再建計画に基づき編成
三月市議会に予算案提出
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市の人口

宇治市議会三月定例会か︑三月二日から二十六日間の会期で開かれています︒この三月市議会は
通例︑﹁予算市議会﹂とも呼ばれており︑島田市長は︑三月二日の開会の冒頭︑昭和五十三年度の
宇治市政の運営と施策についての基本方針を説明︒一般会計と水道事業会計︑五つの特別会計の各

とくに︑新年度は︑昨年暮れ

再建団体には絶対に落さないこ
とを目標に予算を編成していま

このため︑一股会計は百四十

す︒

鷹五千万円余で︑昨年の当初予

を直班し︑倒産企業が続出した

とにしています︒このため︑地

発など借金によって措ほするこ

みますと︑一段と地方財政危機

昭和五十二年度を振り返って

成されたのですが︑大量の国債

で︑五十三年度の国家予算が編

このようなｍ大な危楷のなか

われる國の地方財政計画では︑

自治体の予算編成の指標とい

積
面

月補正額と比べて〇・五％しか

ほぽ年間予算に肉付けされた六

算︵骨格︶と比べて八・五％︑

予算案を提案し︑その大綱について説明しました︒本号では︑島田市長の施政方針および一般会計

に策定した﹁宇治市財政自主再

め細かく編成しています︒

を中心とした予算の主な使いみちなどについて特集してみました︒

市長になって二回目のもので︑

建計画﹂の初年度に当っており

今回の当初予算一編成は︑島田

ますが︑十四万市民のくらしを
この再建計画に苔づいて︑赤字

斂しい社会情努のなかではあり

守るという立場でできるだけき

また︑地方財政は巨額の財源

はないかとｓ念されます︒

新年度に臨みます私の所信を
り︑雇用情勢が思化するなど︑

方財政は借金体貿をいっそう色

市長の施政方針

申しあげ︑みなさまのご理解あ
国民の生活はますます苦しくな

ａくし︑近い将来︑その償還が

れに対しても國は︑地方債の増

不足に見舞われていますが︑こ

るご協力を賜わりたいと思いま
ってきています︒

︵要旨︶

す︒

が深まりましたが︑私は︑この

増発に依存した史上最高の公共

五十二年度比一九・一％の伸ぴ

璽荷となることは避けられませ

年を財政目主再建の勇国めの

投資によってＭＭの回復を期待

67．29平方キロメートル

後退させることのないよう配ほ

中心とずる福祉万策については

を入れてこられた社会的弱者を

っています︒このままでは︑今

するとともに︑所得減税を見送

心とした経常経賀を極皮に圧縮

している反面︑社会保障費を中

率の引き上げは兄送られ︑当面

地方行財政制度の改正や交付税

して大型財政となっていますが

となっており︑国家予算に呼応

とにつながると考えられます︒
私は︑この点につき︑地方財
政植拡充の立場で︑国に対し強
く励きかけを行っていくつもり
ですが︑・いずれにしても本市は
五十二年度以上に厳しい財政運
営を期していかなければならな

綱の改正について報告があっ

占用使用料および開発指導要

およぴ中学生の行ｍ明者に

育料等の改正に伴う納入状況

は︑教育委員会から幼稚園保

していく︑と説明︒午後から

今後︑私立での定員増を妥望

百七人が定員超過となるため

報告があり︑公私立合せて四

ｍ ＜られました︒

点について対策を謂じていく

た幅広い関係者との連携の四

家庭︑育友会等をはじめとし

りまく地域社会環境の整備︑

かる授業への転換︑生徒をと

ちこぽれ生徒の対策およぴわ

議会だより

た後︑集中浄化撹の維持管理

二月に開かれた各委員会の概

Λ市民環境常任委員会Ｖ

要は次のとおりでした︒

関する経過と対策等について

特別委員会Ｖ

Λ京滋バイパス対策

について市の行政指導強化等

謂願審査のため︑古川︑巨椋

環境対策協議会が定めた環境

Ｏ二月二十日⁝⁝京滋バイパス

その後︑市から︑国民健康保

件が継続審査となりました︒

の推進についての請願ほかＩ

請願審査に入り︑都市化対策

Λ文教福祉常任委員会Ｖ

について現地調査︒

およぴ廃這予定の二十三路線

らは︑三月定例会で市道認定

継続審査としました︒午後か

を要請する請願の審査に入り

としては︑事件の反省をふま

あり︑この中で︑教育委員会

ＡＭｒ後の対応について報告が

て教育委員会から事件の経過

よる覚せい剤使用事件につい

〇二月十六日⁝⁝市内中学生に

た︒

況について

ら︑その内

決定されたことにより︑市か

四項目の環境調査実施要綱が

門としてコ

ほか五項目およぴ社会科学部

自然科学部門として大気汚染

委員会活動から

Ｏ二月二十七日⁝⁝午後から︑

川連結の水門工事箇所ほか三

険料の改正および宇治廃棄物

Ｏ二月十日⁝⁝午前中︑市から

ぴ生活指導の充実・強化︑落

え生徒の生活態度の観察およ

アセスメント十二項目のうち

処理公社の経過等について報

五十三年度の保育所入所申請

箇所の現地調査を行った後︑

告がありました︒

および未措置児対策について

報告がありました︒

Λ建設水道常任委員会Ｖ

本部﹂を発足させましたが︑こ

す︒

を進めていくことになっていま

報告がありまし

ｉｌｉＫイーほか

Ｏ二月十五日⁝⁝午前中︑道路

の本部を中心に︑今後の行財政
なお︑三月一日に︑市長を本

退させない﹂という立場で予算

部長とする﹁財政自主再建推進

はなっていますが︑休日急患セ

ルパーの派遣事業︑心身障害者

ア″プしておらず︑国家予算の

共同作業所の運営︑在宅の寝た

を組んでいます︒
九・一％︑京都市の一五％︵い

ンターの新設︑盲人用ガイドヘ

ずれも当初予算比︶と比較する

予算委員会で集中審議

建の初年度として︑いっそうの

に村田省蔵議員︑副委員長に川

算特別委員会を設ａし︑委員長

三月二日に︑十八名からなる予

経費の節減と事務事業の徹底的

が続けられることになっていま

原一行議員を選出︑慎ｕｉｍｓ

今後の予算委員会の日程は︑

す︒

十三日から十六日までの毎日と

十八日︑二十日に開かれ︑二十

二日には予算についての総括質

問が行われ︑委員会としてのま

料や有料ゴミ手数料などの改定

一方︑内部的には︑道路占用

ていきたい＼ｍ Ｗ．ています︒

ぶ通じて︒︑引き続き折衝を行っ

協議会等︑あらゆる組紐と機会

などが審議され︑採決がとられ

はじめ︑条例の制定や一部改正

定で︑提出されている予算案を

二十七日に本会議が開かれる予

っていますが︑今後︑十七日と

すでに七日と八日の二日間で終

また︑本会議の一股質問は︑

とめが行われる予定です︒

をはじめ︑宅造協力金の引き上

水料金引上げに伴い五十三年度

料金についても︑山城水道の原

ください︒

定される本会議をぜひ傍聴して

のです︒新年度予算が審議・決

いかかわりあいをもつ大切なも

予算は︑市民生活に非常に深

ることになっています︒

中に料金改定をお願いせざるを

これらの改定は︑いずれもＩ

得ないと考えています︒

を考えております︒また︑水道

げ︑国民健康傑

会や全国市長会︑人口急増都市

財政制度改革のため︑革新市長

つまり︑国に対しては︑地方

回復に特に意を用いました︒

努めるなど︑経常収支の均衡の

に働きかけて依存財源の確保に

に︑国に対しては積極的に強力

得て一定の収入をはかり︑さら

な見直しを行うとともに︑市民

五つの重点
施策を推進

のみなさんのご理解とご協力を

ぎり盛り込み︑﹁福祉施策は後

活を守るための施策を可能なか

金の増額など︑社会的璽

きり老人への浴槽扶助︑奨学資

二〇・三％︑地方財政計画の一

本会議で方針を説明する島田市長（後方は野上議長）

と伸ぴ率は低くなっています︒
このように︑圧縮した予算に

事業見直しも

経費の節減

財政の自主性を放棄していくこいと考えています︒

財政自主再建計画︑強力に推進

ん︒

年と位ほづけ︑効率的な行財政
運営に耳剣に取り組むとともに
五十三年度を第一年度とする﹁
財政自志再建計画﹂を策定いた

し︑さらに︑市民生活に直結す

応ですませています︒このこと
は︑地方財政をますます政府の

の財政対策という近視眼的な対

決定に委ねることになり︑地方

後︑国民の生活はさらに苦しく

膨大な公共役資が資材の高騰を

なるのは必至で︑そればかりか

招き︑インフレにつながるので

る昌施策についても可能な限り

しかし︑四年来の不況に加え

推進してきたところです︒

しました︒また︑歴代市長が力
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財産づくりのエース

＊期間中10万円以上の定期預金（期間1年以上）を新規に

お預け入れの方に「梅のガラス小鉢」知しあげます。

一般会計

なお︑今国会で地方税法の改正が予定

ています︒
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歳入
されており︑可決されれば︑それにとも
ない市税条例の改正も行われることにな

つづいて多いのが︑国庫支出金のニニ

ります︒

っている市債は九億四︑四八〇万円で昨

二〇六万円︒

▽市民会館図書室の図書鴎入に

運営費として八二万円︒

▽公民館の各種学級・講座等の

て三︑七一三万円︒

▽私立幼稚園の就園助成金とし

費として一九〇万円︒

教育環境の充実
豊かな人間教育めざし

入・運行費に二Ｉ○万円︒

▽笠取第二小の通学用自動車隅

▽こＡＪｉ5の教室開設にともなう
備品購入などに四六二万円︒
▽小・中・幼稚園の施設維持修
嫌費として三︑二六〇万円︒
▽教材備品の充実︑開校にとも

▽すでに開校している伊努田小
・大開小・平盛小・三室戸小
・剛宇治中の各学校施設を山
城学校建設公社から買取る費

用として二啓一︑八〇一万
円︒

の校合増改築事業に四億三︑

▽小倉小・西大久保小・木幡中

八一七万円︒

建設公社に建設≪ｆｆｉする大

▽債務負担行為として山城学校

開小と平盛小それに四月開校

の用小倉小と西小倉中の校合

増築事業に三億九︑六〇〇万
円︒

Ｌ−天然システインだから髪をいためません。￡＾いやな臭いもしません。

ただいま︑市政だよりの広告

掲載申込みの受付けをしていま

五ケ庄大林
雪31−5509Ｘ

一股会計の予算総額は一四〇億五︑七
六三万円で︑前年度■ｕｙぺて伸ぴ率は低
くなっています︒
これは︑五十三年度が﹁宇治市財政自
志丹建計画﹂︵五十七年度までの五ヵ年

塵ハ︑六一一万円︑地方交付税一六億

計画で︑累積赤字をなくし財政を健全化
させる計画︶の初年度に当 ぞおり︑再

歳出については︑下欄に五つの重点項
年度にくらべ十四・九％の減に抑えてい

さらに︑財政硬直化の原因の一つとな

五︑〇〇〇万円となっています︒

目ごとにその主なものをひろい上げてい
ます︒

す︒

ますので︑ここでは︑歳入の主なものに

なう備品剛入︑児童・生徒の
急増対策等に八︑二二四万
円︒

／ｕｌ‰

毛髪から生まれたパーマ液昏

▽学校開放の委託料およぴ報償

ＯＯ万円︒▽勤労者住宅融資制度の預託金

▽老人医療扶助興四庶﹃〇▽交通遺児対策に三七万円︒

四〇ｍ して見舞金など五二六万円︒

既設分の通話料扶助としてＩ▽宇治市独自の法外援護扶助と

▽老人福祉電話三台の設置費とＯＯ万円︒

七〇万円︒▽牛居保護扶助費︑九億六︑〇

への保護措置費ヽ一億五ヽ三億八︑六八〇万円︒

▽宇治養護老人ホーム等の施設▽公・私立保育所の運営費︑五

置費︑六〇八万円︒万円︒

▽老人家庭奉仕員︵四人︶の設▽入院助産制度委託料︑四三七

の運営補助金︑五七六万円︒○万円︒

▽心身障害︵児︶者共同作業所▽児童手当として一億五︑四〇

として二万円︒○万円︒

ドヘルバー派遣事業の補助金▽昼間里親の保育費として六五

▽手話サークル養成 盲人ガイＯＯ万円︒

して三〇万円︒宇治地域に設置する費用に一

置賢と既設分の通話料扶助と▽老人園芸ひろばを新らたに中

▽身体障害者福祉電話二台の設ヽ一五七万円︒

としてＩ︑九一四万円︒▽老人憩いの部屋の運営経費︑

▽身体障害者に対する福祉手当用四〇万円︒

入費九万円︒て火災感知器を取りつける費

福祉の増進
市民の健康を守り

▽五十四年四月開設を目標に取
組む仮称﹁休日急患センター
﹂の建設に一億四︑〇二三万
円︒

の事業に四︑三二八万円︒

▽予防接種や成人病・結核検診

▽乳幼児の検診・相談などに三
三〇万円︒
▽市営火葬場の運営・整備費と
して三九九万Ｑ
▽中学・高校の卒業生に対する
就職助成金︑一五七万円︒

料四〇二万円︒

▽暮らしの資金賃付事業の委託

金として二〇〇万円︒

▽高額療養賢つなぎ資金の賃付

▽内職センター運営助成金八九
万円︒
▽新年度から貸付額を引上げる
奨学資金として一九九万円︒
▽身体障害者家庭奉仕員︵三人

活用具としてニ組の浴槽・湯▽市役所に身体潭害者便所を設

▽在宅ねたきり老人用の日常生として︼億三︑〇〇〇万円︒

沸の給付扶助に二〇万円︒ね置する費用に九〇万円︒
たきりおよぴ独居老人用とし

るシティレディのために

は勃仰靴す

建計画のワク内で予算を編成したためで

歳出

か

広告募集

戸び‰＾

ヅル

使用料・手数
料 を引上げ

川川川川田川ｍｉｌｌ

Ｄ−ｅ

聊

皆様のお近くの美容室を
御利用ください
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川川川川田Ｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌ
Ｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌ＾

−−

−−

市民生活を守る5つの重点施

④

／ｉ□ｂ‰

ついて説明しましょう︒

推進本部
を設置

︶の費用四五二万円︒
▽厚生医療などの身体障害者福
祉扶助費にＩ︑六五七万円︒
▽身体障害者賃付体育用具の購

策

歳入

（2）

昭和53年3月11日発行
昭和39年2月1ｅ日第ｓ種郵便物Ｘ忿可

り
よ
すご
Ｃ

財政自主再建への第一歩

53年度予算（案）

・四−

−−

−−

−−

−−

ダイナミックなボリューム、．ｚ
広野町朝日ケ丘七筋目右043−0291
小倉丸山百貨店東雪22−1607
の・−グ・輿ｎ＜≫ｆブラッシングで思いのままのヘアスタイル。

ｓ。4，自然なツヤでセットも長持ち
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た︒
島田市長か本部長になって︑

三七万円︒

▽失業対策事業費︑一竺︑七

円︒

▽市有林造林事業費︑一〇三万

億五︑〇〇〇万円︒

くらしの周辺整備

公害対策費と京滋バイパス環

▽大気・水質の分析や測定など

境対策費一︑一一一万円︒

の委託料︑三〇万円︒

▽笠取地区飲料水水質検査など

〇万円︒

▽河川の改修・維持に四︑五四

と街灯修繕用軽自動車間入に

▽道路禰修用の機動軍買い替え

三一〇万円︒

じめとする都市計画街路事業

▽国鉄宇治駅前広場の整備をは

す︒ご希望の方は︒市役所文書広報課までご連絡

ください︒電話は＠三一四一番です︒

｀し

仝庁的に財政再建に取り組むこ
とにしており︑市政方針などの
重要方針や政策を検討・決定す
るとともに︑各部門間の調整︑
行政改革︑組織の統廃合︑計画
と予算との調整などを総合的に
図っていきます︒
また︑市民のみなさんから要

▽道路の改良・舗装新設︑排水

一三万円︒

管理・遊具の設置などニ︑六

▽都市公園や児童遊園の整備・

つに三︑八八七万円︒

▽都市下水路の築造やしゅんせ

に九︑六七九万円︒

路改良工事や交通安全施設整
備などに二庶八︑五五九万円

路灯の新設など八︑八三九万

▽誕・排水路の維持補修や街

円︒

万円︒

▽私道舗装補助金として二五〇

吉相銀行印………￥ｓ，ｍり

望の強い休日急患センター︑新
▽交通指導員︵二十五人︶の設
置に八二五万円︒
▽ごみ減しを推進ずるための古
紙回収報償費︑五〇〇万円︒
▽清掃車を三台買い換えにＩ︑
〇二〇万円︒

一五〇万円︒

▽不燃物の収集・処理費︑一億

二万円︒

▽橋梁の改良・維持にＩ︑五四

認印・訂正印セット＼5，500Ｊ：ｙ

宇治市宇治橋通り2丁目ＴＥＬ（0774）21−2135（代）

吉抑実印…………￥ｙ，50叫

綜合専門店岩上商店

城南衛生管理組合分担金︑六

担金︑ニＯＯ万円︒

▽巨椋池水質障害対策事業の分

〇万円︒

▽特定退職共済制度禰助金二五

の預託金に五︑〇〇〇万円︒

▽宇治市中小企業低利融資制度

四二一万円︒

円︒

▽防火水槽新設費︑六八〇万

コクヨ学習机…1‥￥35，ｏｏａより

難謳

▽ごみ処理・し尿処理としての

一九万円︒

伝染病防疫対策の補助金︑一

▽家畜診療用の薬剤購入および

円︒

かるための補助金︑一八五万

▽宇治茶の品質向上と振興をは

産業振興と中小企業の育成
伝統産業を中心とし

て八六万円︒

▽優良農地への農業奨励金とし

め水稲ほ描機導入に五〇万円

▽農業生産集団機械化促進のだ

万円︒

▽水田再編対策の補助金︑三〇

同和行政の推進

問入費︑五七万円︒

五六万円︒

▽共同農機具の格納庫建設に一

▽各種社会教育調座運営費等に

に五八五万円︒

五七六万円︒

▽市史第五巻の発刊費など一︑

▽水噌付消防自動車・救急車の

文具・事務機器り0」刷・印判・結納

市民会館︑第二清掃工場︑宇治

3，170万円
（4．7％）

川右岸公共下水道事業などの懸

交通災害共済事業

案事項についても︑この本部を

3，247万円
（15．8μ）

歳出
農業共済事業

中心に積極的に進めていくこと

特別会計

5，936万円
（172．5％）

公共下水道事業

にしています︒

（）内は対前年度伸び率

国保会計

▽新市民会館の調査・設計の委
託費として二︑〇〇〇万円︒

ｐ−︒−ｉ︒ビルーーマムなどの作成

▽総合計画における地域診断書

手廻鉛筆けずり＼ｌ，80ａｉ；＞Ｊ

22億468万円
（21．0が）

国民健康保険事業

画ら

スケッチセット￥ｉｍより

セール

3月10日→4月10日

習字セット………＼3，000よ・Ｊ

（8．5が）

特別会計

水道会計

具

その他の主な事業

の葬
箭

1一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一如一
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区向
Ｍ

≒；眉Ｅ尚が゛

学習カバン……＼Ｉ．ＯＯｆｔよ・Ｊ

俑 対当岬

電動鉛筆けずり￥4，3Ｏ叫

゛し

ｆ

｀゛・料述四角

武限斗。・

和゜地

183億698万円
計
総

140億5，763万円

一般会計

が〒？Ｓ 二裏でＴ
￥ｉｍ伽
万年

文具セット……￥ｉｍり

▽

▽同円

昭和53年度予算案

ｇ
＝ｔ

ｔ台
1≡ｐ
第3種郵便物認可毎月3回1・11・21日発行定価ｌ部5円

第443号
（3）

川ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

財政自主再建への第一歩

住宅新築資金等貸付事業4，098万円
（200．1が）
水道事業18億8，016万円

（23．8が）

（11，7が）

市民生活を守る5つの重点施策

日となる予尼です︒今回の知事

市に転入されい宇治市の選挙

都府内の他の市町村から宇治

昭和

不在者投票
券と印かんを持って︑市役所三

5時までできます︒投果所入場

に関係なく午前8時半から午後

投票日の前日まで︑土・日曜日

までお問い合せください︒

す︒くわしくは選挙管理委員会

郵便によるぶ在者投票ができま

身体上の障害を有する人に限り

病者手帳の交付を受け︑一定の

まだの人へ

■風疹予防接種

○不在者投票のできる期間

階の選挙管理委員会事務局で手

なお︑病院や老人ホームなど

続きをしてください︒

その施設の管理者︵病院長など

の指定されている施殷の人は︑

三月一日以降に転居された人

8日まで

・知事選苧・3月15日から4月

・府議会議員補欠選挙・・・3月28

︵選挙管理委員会︶

日から4月8日まで

園芸教室

■小倉公民分館

■映画のつどい

保育園では︑この日︒ひな人形

た︒
正面横に飾られたひな人形は︑
宇治養護老人ホームの手芸クラブ

賦課決定の作業中で︑交付に必
嬰な資料が整理されていませ

は3月15日−︒あなたはもう申告を

︵市民税課︶

平日どおり午前9時から午後5時まで

なお︑11日︵土︶︑12ｍ︵日︶も︑

へ申告にお越しください︒

もうおすみですか

市・府民税の申告

●1●111

を飾ってｍ発表会が催されまし

にＩＩ三月三日はひな祭り︒明星

明かりをつけましょぼんぼり

また︑身体障害者手帳・戦傷

︶に申し出てください︒

くことになりますが︑投票所

は旧住所地で投票していただ

▽市内転居される人へ・：

ます︒

こんな場合も
投票できます

選挙およぴ府議会議員禰欠選挙

人名簿にのらず前住所地の選

▽転入された人へ⁝⁝

不在者投票はできません︶

市︑久御山町へ転出する人は

もできます︒︵ただし︑城陽

できます︒また︑不在者投票

ぱ︑旧住所地の投票所で投票

知事選・府議補選
昭和53年4月15日任期周了に
ともなう京都府知事選業か3月
15日に︑また︑府議会議員禰欠
選挙︵宇治市・城陽市・久世
郡︶が3月28日に︑それぞれ告

は私たちの生活に身近でかかわ

業入名簿にのっている人は﹁

順位がありますので︑くわしい

52年分所得証明など
6月の賦
課決定後に

住宅口Ｉンの借入れをしたり
保証人になる場合などには︑所

すまされたでしょうか︒

昭和53年度の市・府民税の申告期限
理証明などが必要なため︑最近

得証明や市・府民税申告書の受

市民税課へ交付を受けに来られ

受け付けをしています︒

素人茶香服大会

■市長杯争奪

講習会

■ボランティア活勣

■スポーツひろば

納税・納付は
便利な
口座振替を

赤玉土 1袋750円
腐葉土 1袋800円

1袋350円
1袋800円

春を飾ってみませんか瓢

示され︑4月9日︵日︶が投票

りの深い重妥な選挙です︒府政

ひなまつり

ことは福祉事務所社会課へお問

続をしてください︒

まだの人は︑あと数日と期限か迫っ
ていますので︑急いで市役所市民税課

縦らんは3月20日まで

2年ａｉｎ；Ｓ日以降に︑京

の主役として︑一票の福利を慎
転入後引き続き宇治市に住所

民票の写しを提示すれば︑旧

を有する証明書﹂︑または住

住所地の投票所で投票できま

与金をを受けていた人が昭和50

い合わせください︒

なお︑支給される遺族の人に

ます︒

年4月1日現在でいなくなった

戦没者の遺族の方に支給され

︑しかし︑現在︑市民税課では

る人が多くなっています︒

箇定資産課税（補充）台帳

5

重に使いたいものです︒

昭和33年4月ｏ日までに生ま

す︒また︑不在者投票もでき

▽投票できる人は⁝⁝

れ︑昭和52年12月14日以前か

11111111111111111自−ＩＩ−ｌａｌｌｌＩＩＩＩＳＩＩＳＩＩＩＳａ一

ら引き続き宇治市に住所およ
ぴ住民登録のある人です︒

宇治市から京都府内の他の一巾

▽転出される人へ⁝⁝

町村へ転出される人は宇治市
の選挙人名簿にのっています
ので︑転出先の市町村長が発
行する﹁引き続き宇治市から
京都府内の市町村に居住中で
ある旨の証明書﹂を提示すれ

による戦没者の遺族で︑公務扶

の法律の内容について︑くわし

場合︑その戦没者の配偶者や

助料や遺族年金︑または遺族給

くは︑次のところへお問合わせ

る特別弔慰金︵二十万円︑10年

▽支給該当者

︵社会課︶

ください︒

業種に属する中小企業者は宇治

償還の国債︶の請求期限が︑3

妹など次の順位の人に支給され

子︑父母︑孫︑祖父母︑兄弟姉
電話○二Ｉ〇三番

☆京都府宇治事5所商工課

認定を受けるための要件やこ

どを受けることができます︒

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

中小企業者に
低利資金を貸付
事から︑それぞれ認定を受ける
ことができます︒

電話⑩三一四一番

は︑田低利資金の貸付0中小

☆宇治市経済茶業観光課

者に対し︑金融や税制の圃で特

企業設備近代化資金の償還期間

電話⑩三一〇一番

この認定を受けた中小企業者

別の措置を請じ︑経営の安定を

の延長図中小企業信用保険法

︵経済茶業観光課︶

特別弔慰金の申請

☆宇治商工会議所

図ることを目的として﹁円相場

の特例倒課税の特例の適用な

法﹂︵円高対策法︶が二月十四
日に施行されました︒
この円高対策法によって︑主
務大臣が円高によって影響を受

3月31日までに

市長から︑また︑これらの業

月31日で終わります︒まだ請求

けた業種を摺定しますか︑この

種に属さなくても一定の要件に

昭和12年7月7日以降の戦争

該当する中小企業者は京都府知

していない人は︑至急︑請求手

戦没者の
遺族の方へ

お知らせ

高騰関連中小企業対策臨時措置

等の影響を受けている中小企業

場高騰によって輸出が昭少する

昭和五十二年六月以降の円相

円高対策

（4）

昭和53年3月11日発行
昭和 29年2月1ｔ日第Ｓ種郵便物認可

り
よ

ｉ台 ｒｆｔ
ｊ吹 ｒｒ
呻＾
21日発行定価1部5円
毎月3回1・11

第443号第3種郵便物認可

リアの球根も
取り揃えています。

ｏ本社宇治市五ヶ庄折坂21−35費32−ａｇ㈹∧

株式会社

○緑化事業部宇治市伊勢田町北山酋22−9353Ｏ久御山営業所久御山町外屋敷
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