・
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市政モニターに委嘱されましたが︑第一回目の市政モニタ
ーの集いが五月八日の午後︑市職員会館で行われました︒
これには︑島田市長も出席し︑﹁宇治市は人口急増都市
で︑さまざまな問題が出ていますが︑これの解決のために
は︑みなさんの智恵をお借りしていかなくてはなりませ
ター制度や昭和五十二年度の施政方針についての説明があ

ん﹂とあいさつ︒広報・広聴活動のなかにおける市政モニ
ったあと︑地域での問題や市の財政などについて︒参加者
から質悶と意班が活発に出されました︒

ことしは憲法・

地方自治法施行

工事のあり方︑また︑財政問題に

そく︑交番や信号機の設置︑道路

三十周年です

ん︒たとえば︑みなさんの家のま

ついて︒要望や意見か活発に出さ

積み重ねです︒民主市政は︑市民

ています︒市民のみなさんのなか

限り市政に反映していくことにし

民の方の生の声を尊重し︑できる

を保障し︑調整する国税の再配

地方交付税は︑市町村の財源

時代に入るなか

がいわゆる低成長

ところか︑経済

しかし︒国は︑今年度も制度

と定められています︒

改正や交付税率には全く手をつ

けず︑借金によって切りぬけよ

うとしています︒これでは︑問

宇治市は︑仝国の自治休とと

題の解決にはなりません︒

もに︑交付税率をさしあたり四

かけています︒︵つづく︶

〇刄に引き上げるよう国に働き

おすすめしたいボーナス預金

おａｉし入れ自山な普通預金と．布利な自勣剱

● 京 鼠 キ ヤ フ シ ュ カ ー ド な ど も ご 利 用 い た だ ｌ ｔ ます．

2年で507ｊ円、10077円を目標に．ｍｍが衆し

満期日ごとに自動的に書き替えらｔｉｉ．す．

●お利息は、足斯預金と同じです．

そのため利息が利息を生んで大変有利に励え
、ていきます．・
≫ 2 年 も の ■ ■ ■ 年 利 ． 幻 ％ ● 6 ヵ 月 し の … 年 ？ ｉｌ5．00％
・ 1 年 も の … 年 利 5 ． 7 5 ％ ・ 3 ヵ 月 し の ・ ・ ・ 年 利 3．75％

ていますが︑その具体的な活動と
なると︑全国的にまだまだ模索の
宇治市では︒モニターの方に︑

段階にあるといえそうです︒
アンケート調査やモニターの集い
また︑日常的な随時通信などを通
いているほか︑地域にあっては世

じて︑要望や意見を出していただ

ます︒

論の指導者になっていただいてい

民主市政を推進

市民の総参加で

島田市長は︑﹁宇治市では︑憲
参加する民主市政の推進を市政の

法を暮らしの中に生かし︒市民の
柱にしていますか︑これは︑決し

わりでおこっているいろいろな問

てむずかしいことではありませ

題を︑みんなの智恵をもちよって

で︑モニターになられた方は︑こ

のみなさん一人ひとりか︑市政に

市では︑今後とも︑これらの市

れていました︒︒

市政モニター制度は︑昭和四十

としの方を含めてすでに千名を越

分制度ですか︑昭和四十八年の

鈍化︒このため︑
国税三税の三二が

で︑国税の伸びも

では︑地方自治体

石油ショック以来︑多くの問題

交付税の財源には︑所得税・

か必要とする額を

点か表面化してきました︒
法人税・酒税という三つの国税

確保できなくなっ
法律では︑交付税の総額か引

の一定割合︵交付税率︶か充て

少しずつ引き上げられてきまし

き続き著しく不足したときは︑

てきました︒

たか昭和四十一年からずっと三

地方財政制度を改正するか︑交

られます︒この交付税率は︑グ

二ガに据え置かれたままになっ

付税率を変更しなければならい

ラフのように制度発足当時から

ています︒

地方交付税制度︵中︶

談室まで気軽にお越しください︒

で市政に要望や意見がありました
このモニターの集いでは︒さっ

ら︑市役所玄関にあります市民相

七年に男女二十五名ずつの五十名

京滋バイパス関連道路の交通

生・野生動物・自然景観などの調

文化財︑農林業に対する影響︑植

と市民のみなさんの行政への参加

参加することからはじまります﹂
ところで︑この市政モニター制
度は︑住民の意見を聞くという広

急増にともなって市民要求も多様

聴活動の一環として位置づけられ

量や道路環境︑京奈バイパス

十一日に開かれる次回の協議会で

財政を考える

化・複雑化してきたため︑その翌

ルート周辺部の環境影響評価を実

の北上など将来建設予定道路

これらの調査の実施要領を決め︑

を訴えました︒

えています︒

しよさを追求していくことなどの

解決していくこと︑みんなで暮ら

憲法を暮らしに生かそう

で発足︒ところが︑あいつぐ人口

市政モニターの集い開く

ままの交付税率

234029番
市民相談室の電話

・

ル
ト
メ
ロ

▼月一回︑出張相談も行いま

●

すのでご利用ください︒
・
・

積一

面

このほど︑無作為に選ばれた二百人の方が五十二年度の

■■■−■●・・●

年から定員を二百名と大幅にふや
しました︒この数は︑全国の類似
都市では例をみない大規模なもの

日照および電波障害について
現状調査

施しますか︑このほど︑評価する

査内容については︑前回の協議会

高架部分といったように構造

調査時期や測定の場所︑測定の方

交付税率のアップを

泰京都銀行

㎜㎜

市政モニターのつどいであいさつする島田市長

京バイの環境調査項目

︹工事中の影響︺
まだ︑くわしい計画や構造か
決定していないので︑調査内
容については決定しないが︑
工事に伴って発生する公害な
どを予測し︑安全対策をはか

十二項目のうち︒交通問題やコミ

の計画︑国道二十四号線や府

で決まっており︵五月一日号既

る

ュニティなど社会科学を中心と

道京都宇治線など既設道路の

なお︑大気汚染や騒音︑振動︑

した六項目の調査内容を決めまし

報︶︑これで︑十二項目全てが決

別にポーリング調査をし︑地

今後の取り組みとしては︑六月

まったことになります︒

あたる地域の家屋数や人口構

貫・地下水の状況を調査︒志

トンネル部分や半地下部分︑

︹地下水と排水︺

成︑自治会の範囲︑生活道路

公共施設や通学路︑ルートに

︹コヽヽヽユニティ︺

の利用状況などを調査

る地域のみなさんに説明すること

みな預金です．
おｍかり金観は1万円から、ご計園に合わせ
てフコースをご用意しました．

ボーナスは
京銀へＵターン

市の人□

になっています︒

昭和41年から据え置かれた

姦フアミリー積立

（昭和52年5月1日現在）
世帯数41，301世帯
前月比195世帯増
｀人□141，642人
男71．511人
女70，131人
前月比684人増

法などを︑ルートに予定されてい
系水脈調査
︹生活環境︺

（3）

続Ｓ！の定刈預金，さらに不意のご入川に偏え
て ． 自 動 ご 融 資 ≪ ． 一 冊 に セ ッ ト さ ｔ ｌ て い ま す．
・−ｉ共叫金などの自助ｘ払いサービス

轟ファミリー総合口座

電話＠3141㈹
新進堂印刷
交通状況など︒

︹交通問題︺

の整備問題など

の実態︑工場立地︑笠取地域

市政に反映

た︒

では︑バイパスに予定されている

会長日︲庄司光京祁大学名誉教授｀

京滋バイパス環境対策協議公︵

社会科学関係も決まる

みんなの声を
津川の水質調査︒各地域の水

︹土地利用および
産業に対する影響︺
土地利潤の状況︑商圏︑観光
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入所を必要とする全ての児童に保育所での集団保育を
保障するＩこれは︑宇治市の保育行政に対する考え方
の基本です︒しかし︑現実には︑希望者が全員入所する
ということにはなっていません︒そこで︑今回は︒保育

ならないことなどによって︑市か

て︑用地費などか全く補助対象に

基準が実情に合わないことに加え

なっています︒しかし︑国の補助

経費は国か半額を補助することに

保育所を建設するばあい︑その

す︒

ち出しが必要になってくるので

るのに︑約二億五千万円の市費持

います︒こうして︒保育所一つ造

一千二百万円は全額市か負担して

費の一億七千七百万円と造成費の

まかなっています︒さらに︑用地

は府支出金や宇治市独自の財源で

訟﹂を起こしました︒これには︑

国を相手どっていわゆる﹁摂津訴

分の一を補助していない﹂として

﹁国は児童福祉法で定められた二

ます︒

体にとって大きな負担となってい

負担の象徴ともいわれ︑地方自治

補助を国に要望

人口や産業経済︑社会︑文

宇治市では︑このほど︑

十年間に約二倍にふくれあかっ

まず︒︒とくに︑昭和四十年から

とがおわかりいただけると思い

や世帯数が急激に増えているこ

二・二人と男の比率か多く︑こ

時で女一〇〇人に対し︑男一〇

男女別では︑五十年国勢調査
教などの基本的な統計を集

大久保町︒菟道︑

す︒︵つづく︶

少ないのに比べると特徴的で

れは︑府全体が男九六・九人と
めた﹁宇治市統計書︵五十

明足町などでの増

地域別にみますと︑小倉町や
そこで︑宇治市の現在の

加が著しい反面︑
白川や志津川︑宇
治では減る傾向に
あります︒
︵一平方キロＭ当

また︑人口密度

いくことにします︒

り︶では︑五十年
の国勢調査時で開

明星町の一万七〇

五一六人︑これに

町が最も高く二万
るまちだ″とよくいわれますが

八人︑羽拍子町の

いったいどのくらい増えている

九︑五三七人か次
゛いでいます︒

数字で見る宇治の姿

い︒昭和三十年代後半から人口

まず︑グラフをごらんくださ

の価格は上の表の

︒宇治市は人口が急増してい

急増する人口

でその主な内容を紹介して

くために︑今後︑シリーズ

みなさんに理解していただ

姿かどうあるのかを市民の

た︒

ています︒

とにしています︒

かけを一層強力にすすめていくこ

市長会等を通じて国に対する働き

手をつなぎながら︑全国知事会や

宇治市では︑市民のみなさんと

りません︒

過負担を解消していかなければな

上させていくには︑どうしても超

政のレベルを落とさず︑さらに向

深刻化するなかで︑現在の保育行

今後︑地方財政危機が引き続き

大きな役割を果たしています︒

ず︑国庫補助の改善や内容充実に

は厚生省も否定しきることはでき

この訴訟における摂津市側の主張

しました︵現在控訴中︶︒しかし

二月︑国側の勝訴の判決を言い渡

りましたが︑東京地裁は昨年の十

る全国の自治体も大きな支援を送

宇治市をはじめ同じ悩みをかかえ

そこで︒大阪府の摂津市では︒

らの持ち出しが増え︑いわゆる超
昭和五十年度に建設した宇治保
育所︵定員百五十人︶のばあいを
例にとってみましょう︒建設費約
一億円のうち︑国の補助は約二千
七百万円で三割にも満たず︑残り

実情にみあう

過負担を生むことになります︒

卵ぺ器器
11111111111ｗｍｌ・

総額ｚ億令ｌＺ73−ｎ。うち
一年度版︶﹂を発行しまし

ｌ

所増設をめぐる問題点について考えてみましＩつ︒

増える入所希望児
宇治市の人口のうち︑小学校へ
入学する前の児童数は約二万人︒

市負担は一保育所で
二億五千万円に

の地価を算出したもの︒国土利用
計画法に基づく土地取り引き規制
において土地価格算定の基準とさ
れるほか︑一般の土地取り引きで
の指標ともなります︒
京都府内の標準地点は三百七十
地点︵市街化区域に二十二地点︑

七点で︑そのうち宇治市は二十三

この公示価格は︑毎年一月一日

市街化調整区域に一地点︶です︒

れました︒
現在の土地動向を調査し︑標準地

？，ぴ7＋耶

く同地貴・＾起首刈傀
護昌謬

とくに︑このごろの厳しい生活の
なかで︑乳幼児をかかえた婦人の
就労かきわだって増えており︑そ
れに伴って保育所入所の希望も高
まっています︒
これに対し宇治市では︑昭和四
十五年から公立保育所を毎年ほぽ
一ヵ所ずつ新設するとともに︑民
間保育園への助成制度を確立し︑
保育所の定員増をすすめてきまし
た︒
今年の四月には南浦保育園と明
星保育園の二つの民間保育園か誕

地価はほぼ横ばい

11111ＷｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＷｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＷｌ

超過負担解消が急務

52年の公示価格を公表
宇治市内の平均地価はほぽ横ば
いＩ五十二年の﹁土地公示価
格﹂かさきごろ国土庁から公表さ

今回の公表によ
ると︑府内の土地
動向は昨年に比べ
平均地価でＩ・〇
が上昇し︑宇治市
内ではＩ・一ｓの
上昇となっていま
す︒

建設費Ｉ億53万円
のでしょうか︒

各標準地点とそ

保育所建設では市が多額を持ち出し

とおりです︒
なお︑地価調査
は京都府でも実施
していますので︑
にお問い合わせく

くわしくは用地課

︵用地課︶

ださい︒

4≫宇治木材株式会社

代表取締役村上宏
宇治市五ヶ庄声角45−2ＴＥＬ07川に昌

■諸官庁納入
■ト・一ヨサッシ特約店
■ｍ合住宅建設資材特約店

保育を考える
51年・52年の公示価格

ｌ

困難な保育所建設
109，000
51，000
61，000
50，000
53．500
46，500
56，000
55，000
18，000
122，000
64，400
48，000
46，000
41，000

六地蔵町並41番2
木幡南山畑28番15
木幡御蔵山39番297
木幡北畠41番15
五ヶ庄新開12番37
五ヶ庄西田46番2
菟道車田10番23
明星町2丁目6番43
白川川上り谷60
宇治妙楽159
宇治若森29番2
宇治大谷26番53
槙島町南落合70番13
槙島町中川原158番1外
槙島町落合109
広野町桐生谷34番11
広野町宮谷35番3外
広野町西裏78番1
南陵町2丁目1番59
大久保町旦椋3番27
伊勢田町井尻ＩＯＳ番外
伊勢田町遊田12番166
小倉町久保11番1

52年
51年
標準地

113，000
51，500
61，500
50，500
54，000
46，500
56，500
55，500
18，000
122，000
65，ａ0
48，500
46，000
41，500
27，000
59，000
52，000
124，000
58，）00
53，000
50，700
54，000
55，500
58，500
51，500
124，000
56，500
52，000
50，500
51，000
55，000
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児童福祉の諸手当

申請は6月末までに

話題

特別児童扶養手当

宇治市心身

②今年の11月30日時点において︑

大久保・広野・神明・城南荘・宇治・蔭山

◇

○スクールバスで送迎しています。

種苗類など︶⁝2万4千円

申請される方は5月31日までに

宇治市農協各支所へ申し出てくだ

さい︒お問い合せは︑市役所経済

茶業観光課︑または宇治市農協︵

電話22局1241番︶まで︒

今月中に

申告納付を

特別土地保有税

ＴＥＬ0774−43−8100まで

スイミングスクール

ト申し込みは京都府久世郡久御山町下津屋41

●定員1クラス100名（先着順）同志社大学水泳部ＯＢ会主催

出すまい

ウッカリ火災

暖かくなるにつれて︑﹁ついウ

これは︑暖房器具を使っていた

ッカリ火災﹂かふえています︒

ときはいつも火気に注意していた

のか︑暖房器具をしまってしまう

と︑火に対する注意がうすれて︑

﹁ついウッカリ﹂かもとで火災に

最近︑ベンジンを使って着物の

なることか多いためです︒

シミぬきをしているとき︑付近の

電気火花で引火してヤケドをした

●期間7／21〜8／31（5期）●時間（クラス）8：30〜10：00，9：30〜11：00．10：30〜12：00

・四料（回）｛：窓二
￥5，800

●費用5，000円（ｗ．ａｓｍ）●対象者小学校1年生以上

宇治川に稚アユ放流

ことができます︒

6月から釣れます
は3級以上︑または知能指数50以

満たすものです︒

対象となる水田は︑次の要件を
①昭和44年度に稲の作付けか行わ

下︶を養育していて日木国籍を有
されます︒

している方には︑月額千円か支給

農地法に基づく転用許可︒また

れていたこと︒
宇治市心身障害児福祉手当現況届

は申請などがなされていないこ

すでに受けておられる方には﹁

﹂をお送りしますので︑・必ず提出

ているときに子供がケガをしたの

という事故︑また︑天ぷらをあげ

で︑手当てをしているうちに鍋に

ウッカリ火災か発生しています︒

火が入ってポヤをおこしたなどの

たん火を消すか︑人に頼んでか

○火のそばを離れるときは︑いっ

の危険な物品を使うときは付近

○シンナーやベンジンなど揮発性

らにしましょう︒
○一般奨励作物︵大豆︑飼料作物

励金額は次のとおりです︒

対象作物と10アールあたりの奨

ます︒

付けされている場合も対象となり

なお︑小面積で自家用野菜を作

重複して栽培されているもの︒

︶に︑おおむね連続一ヵ月以上

③稲作期間︵6月15日〜10月14日

と︒

してください︒
なお︑これらの制度や届けにつ
いてのくわしいことは︑福祉事務
所福祉課までおたずねください︒
︵福祉課︶

稲作転換に
奨励補助金

めましょう︒

に火気かあるかどうか十分確か

野菜︑果樹など︶⁝3万4千円
など︶⁝2万9千円

○特認食用作物︵小豆︑栗︑ゆず
○特認非食用作物︵花き︑花木︑

￥4．200

○近鉄大久保駅よりスクールバスで送迎します。

○入会金￥5，000

○優秀コーチによる1グループ約10名の小グループ能力別指導ですので，上達は抜群です。

小倉・伊勢田の各地区1日8便あり。

ｏ光化学スモッグでも練習できる本格的室内温水プール

制斗コース生徒募集中

夏休み特別クラス生徒募集受付開始5月25日
午前11時から

今年は五ヶ庄にも新設
ひろば

夏野菜すくすく生長
老人園芸

児童手当
児童扶養手当

まちの

障害児福祉手当
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告知板
6月1日から水道週間

15ヵ所で出張相談

われ︑水源確
保などか大き
な課題になっ
ています︒
宇治市では
急激に増える
水の需要に応
えるため︑自
己水源の開発
を中心とした
張事業に取り

第四次水道拡

ふだんは意外と見すごされがちで
組んでいます︒そして︑ことしの

くことかできない水道について︒

ちの生活はどうなるでしょうか︒
す︒・

もし︑水道かなかったら︑私た
想像することもできないと思いまＩ
夏からは︑一部の運転を開始し︑

貨について二回にわけて説明し

ろな方法がありますが日用品雑

品物の品質を表すのにいろい

月に追加されたものです︒同時

ミニウムはくの四品目は昨年十

なべ︑湯わかし︑ほ乳器︑アル

二十九品目が指定されており︑

るよう義務づけています︒現在

枚数をそれぞれ表示することに

方形のもの︵落し紙︶は寸法と

ールのものは寸法︵幅×長さ︶

ーパーがあります︒これにはロ

いる商品の一つにトイレ︒トペ

最近︑水はつくられるものとい

◇

・ｔｗしょ つＯ

に︑従来からあった洗剤の表示

なっています︒買うときは︑価

す︒それほどまでに市民生活に欠

まちにただよう新
茶の香りＩいま︑

市内の茶農家や製茶

五月十六日には島田

工場は大忙し︒さる

市長も各工場をまわ

ここ白川にある共

って激励しました︒

でも︑つぎつぎと運

同製茶工場︵写真︶

びこまれる茶の葉を

機械で加工︒一日お
よそＩ・八ｊのお茶
か誕生しています︒

日用品雑貨は洋がさ︑歯ブラ

に﹁せっけん﹂か含まれること

﹁品質表示法﹂で指定されて

シなどのように日常生活でよく

確かめるようにしましょう︒

格や見かけだけでなく︑表示も

日用品雑貨の

しかし︑まだまだ不十分であ

になりました︒

企業で広範囲に製⑥
造されています︒

﹁品質表示﹂を確めて
定︒指定されていても改善か必

材料の種類のほかに取り扱い上

湯わかしなど多くの商品には︑

また︒たんす︑サングラス︑
要なものを見直すことが重要な

の注意を表示することになって

り︑今後︑問題のある商品の指

課題となっています︒

います︒
このような表示は︑購入の際

Λ日用品雑貨を︒

に注意するのはもちろん︑購入

購入するときにＶ
私たちが日用品雑貨を購入す

後も製品と共に保管し︑まちが

6．3（金） 紫ヶ丘公民館小倉双葉園前
蓮池児童公園

時間はいずれも午後1時〜4時

神明公民館

絵の絵画教室を開きます︒対象は

公民館では︑昨年に引き続き油

いてみませんか︒

あなたもキャンパスに油絵をか

日用品雑貨は身のまわりの商

ぐのに役立てましょう︒

です︒しかし︑合理的な生活を

品か多く︑安易に買い求めかち
営むために︑まず身近なものか
ら豊かな商品知識をもち︑品質

◇

表示を確認する習慣をつくりま
しょうＯゝ

次回は︑日用雑貨品のうち昨
年十月に改正され︑今月から実
施されている洗剤の表示につい

︵交通労政課︶

検針・集金員を募集

5月27日
身障者の
更生相談

身体障害者の巡回更生相談を行い

ます︒肢体の不自由な方は午前10

時から午後3時まで︑言語や目︑

耳などの不自由な方は午後1時半

相談の内容は︑身体障害者手帳

から午後3時まで︒

の交付申請や障害等級の変更に必

生医療などです︒心臓など内部障

要な診断︑補装具︑施設入所︑更

害の診断はいたしません︒

相談を受けられる方は︑印かん

と身体障害者手帳をご持参くださ

い︒・身体障害者手帳の交付をはじ

めて申請される方︑および再交付

を希望される方は︑顔写真︵4り

補装具の相談については︑補装具

μ×3りμ︶が必要です︒また︑

なお︑相談はすべて無料ですの

を必ず持参してください︒

︵福祉課︶

で︑気軽にお越しください︒

業︑年齢を書いて︑宇治市公民館

室名︑氏名︑住所︑電話番号︑職

公民館へ6月8日までにお申し込

職業︑電話番号を記入し︑宇治市

住所︑氏名︑年齢︵生年月日︶︑

希望される方は︑往復ハガキに

す︒

︵宇治市宇治琵琶33︶へお申し込

︵公民館︶

みください︒受講料は無料です︒

操作技術講習会

16ミリ映写機

道具についてお知らせします︒

円を納めていただくほか︑必要な

なお︑第一講のときに教材費千

せていただきます︒

みください︒先着40名で締め切ら

ご希望の方は︑往復ハガキに教

す︒

絵を5枚製作していただく予定で

生の指導のもとに︑10号程度の油

開きます︒宇治市美術家協会の先

9時までで︑市民会館大会議室で︑

までの毎週火曜日︑午後7時から

講座は︑6月7日から8月9日

歳以上の方です︒

れるか︑または勤務されている16

初心者の方で︑市内に住んでおら

油絵をかきませんか
＝絵画教室＝
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を受けるため︑表の日程で出張相

んから水道に対するご意見や相談

週間の行事として︑市民のみなさ

なお︑宇治市水道部では︑水道

みんなで考えてみましょう︒

ます︒この機会に︑水道について

六月一日から水道週間か始まり

ています︒

給水能力の増強をはかることにし

6．2（木） 東宇治消防分署受＾
て説明します︒

゛

がり

でんきの安全まもる数関西電気保安協会
京都支部

御蔵山集会所栞＆♂Ａ箭
6．1（水）

った使用による事故や損害を防

お宅では、電気を安全にお使いですか

水道出張相談日程

るときに注意したいことを︑例

雷昌肌ｍ）

6．25
〃
操作テスト
4−
5 6．29午 後7時〜9時

6．7（火） 槙島公民館電々公社前
80°Ｃ
ＨＢ−1234

場所
月日

をあげて説明しましょ つ︒

講習会の日程

伊勢田派出所横
やわらかめ

毛の
かたさ
耐熱温度

市内で買いましょ
う

6．23午 後6時〜9時 操作練習
6．24午 後1時〜9時 （都合のよい時間に）

3

●，
1。●●Ｗ゛

毛の材質

タバコはコは

内容
月日 時間
午後6時30分〜9時
オリエンテーション原理と構造！
1 6．13−−
構造と操作
2 6．15
〃

ｆＩＩＳＩ
歯ブラシの例

いっせいに製茶作業

6．6（月） 大久保小学校農協大久保支所

ＡＳ樹脂
天然毛（豚
毛，狸毛）
柄の材質

〜まちにただよう香り〜
使用するものであり︑主に中小

消費者コーナー

当協会は、漏電・感電・電気火災め危険を防ぐために、法律によって、1年お

きに1回、職員がお伺いして、電気配線の安全診断をしています。
みなさまのお宅では、コードを釘やステップルなどで柱や壁などに固定してお

られませんか。こんな配線は、漏電や火災の原因になり危険です。
専門の工事店に依頼し、安全な配線にお直し下さい。

京都市東山区今熊野池田町4−8電話（075）541−5375（代）
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