というよ

うにそれぞれ翌月末日︒

末日が土・日曜︑祝口の

場合は︑その翌月最初の

金融機関営業日︒

◆一年分か半年分を前納

する場合⁝4月30日州

14年度学生納付特例
承認を受けている人

承認期聞か三月で終丁

【15年度国民年金保険料】（単位：円）
月別保険料の場合

＜日商簿記2級■6月検定長期

圃国
保年

15年4月1日郵政事業庁は日本郵政公社ＪＡＰ

円（テキスト代別途必要）
■宇治商工会議所

ざまな品種のツバ牛を集め、鉢物

迎あり、参加費無料。申し込み後、

（〒61卜0031広野町大開ワ2−Ｋ
広野地域福祉センター内晋39，

Ｂ］＝

音楽と太鼓演奏、野点など。また

