1月から料金改訂

4，000

4，500

8．000

以上児ではＩ〇︑〇〇〇円から83％で︑近隣の市町村の保育料

二七︑〇〇〇円に︑また︑三歳円︶に改定します︒引上率は約

では月額一九︑〇〇〇円から九︑六〇〇円︵月額三︑三〇〇

高い階層の三歳未満児の保育料月額一︑八〇〇円︶を年額三

14，150
12，330

すか︒たばこを宇治市内で買い

に役立っているのをごぞんじで

ど︑市民生活を登かにすること

建設︑道路の整備︑福祉事業な

たばこが︑学校や保育所などの

日ごろなにげなく吸っている

育成事業協力金

お買い求めください︒

ています︒たばこは宇治市内で

のたばこ消費税が宇治市に入っ

度には︑約二億一千八百万円も

二十四円ほどで︑昭和五十一年

その額は︑一箱につきおよそ

なっています︒

こ消費魏﹄が納付されることに

たばこは
市内で買いましょう

1

は実費をいただくことがあり

一・運動場・・・一時間三〇〇円

とおり使用料を定めました．

校施設便用条例﹂を制定︒次の

要でしたが︑今回︑新たに﹁学

気代としてＩ〇〇円の実費が必

用する場合︑一時間につき︑電

これまで︑学校の体育館を使

学校施設使用料

また︑第二子以降の保育料は正等を考慮して改正するもので

一五︑〇〇〇円となります︒の実態および公私立間の格差是

今まで三分の一減額をしています︒

幼稚園の保育料

ことで凌りまＩ 掘判測深4ｇ︒
じめ中小企業も︑そして働く人心
も学ぶ人も︑その暮らしと経営ｆ
をいかに﹁防衛﹂し︑維持発展
させるかということでありまし
ょう︒
年頭に当たり︑経済論をする
ようなやぽなことはいたしませ
んが︑どうか皆様がご健勝で︑
その知融と技術を生かし︑暮ら
しと経営の防衛にご努力される
よう祈り︑ここに新年のごあい
さつといたします︒

12，000
23，270

6，500
9，000 ・10，100
12，330

明るい

つとめましょう

まちづくりに

︵宇治市民憲章から︶

市では︑保育所および幼稚園の保育料の値上げ︑育成事業協力金および学校
施設使用料を新たに徴収することにともなう条例改正や補正予算案等を十二月

七年度までの五ヵ年間で財政の

今回の保育料などの改訂は︑

について了承を得ました︒

再建計画﹂を提示し︑その大綱

定例市議会に提出していましたか︑さる十二月二十八日の本会議で可決され︑

宇治市では︑十二月定例市議
健全化を計る﹁宇治市財政自主

一月から実施することになりました︒

会に︑昭和五十三年度から五十

組まれているもので︑公共料命一

が49％となっており︑市の負担
が大きくなってきています︒こ
のままでは︑今の保育水準を落
さない運営を続けることがむず
かしく︑今回︑やむなく保育料
を改訂しなければならなくなっ
たものです︒

60，000〜90，000 14，600

ますと︑その本数に応じて︑日

小倉丸山百貨店東嗇22−1607

広野町朝日ケ丘七筋目右ｃ43−0291
このマークのＳ・宣でどうぞブラッシングで思いのままのヘアスタイル。

財政自主再建の一環として取り

のあり方についても見直しを行

施設の利用者の方にも応分の負

い︑全体的な調和を計るため︑

担をしていただくという考えか
ら︑改訂することになったもの
です︒

保育所の保育料
これまで︑国の保育料徴収蕃
準は毎年一方的に引き上げられ
てきましたが︑市では︑保護者

市民税や所得税の課税世帯につ

の生活を守るという立場から昭
和五十年度以来保育料を据え置

いては︑所得に応じた負担をし

30，000〜60．000 10．550

Ｄ≫

5，250

約42％の引き上げとなり︑一番・現行の年額二Ｉ︑六〇〇円︵

これにより︑保育料は平均で

ていただくことになります︒

く努力を続けてきました︒
ところが︑五十一年度の市と
保護者の保育料の負担比率をみ
てみますと︑市が一Ｍ％︑保護者

府民の皆様︑明けましておめよき先輩︑友人︑同僚のご指導すのは︑どう考えてみても︑今ごあいさつから繰り返し申してさを増し︑倒産と失業は増えるそこで︑私どもにとって大切︷・体育館・・・一時間五〇〇円
でとうございます．新年を迎えご激励によるものであると︑年年は余りいい年とは思えないかきました．しかし︑政府は︑一一方でした．そして︑今年はさなことは︑この困難な苦しい年

京都府知事蜷川虎三

りましたが︑実
は︑二宇たりな
いので︑﹁経済
不況の年﹂であ
ったのです︒は
なはだ残念なこ
とですが︑この
ますます勢いを強

Ｄ＊

本専売公社から宇治市へ﹃たぱ

ございます

印刷所新進堂印刷

ますと︑おたがいに︑気分を新頭に当たり︑特に感謝の念を1ら互ります．皆様もご承知の昨年の暮れに︑﹁来年の春にならにキピシイ年となるでありまをどうして切り抜けるかといユ・教卒・・一時間五〇円

コ小況﹂は︑

じめ経済は安定する﹂と宣伝し年は﹁経済の年﹂だといってお

てきました︒しかし︑容が来て

7，850 ・5，500

12，000

や

煮
五ケ庄大林
費31−5509／
ｒ

，

Ｐ．Ｓ府宇治市宇冶琵琶33≫地
電話ｃ3141㈹

たにして︑何か張り切って今年くしております．とおり︑インフレはどんどん進れば不況もおさまり︑物価をはしょう．政界のエライ人は︑去ことであります．農林漁業をはハ☆これとは別に︑特別な場合に

経営の防衛の年﹂

今年は﹁暮らしと

こそがんぱろうという気持ちに毎年のことでありますが︑どみ︑物価は高くなるばかりで︑
なるものです︒ど
一うか皆様もご健康
︑お笛に祭

︷つてやみません・
い私も今年で皆様と
″ともに二十八回目
︵1≪ａ

めることと思われます︒新年の

7，500

5，000
Ｄ≫

ごあいさつにはなりませんが︑

8，300

3，000
所得税3．000円未満 5，700
ｃ＊

もＭになっても︑そして木枯ら

15，000〜30，000

2，000
4，300

ｃ

しが吹き雷が降ひだしても︑昭

Ｄ≫

3，700
3，500

市民税均等割

ひとことで言えば︑今年はイヤ

7，650

3，000
市民税所得割5．000円以±
4，750

ｃ＊

和五十二年︑昨年は︑不況がお

6，000

4，150
市民税所得割5．000円未満

0

0

0
0

ナ年なのです︒

8，100

1，500

0
0

15，000

27，000

240．000〜270，000

Ｄ

23，270

44，290

14，000

25，500

￡）10210，000〜240，000

12？30

36，170

13．000

24．000

180．000〜210，000

Ｄ≫

36，170

22，500
150．000〜180．000

39，000

23，270
12，330
Ｄ≫

／ｎｌχ

れたパーマ液＠

毛髪から生ま

3，000〜15．000

2，600

0
市民税非課税世帯

妙

戸び‰

ヅぬ

Ｄ＾

2，000

保護世帯

Ｂ

11，000
120，000〜150．000 34，400

20，500

20，250
12，330
Ｄ＾

9，500
16．000
90，000〜120．000 20．700
Ｄ≫

三歳以上児
三歳未満児

0
Ａ

■3．050

国の基ｍ 市の額
国の基準 市の額

⊇バニ

発行所宇治市役所
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幼稚園や保育所の保育料など
ｙに励まれるよう祈

ｙ

ナワ飛び遊ぴ（小倉双葉園保育所）
元気よく

保育所保育料の徴収基準額表

さまるどころか︑いよいよ深刻

571

・11靉

御利用ください

Ｄ−ｅ

懸氏

1

皆様のお近くの美容室を

④

Ｌ一天然システインだから髪をいためません。
＾Ξいやな臭いもしません。
階尉丿惚ち

／ｉ回し‰

・11・21日発行定価1部5円邨μｉ＾ｊ＝ｉ＾こｆごより昭和：ｇ年2月Ｉｅ日第ｓ種郵便物留可昭和53年1月11日発行第437号
第3種郵便物認可毎月3回1
（1）

しか勃愕靴すＩるシティレディのために

農地課税の減額

あること

ている農家が所有する農地で

③千平方μ以上の農地を耕作し

されると認められるもの

②農業生産が今後三年以上継続

当する優良農地については再度

賃与を受けるためには︑現在

宇治市内に住み︑身体障害責于

す︒申告義務のある人は早期申

帳の交付を受けていなければな

償却資産の申告は︑地方税法
告にご協力ぐださい︒

の障害福祉係にお申し込みくだ

障者手帳を持って︑福祉事務所

希望される人は︑印かんと身
産税課償却資

■あさひ保育園
保母を募集

合はお申し込みください︒

こともできますので︑必要な場

の身体障害者の団体に貸し出す

さい︒また︑車いす等は︑市内

産賭税係へお

︵資産税課︶

和鏑づくりの技法を刻明に記

・﹁和鏡﹂・・・鏡の歴史を語り︑

録するとともに﹁魔鏡﹂を再

︵公民館︶

租した伝承技術を紹介︵カラ
ト作品44分︶

りません︒

▽提出期限・・・一月三十一日

償却資産につ

三八三条の規定によって︑毎年

必要ですので︑市役所資産税課
いて申告して

租類別明細書
▽提出先・・・市役所資産税課償却

申し込みください︒なお︑先着
50人で締切ります︒

■中央婦人学級
−女性史−

録︵カラ︲作品41分︶

▽提出書類・・・償却資産申告書とたずねください︒

急いでください
償却資産の申告

一月一日現Ｅ︑市内に所Ｅする

ヘー月三十一日までに申告して
いただぐもの

認定を受けるには﹁申告﹂が

申告をしてください︒

ください︒なお昨年に﹁認定﹂
です︒

午

▽時間・・・いずれも午前10時〜正

できる有形の固定宮冤きしま

外で︑事業の用に供することが

償却資産とは︑土地︑家屋以

を受けられている人は︑申告す

︵資産税課︶

る必要はありません︒

子どもの遊びを

いても︑新たに前記の妥件に該

て﹁不認定﹂がなされた人につ

なお︑昨年中に春議会におい

申告は一月三十一日まで
市街化区扨内のＡ・Ｂ農地の
うち︑一定の妥件にあてはまる
ものについては︑一昨年から固
定宮居苫都市計国税が減額さ
れ︑一般農地なみの税額となっ
ｌ稲︑茶︑そ菜︑花︑その他
▽会場・：市民会館
受講を希里される人は︑往復
ハガキに住所︑氏名︑年齢︑電
話番号︑教室名を明記して︑1
月28日までに宇治市公民館へお

生活補助用具を貸与

■身障者に

現農業委員の任期が昭和53年

請をまだ提出されていない方は

ただきました選挙人名簿登載申

組合長さんを通じて配布してい

︲︲−−︲ｉ

紀州塗￥20．000を￥16，000

ています︒

考える教室
村上平明さん

講師・・・市立ＩＨ取小学校

お知らせ

7月19日に周了するため︑選挙

至急急曇響通じて提出しでく

既ＳＪｍ￥7．000を￥5，600

ちりめん￥2，500を￥2，000

越前塗￥32．000を￥25，600

0台付ふくさ（色／5ｆ・利休・紺・朱）

別染￥11．000を￥8，800

市長が適当と認めた農作物を
栽培しているもの
です︒
いまのおとなの方が子どもの
時に遊んだ迦ぴが今の子芦石に

習︶

テーマ・・・手づくりの遊び︵実

☆第三講・・・2月14日︵火︶

も子どもに遊ぴを伝えないし︑

伝わっているでしょうか︒大人

また︑ どもの遊ぴ場所もない

が行われますが︑選挙人名簿に

農業委員選挙人名簿
登載申請を

登載されていないと選挙権も仮

︵農業委員会︶

ださい︒
昨年末︑農捗琴薪から農家

選挙権もありません︒

紋なし＼45，000を￥36，000

一定の要件とは︑つねに肥培
管理がロＫ︑今後とも引き続
き営農を続けていく農地で︑し

農地課税審議会﹂の審議をへて

該当する農地については︑﹁

認定されますと減額対象農地と

かも︑

・Ｂ・Ｃ農地を問わない︶で

①一団の市街化区域内農地︵Ａ

面積が千平方μ以上のもの
なり︑課税が減額されます︒

所長村栄繁さん

講師・・・京都造形活動研究所

■映画のつどい

成人の日のつどい

宇治市宇治橋通り2丁目電話（0774）（ｃ2135番㈹

放なし￥18，000を￥14，400

という現在︑早どもは遊ぴを失

テーマ・：日本の伝承遊ぴ

☆第四講・：2月16日︵木︶

藤本浩之輔さん

講師・・・大阪市立大学助教授

☆第五講・・・2月23日︵木︶

Ｈ・ど−ｕ＞たら

テーマ・・・遊び空間の変ぼうと

藤本浩之輔さん

講師・・・大阪市立大学助教授

ねに点検を心がけましょう︒
Ｏ火事・救急は119番へ

家紋入￥33，000を￥26，400

ＳのＵｌヨｌ上商 店

ｏ新編柄物ふくさ小（交織）

ったのでしょうか︒一度この学
級で子μ石の遊ぴを考えてみま
せんか︒
☆第一謂・・ｉ月30日︵月︶

現状

テーマ・・・子どもたちの遊ぴの

森本隆さん

講師・＝山城教育局指導主事

テー了・遊ぴと子どもの成長

☆第二調・・・2月7日︵火︶

四︑あと始末は完全か・・・

︵消防本部︶

○防火のご相談は︑最寄りの消
防署へ

Ｗｉ製品￥11，000を￥8ｆ800

￥8．000を￥6ｆ400

家紋入＼60，000を￥48ｆ000

0万寿盆八寸角木製

別Ｉｋ￥16．000を￥12，800

紋入＼10．000を￥8ｆ000

0広ぶた尺＝木製（家紋入）

ｏ塩瀬ふくさ8号（絹ｉｏｏ％）

小規模農地の申請も
額対象農地の要件である前記②

骸当する農地の所有者は︑経

から④を屑だし︑優良農地に認

済系業観光課ヘー月三十一日ま

小規模農地については市独自

の制度は︑一団の市街化区域内

でに申請してください︒なお︑

の措置として﹁農業奨励金交付

のＡ・Ｂ農地で三百平方μ以上

すでに認定を受けられている人

定されることが必要です︒

千平方μ未満の優良農地を対象

制度﹂が殷けられています︒こ

に︑宅地並課税額と一般農地並

︵経済茶業観光課︶

は申請する必要はありません︒

石油を燃料とする器具は︑地で︑この点にご留意ください︒

ようしで転倒したりすると︑火石油ストーブの取り扱いにあ

震などが発生したり︑何かのひ︹防火の四チエ︒ク︺

災をひきおこす原因になり︑大たっては︑次の 丿エックポイン
切な財産などを失ったりしま卜に注意しましょう︒
す︒一︑場所は危険でないか・・︒
現在︑移助式の石油ストーブ近くにカーテンやふすまがな
は︑耐震自動消火装置付のものいか︒人の出入ｏが多い場所

石油ストーブ
耐震自動消火装置

でないか︒

ついていますか
二︑器具は安全か・・・
グンクの油もれ︑バルブの故
障はないか︒

か︒火は完全に消えているか

＝ツクは完全に閉っている
説明書どおり正しく使つてい

三︑使い方は正しいか・・・

教育学級

この防火四ｌＫ≪ ＾＜Ｎは︑火気
使用器具全般に通用します︒つ

図
新春の御祝事必需品特価奉仕（2月末まで）
ｓ‥家紋入りふろしき・ふくさ・広ぶた（ｒ昌寛）
ｉ

4ご・踏，紬

Ｏ広ぶた尺Ｓ．木製（絵入）

ｏ白山紬ふろしきＨ巾（絹ｉｏｏ％）Ｏ本綴式柄物ふくさ・ｊヽ（細ｉｏｏ％）

■結納相談
コーナー常設
「結納の選び方」
「しきたり」
「あいさつ」等
どんな些細なことで
もご相談下さいませ。
専門の係員が真心を
こめて、ご説明させ
●13号（結納金50万程度）
ていただきます。
5点セット33，000円

中央家庭

るか︒洗濯ものなどの乾燥に
使用していないか︒

するのも大切なことです

：ぷＳＩＳ！5−
：
…………………………………

石油ストーブを点検・手入れ

課税との差額を奨励金として交
付するものです︒この場合■≫＆
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