
消費税法改正に伴う（町営）上下水道料金の改定について

東みよし町
　消費税法改正により、平成２６年４月１日から消費税率が５％から８％に変更さ

れることに伴い、上下水道料金を改定します。新料金の開始時期は下記のとおりと

なります。ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

◆上水道・簡易水道料金

◇新料金が適用される時期　５月検針分から

年 平成２６年

月 ４月 ５月 ６月

消費税率 ５％ ８％ ８％

◇納入通知書による支払いの場合　平成２６年５月表示分から

◇口座振替をご利用の場合　　　　平成２６年５月２６日振替分から

　（上下水道料金の振替日は毎月２４日（金融機関が休日の場合は翌営業日）です。

◆下水道料金　（昼間地区・足代地区の下水道事業区域）

◇下水道料金を汚水量制で選択の場合、事業区域内の水道料金と同額です。

◇下水道料金を世帯員数制で選択の場合は下記の表のとおりです。

※平成２６年３月分までは、消費税等（消費税及び地方消費税）を含めた内税、

　平成２６年４月以降は、消費税等を含めない外税となります。

（単位：円）

世帯

人数

３月分まで ４月分 ５月分以降

使用料

(税込)

使用料

(税抜)

消費税

(５％)

計

１０円未満

切捨て

使用料

(税抜)

消費税

(８％)

計

１０円未満

切捨て

１人 １,４００ １,３３０ 　６６.５ １,３９０ １,３３０ １０６.４ １,４３０

２人 ２,０００ １,９００ 　９５.０ １,９９０ １,９００ １５２.０ ２,０５０

３人 ２,６００ ２,４７０ １２３.５ ２,５９０ ２,４７０ １９７.６ ２,６６０

４人 ３,２００ ３,０４０ １５２.０ ３,１９０ ３,０４０ ２４３.２ ３,２８０

５人 ３,８００ ３,６１０ １８０.５ ３,７９０ ３,６１０ ２８８.８ ３,８９０

６人 ４,４００ ４,１８０ ２０９.０ ４,３８０ ４,１８０ ３３４.４ ４,５１０

７人以上 ５,０００ ４,７５０ ２３７.５ ４,９８０ ４,７５０ ３８０.０ ５,１３０

お問い合わせ　　　　　　　　　　　　

環境課　電話　０８８３-７９-５３４０



東みよし町中央公民館（生涯学習課）

　　　　　　　平成２６年度 　ふれあい講座受講生募集について
  本年度も、下記の要領で講座を開設します。それぞれの講座の受講生を募集いたしますのでふるってご参加ください。

 　（１）講座名並びに内容など　《６月～２月開講》

講　座　名
学　習　内　容 講　師　名 募集人員

　　　　日　　　　　程

（　会　場　） 週 曜 時　　間

中国語
中国語の 初歩等

川原亜矢
２０名 水

（三加茂公民館　２階研修室） （安徽省出身）

着物リフォーム小物作り教室 着物のリフォームと
近藤美佐子 ２０名 火

（中央公民館 ２階会議室） 小物作り（初心者対象）

吊し飾り・手芸教室 吊し飾りの製作と
石堂　由子 ２０名 金

　（中央公民館 ２階会議室） 小物作り（初級）

やさしく楽しく脳活体育教室 ストレッチを中心とした
国安　　恵 ３０名 木

（三加茂公民館　２階ホール） 初心者向き

（２）受講資格    東みよし町在住の成人男女

（３）必要経費    ①受講料は無料

   ※但し、講座により材料費等実費をご負担願う場合があります。

（４）申込み    ①原則１人１講座まででお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　 

（５）受付期間   平成２６年４月１８日（金）～４月３０日（水）  平成２６年４月１８日（金）～４月３０日（水） 受付期間を守って下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受　　講　　申　　込　　書

　 　東みよし町教育委員会　生涯学習課　行
　　  次のとおり受講しますので申し込みます。

※連絡等に必要ですので必ずご記入ください。　

 第１希望 第２希望

・申込みは１人１枚に書いてください。連絡等に必要ですので、電話番号も忘れずご記入ください。

・申込用紙が不足の場合は中央公民館（７９－３２１７）までご連絡ください。

 家庭内で回覧をお願いします  
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11vls1ud7/EXP=1362547637;_ylt=A7dPeCU1gjVRRCAAy1SU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/*-http%3A//www.wanpug.com/illust/illust2659.png 

第1
19：00～21：00

第3

第1 13：30～15：30

第1 13：30～15：30

第1 13：30～15：00

   東みよし町教育委員会生涯学習課（昼間3697番地-1中央公民館内）又は

   三加茂庁舎住民課（加茂3360番地）までお送りください。

   受付漏れが発生する事がありますので電話受付はいたしません。

   受講生が多数の場合は先着順になります。4月18日以前の申込は無効となります。

　　4月18日より受付開始

　　◆ 氏　名　 　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】     　◆ 年　齢　【　　　　　　　　歳】　　

　　◆ 性　別　 　　【　男　・　女　】　　　　

　　◆ 電話番号 　【　　　　　　　　　　　　   　　　　】　

　　◆ 住　所　 　　【東みよし町　　　　　　　　　　　　番地  　　  】　 　◆ 自治会　【　 　　　 　 　　　】　　

　　◆ 希望講座

切　り　取　り　線
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東みよし町中央公民館（生涯学習課）

平成２６年度「心のいっぷく塾」受講生募集

１・

２・ 平成２６年５月から平成２７年２月まで

３・ 東みよし町中央公民館・三加茂公民館等　

４・ 午後１時３０分から午後３時３０分

５・ 無　料　　

６・ 三加茂地区５０名　　三好地区５０名　　合計１００名

※　受講生が多数の場合は先着順になる場合があります。ご了承ください。

７・ 平成２６年４月３０日（水）

８・ 東みよし町中央公民館内　生涯学習課

　　　　　　　　　　　　　　　及び東みよし町役場三加茂庁舎住民課

★必ず申込用紙を提出してください。

９・

期　　　間 ５月～２月 （年間６～８回程度）

学習課題 健康体力作り・生活・文化・芸術・人権等　

受講場所 東みよし町中央公民館　及び　三加茂ふれあいプラザ

開催月日、学習内容については、実施前にいっぷく塾受講生に毎回通知します。

「心のいっぷく塾」受講申し込み用紙

◆ 受講者氏名 【　　　　　　　　　　　　　　　　　】

◆ 年齢・性別 【　　　　】才 　　【 男 ・ 女 】　　 ※どちらかに○をしてください。

◆ 住   　　所 【 三加茂地区 ・ 三好地区 】 ※どちらかに○をしてください。

【東みよし町 　　　　　　　番地　  　　　】

★締め切り日　４月３０日（水）

 家 庭 内 で 回 覧 を お 願 い し ま す 

　 公民館（東みよし町教育委員会生涯学習課）では、高齢者の生きがいの創造、仲間づくりなどを　

目指して「心のいっぷく塾」を開きます。内容は健康・文化・生活・芸術・人権等で広い分野の講義　

や文化を楽しく気軽に学べる教室です。お気軽にご参加ください。

対 象 東みよし町在住で６５歳以上の男・女

学 習 期 間

学 習 場 所

学 習 時 間

(講座により異なる場合があります）

受 講 料 (講座によって材料代等をいただくことがあります）

参 加 人 数

申 込 〆 切

提 出 先

受付漏れが発生する事がありますので電話受付はいたしません。

内 　 　 容

電話【　　　　　　　　　　　　　　】

切　り　取　り　線



（視覚障害者用要約）画像PDFのため、記事の要約を記述しています。

もしかして・・・高次脳機能障害？！

「高次脳機能障害」を知っていますか？
厚生労働省によると、高次脳機能障害をかかえる方は全国で約三十万から五十万人いると
も推計されています。

高次脳機能障害とは・・・病気や事故などの後遺症で、これまでできたことができなくなったり
能力が低下してしまったりする障がいです。身体の障害は目立たないのに、このような高次
機能障害のために、学習や仕事、生活が困難になってしまうことがあります。上記の症状は一
例であり、症状には個人差があります。外見からは分かりにくい障がいです。高次機能障害の
特性について、周囲の理解や支援が必要です。

高次脳機能障害について、知りたいことや心配があればご相談ください。

お問い合わせ先
徳島県西部総合県民局保健福祉環境部（三好保健所）
電話　０８８３－７２－１１２３
住所　三好市池田町マチ２５４２－４




