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でいますが︑

積一

その後︑趣旨をご理解いただく

回収に止どまっていましたが︑

体も少なく︑月平均二十四ｙの

と︑当初は八十七団体と参加団

これまでの実績を見てみます

却するものです︒

このほど︑この結果を集約︒

どを中心に百八十七団体︑
いただいています︒
古紙回収事業は︑市が町内会
や自治会などの団体と協定を結
ぴ︑古紙一︒ について五円の報
債金を支払って回収︒市内の十
五業者で構成している宇治再生
資源事業協同組合に一括して売

▽・：出︒いま︑決算特別委員会で審議がすすめられています︒決算⁝△

ル
ト

ごみや汚物の

︵宇治市民憲章から︶

つくりましょう

ない清潔なまちを

それによると︑

参加しているのは町内会や自治会な

なるのは︑町内会や自治会︑婦

市民団体です︒まだ︑参加され

ださい︒新聞は十五りの高さ

に分類してひもでしぱってく

訪︑ダンボールで︑それぞれ

﹃回収品は︑新聞・チラシ︑雑

ていない団体は︑十分話合われ

二十五りぐらいの高さにして

︵約十︒・の重さ︶で︑雑誌は

人会︑ＰＴＡ︑老人団体などの

ご協力ぐださるようお願いしま

いりますので︑各団体ごとに

Ｈ毎月一回︑市の車が収集にま

明いたします︒

ご連絡くだされば︑くわしぐ脱

掃課︵電話0三一四一番︶まで

ことがありましたら︑市徊Ｍ清

なお︑この事業でわからない

ください︒

す︒
この事業のあらましは次のと

一ヵ所集積熾所を決めてくだ

おりです︒

さい︒

開発協力金など

等に関する指導要綱﹂と﹁宇治

止するため︑﹁宇治市宅地開発

戸当り四十一 角でしたが︑それ

は一区画︑集合住宅建設では一

または十六戸以上の宅地開発で

金などについて︑圃積千平方μ

地や施設︑ごみ処理関係の分担

今回の主な改正点は︑学校用

﹁指導要綱﹂を一部改正
市では︑都市の環境や機能を

市小規模宅地開発等に関する指

適用範囲となる住宅建殷につい

いては︑十ｍ
．が十二万五千円
に引き上げられています︒また

ぞれ五十万に︑水温負担金につ

ては︑一戸︵自己用は除く︶以

共・公益施設の整備について適

の開発協力金の負担を明らかに

上十六戸未満の建殷業者も対ま

市内から出る燃えるゴミの1ヵ

市では︑今後ともこの事業を

するため︑さる十月一日からこ

となり︑その場合︑三戸未満ま

団体もふえ︑月平均六十九ｙを

回収した古紙は︑新聞が七八

発展させ︑燃えるゴミの減量と

れらの﹁指導要領﹂と﹁施行細

正な指導を行なうとともに︑そ

％︑雑誌一三％︑ダンボール九

資源の再利用に取り組むことに

則﹂を改正しました︒

月分に相きします︒

％の割合で︑これまでに総量千

しています︒この事業の対象と

課までおたずねください︒

ります︒くわしくは︑開発指導

万肖︑水温負担金は五万肖にな

での学校用地の負担令一は二十五

八百ｙに達しています︒これは

回収するまでになりました︒

今回︑さらに業者に対して公

導要領﹂を定めています︒
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破談する無秩序な宅地開発を防
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市では︑昭和五十年八月から資源の再利用とゴミ減量運動の一環として﹁古紙回収事業﹂に取り

多くの市民団体の参加を

古紙回収事業のまとめから

月平均69トンを収集

市の人口

▽⁝ます︒しかし︑財政自主再建計画額よりも約六︑六〇〇万円減⁝△

宇治商工会議所会頭の岡見直

岡見直さん

さん︵宇治妙楽七︑69歳︶は︑

国立京都病院で入院加原中でし

たが︑さる九月二十五日逝去さ

国鉄宇治駅前東ＴＥＬ．22−2131

宇治市役所
▽⁝轡では︑一般会計の累積赤字が七億二︑五八一万円となってい⁝△

財政危機打開
多面的な努力

岡見さんは︑商工会議所会頭

れました︒

のほか昭和四十六年十月から宇

治市公平委員会委員を勤められ

｀■●
．．ｆ ｆ￣￣゛●ｆ Ｉ
金網・梯子，物置・ガレージ，ダプロパンガス，台所用品，石油ストーブ．．

Ｉ

水道配管材料，ボルト・ナット，Ｖ・平ベルト，塗料，ロープ各種，

電話＠3141㈹

▽・：少しており︑財政危機の中で一定の成果をおさめています︒⁝△
り組みをすすめてきました︒そ
して︑行財政の科学的で効率的
な運営へ向けて﹃宇治市財政自
主再建計画﹄を策定し︑市議会
の了承を得て︑五十三年度を初
年度とする五十七年度までの五

質改普の取り組みをすすめてい

ヵ年で赤字を解消し︑財政の体

策協議会会長︑宇治交通安全協

るとともに︑宇治市交通安全対

会会長︑宇治廃棄物処理公社副

員等を歴任され︑地方自治・商

理事長︑宇治間易裁判所調停委

工・交通安全等に多大の貢献を

ここにつつしんでごめい福を

されました︒

お祈りいたします︒

建築金物，電動工具，工具各種，日曜大工用品，波板・釘・針金，

京 都 府 宇 治 市 宇冶琵琶33番地

財政対策に
一定の成果

るところです︒
この再建計画のスタートとな
る五十二年度計画鶴と決ｆｔ案と
を比べてみますと︑歳入では︑
地方債などで約一億九︑四〇六
万円の増となっており︑歳出で
は︑投資的経ｔＵＱ−物件費などで
約二︑〇六九万円の減となって

総合金物

面

います︒この結果︑五十二年度

昭和52年度会計別決算収支の状況欄

組
ん
を

▽・・・市では︑市議会の九月定例会に昭和五十二年度の決算案を提・：△

古紙回収でゴミ減量にご協力を
︵小倉町西浦の集積場所で︶

52年度決算（案）から

（1978年10月ｌ日現在）
世帯数42，531世帯
前月比99世帯増
人□145．807人
男73，279人
女72，528人
前月比247人増
決算の実質収支額︵累積赤字

カン金物（株）

マル

（油勘のレープ）

昭和五十二年度一般会計決算
案によると︑歳入歳出差引額︵
形式収支︶で約五健七︑七四一
万円の赤宇となり︑これに五十
三年度へ繰り越すべき財源一健
四︑八四〇万円を加えると実質
収支額︵累積赤字︶は︑約七健
二︑五八一万円の赤字となって
います︒
五十一年度末の累3赤字額が
約二健二︑八八六万円でしたの
で︑五十二年度では四低九︑六
九五万円の単年度赤字が出たこ
とになります︒
しかし︑五十一年度に予定し
ていた仮称木幡第三小学校川地
売却にかかる起債等り繰り上げ
償遠金約四億三︑二七八万円が

655

7億2581万円
一般会計
累積赤字

ガスの元せんを締め︑電Ｋ器具

万人のうち五万八千人はいたる
えてください︒

から心を配り︑万一の地震に備

避難場所や連絡方法を事前に

1次避難所

32−6393
宇治小学校五ヶｆコΞ番割27

32−3032
南部〃・五ケ庄戸ノ内15−1

32−3023
岡屋〃五ケ庄寺界道37−3

32−6394
東宇治中学校五ケ庄池ノ浦6−ｉ

32−2131
三室戸小学校菟道岡谷16−2

23−9001
菟道〃宇治塔の川102

23−1182
菟ｉｔ第二〃宇治琵琶45

23−1181
宇治中学校宇治矢落64−1

23−1414
大開小学校広野大開35

44−3757
神明〃神明石塚32

23−1180
大久保〃広野町中島1−1

43−6429
杭島／ｚ

23−3194

防災頭布等︶
φ携帯ラ︒ｙオや懐中電灯︑ロー
ソク等を用意する
⑤市が指定している避難男臍へ
の安全な経路を知っておく

合に備え︑携帯用卓上ブロパ

⑥電気・ガスの供給が止まる場

合いましょう︒

いま一度家族みんなで防災ｍ

での経路や所要時間を確認し︑

ています︒お近ぐの遊離場所ま

と笠取第二小をそれぞれ指定し

た︑笠取地域については笠取小

にある學包肌と公民分館を︑ま

ため︑二次避難所として各地域

きない被災者の救済を優先する

32−6378
木幡中学校木幡内畑34

③非常の持ち出しｍ≫
︒してお
・く︵食料品や飲料水︑貴ｍＭ

御蔵山〃木幡御蔵山39−6

小・中学校
が避難所

電話番号
32−3021

23−1185

23−4821

20−0560

伊勢田〃伊勢田町井尻3

43−9272

西宇治中学校伊勢田町南山22−1

43−6457

西大久保小学枚大久保町旦椋25

43−6428

平盛〃大久保町平盛91−3

43−8652

南宇治中学校大久保町平盛3−5

44−3755
﹁心き巣は
ねらって
い1ナ﹂

全国防犯運勣

ごらんください︒

十月二十日の予定です︒お茶の間からぜひ

治市のお知らせを放送しています︒次回は

ＵＨＦ⑩チャンネルでも︑隔週金曜日に宇

また︑ＮＨＫ︷︸一 1スワイド640﹄

ら﹃宇治市政だより﹄を放送しています︒

ンネル︶で︑毎週月曜日午後六時十五分か

市では︑近畿放送テレビ︵ＵＨＦＲｉＫヤ

20−0570

南小倉小学校小倉町市浦ｏ−1
免除の制度には︑つぎの二種

して計算されます︒

年︷一一を受けるための資格期間と

の期間は保険料を納めなくても

ください︒免除されますと︑そ

きは︑躬付免除の手続きをして

保険料を納めるのが困難なと

あります︒

年令一が受けられなくなることが

まほおっておかれると︑将来︑

国民年金の保険料を未納のま

屋獄までお問い合わせくださ

くわしくは︑保険年金課国民

れません︒﹃︒

なお︑任意の加入者はｍさ

めることができます︒

さかのばって︵十年以内︶納

められるようになったとき︑

一に叔りますが︑その後︑納

保険料を絹めたときの一一一分の

れた期間の年金額は︑普通に

除されます︒ただし︑ 免除さ

保険料の免除制度

ご存知ですか

槙島町吹前35

こわい二次災害

地震の前に︑あわてずに使っている火を消す習慣
類の＝ンセントを抜くことであ

まず︑地震で心がけたいのは

といわれています︒

す という鉄則を守ったからだ

んなが︒地震が起きれぱ火を消

火災が少ないのは︑仙台市民み

のように︑関東大震災に比べて

５画し止められています︒こ

まず火を消す習慣を

あなたは︑大地震が起きたときの心がまえは十
分ですか︒六月十二日の宮城県沖地震やイランの
大地震のように前ぷれもなく襲う大災害は 対岸
の火事 ではありません︒現在︑地震予知の研究
がすすめられていますが︑なによりも︑あなたの

や︑非常食などの持ち出し品の用意︑避難訓練をＩ
るといえましょう︒

心がけが被害を最少限にくい止めるといえます︒

行うなど万全の備えをしておきたいものです︒

．大地震につきものが大火災︒
ところで一斉に発生した火災に

また︑次のような点にふだん

実は︑この火災が被害を大きく

協力体制をつくる

の町内会︑自治会ごとに防災の

時過ぎに起きていますが︑火災

決めておく

一方︑宮城県沖地震は午後五

よる死亡と記録されています︒

はわずか九ヵ所十二件発生し

たとえば︑大正十二年に起き

している場合が多いのです︒

た関東大震災のときの東京をと

ただけで︑いずれも大事にいた

②家族で防災について話合い︑

りあげると︑地ａによる直接の

秋のトピックス

死者は約二千人で︑死者総数六

校名住所
木幡小学校木幡赤塚4

買μ69だｒｏ

広告募集

十おうちになると150円の割引

かけた方は相手がすぐに出なくても

配達日の3日以前に

ございませんか？

こんな経験は

お早めに115番へ

タッチの差で切れてしまった。

お祝い電報は

電話をかける‥・ｔ：をかける…

23−1183

西小倉中学校伊勢田町遊田7−1

………………………………………ｊ……………………ｉ

国民年金

西小倉〃伊勢田町遊田69

雙頌フ

22−1500

小倉小学校小倉町西畑1−4

ご用心

ｉヒ小倉〃小倉町堀池72

月曜午後6時15分

北宇治中学校槙島町島前33

テレビ（ＫＢＳ）
宇治市政だより

地震
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古式ゆかしく茶まつり
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よ

すｒ
5攻

呼出音は10回（30秒）ぐらいまちましょう。

・○・宇治電報電話局

656

・電話交換技師＝ｓ和23年4月

呼びものの時代行列−島田市長も織田信長

日ふＪ年4ロ一1日に生れ︑践

・運転技術職＝昭和22年4月2

以内に撮影した写真をはり︑申

必嬰事項を記入し︑最近六ヵ月

みの人は近畿高校統一用紙︶に

申込用紙と受験の妥項は職員

間は10月21日までです︒

課へ提出してください︒受付期

た︑その他のｍは市役所職員

ます︒

教育委員会総務課にもほいてい

込用紙公論の妥項については

にみごと扮して参加︵琳の島で︶

辿運転砲許︵第一欄︶取得後
込用紙を添えて学校調理職につ

課にあります︒学校調理職の申

時から宇治中学校で行います︒

時代がやってきたといえましょ

者の労働能力を樹極的に生かす

舶者が増えています︒中高年齢

のです︒そのために︑市内の実

となく自分の力で出て行きたい

矢往生していたら︑下校宮瓦

長い橋を渡り︑急晒段を見上げ〃

いるとき︑エヅチラ︑オッ芒フ″

政府では︑昭和四七年に﹁中
高年齢者等の雇用の促進に関す
る特別措謄一法﹂を制定し︑事業
主に従業員政のうら高齢者︵五
十五歳以上︶を六％以上雇用す

そして︑事業主が正当な理由

るよう呼ぴかけています︒

なしに高齢者を六％以上雇用し
ないで︑若年者だけを対象とし
て公共恥菜安ぶ所に求人の申し

ください︒
︵交通労政課︶

は市役所交通労政課までご連絡

くわしくは︑職菜安定所また

中高齢者に雇用の場を
日本の高齢者人口が増えるに

受験の申込みは︑市販の閥歴

つれて︑就業者に占める中高年

轡︵来年三月高等学校卒業見込

態を十分に調竃し︑できると Ｊ

込みを行った拗合︑その求人を
受付けないこ■ −Ｊｉ5ｉ；Ｃ．ＡＪいう措

一方︑中高年齢者の屁川機企

ほをとっています︒

の拡大をはかるｍ主には︑職
業安定所などの樋関が次のよう
な援助の制度を設けていまず︒
・中商年齢者雇川開発給付金制

よって嘔川の場合︶

ａ︵公共雌業安定所の紹介に

共職業安■ａ所の紹介によって

・商年齢者雇川奨励金制度︵公

雇川の場合︶

・霖肌川奨励病変

︵職員課︶

1年以ｈ経糸一している男子︒
いては教育委員会総務課へ︑ま

ｌ

10月は雇用促進月間

！

︱人︒
・保育所調理1＝1和17年4⁚︒
2日〜35年4︲一ＩＨに生ねた
女子︒︱人︒

子︒5人程度︒

2日〜36年4月1日に生れ︑

ｉ

1111111111111111111111111111111111ｗｍ田ｌ

の女子︒10人程度︒
・学校調理竹⁚昭和18年4μ2

なお︑澗防咳︑囲転技術恥︑

・消防職＝昭和28年4月2日〜
35年4月1日に生れた男子︒
1人︒学Ｍは問わないが学校

保育所調理

格を有する人︑または保育み

電話交換取扱者の資格をもつ

！

受付は10月21日まで
市職員を募集

昭和53年度宇治市職員採川試
験を行います︒

教育法による高等学校卒業利

日〜36年4ｚ；Ｈａに生れたか

度の学力があって︑通勁時間

▽職尽と受験資格

捕者ｓ防ｎ録予定人員歎です︒

募集人員数はいずれも採川ｍ

・保母職︲昭和29年4月2日〜
の途中に採用する于定です︒

門学校およぴ短大以上の学校

女子︒1人︒

試験は11月5日︵日︶午前9

が1時間以内の人︒

を釆年三月卒ｊ香2みで卒業

36年4月1日に生れた保母資

と同時に保母資格取得見込み

． ＼から改善してもらえるように

のです︒他の人にあまり頼るこ

ｔ

＼︒定年延長奨励命一制度

︵社会福祉協議会︶︶ｉＳ3：＾ 5＼ｎ︶

へ出て行くことでしょう︒

くれたら︑障稗者はどんどん町

こんな于どもたらが大勢いて

上げてくれました︒

たらまら陸︒枇の上までひっぱり

たちも︑次々と私達を取り囲み

いた女の子も︑後から来た生徒

くれたのです︒すると︑そばに

﹁手伝いましょうか﹂と言って

ようとした男の子が一︒一一って来て

がっかり︒ところが︑通り・過ぎ

だれも助けてくれない﹂と少し

生徒たちがｉｌりぶぎました︒﹁＼
｀ Ｆ
Ｉ ｀り
伝きかけることは非幇にｍ嬰な

住みよい街へ

車イスで歩ける

ボランティア活動から

に
／・・︒く・ター4Ｉ・︲︒︒Ｉ・

豊かな保障
簡易保険

︵保険年金課︶

宇治久世勤労者

将棋大会

買いましょう

タバコは宇治市内で

大空へはばたけ

キジ放鳥

喜撰山ダム湖で

一1．︑1 1φＩ．・Ｃ・ノー

電話は＠三一四一番です︒

所文書広報課までご連絡ください︒

ご結納

老舗のＪ石上 ではご希望に応じて

ていただきます︒＞≫−＾−ｉｓ︑

ごゆっくりとお選びいただけるよう

簡素な中にも気品ある結納から

格調高い豪華なものまで

ご用命をおまち致しております︒

品数豊富に取り揃え

尚︑ご希望のお客様にはお宅まで

いただきます︒

お伺いしてご結納の飾り付をさせて

ロ一口口一回一

儀式用品特別奉仕承り会

■定紋入りふろしき・ふくさ・広ぶた

各種平常価格の2割引 にて
ご奉仕させて頂きます

ロ一同回

結納の老舗

岩上商店

宇治市宇治橋通り二丁目
三五番
四三番

⑩一一

電話︻︼七四︶卯二
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行政相談所を開設
所でも相談を営付けています︒
御池通酉洞院西入︑電話脚−

京都行政監察局︵京都市中京区

国や府・市町村をはじめ︑国
から10月31日︵火︶まで︑六十

市では今年も10月16日︵月︶

老人健康診査
10月16日から

鉄やＭ々公弦︑公団︑公庫など
五歳以上のお年寄りを対象に聴

身体
障害者

Ⅲ︲2560番︶でも相談し

行政相談委員の連絡先は次の

ていただけます︒

とおりです︒
▽松本登・・・電話＠8385
▽増井繁一・・・電話⑩0124

︵文書広報課︶

▽瀬田佐知子・・・電話04793

ていない寝たきり老人で︑低所
得世帯の方については︑嘔羅
康診査を爽厖しますので︑福祉

︵福祉課︶

事務所老人福祉係までご連絡く
ださい︒

巡回更生相談

さらに︑行政相談委員の自宅や

気軽にご利用ください
今年も10月15日から21日まで
の一週間は︑行政相談週間とな

この週間の一環として︑10月

っています︒

19日︵木︶の午前ｏ時から午後
3時まで︑消防署三階大会議室

の仕事で︑苦情や意見︑ご要里
診や皿圧測定︑尿検査などを無

で﹃行政相器芭一忿冒ます︒

がありましたら︑ぜひご相談く
料で行う﹁老人健康診査﹂を実

また︑この日に限らず︑市政

加入されていない人で受診を希

てお配りします︒老人クラブに

受診果は︑老人クラブを通じ

などです︒

施設入所や更生医療給付の相談

帳や禰装具の交付に必要な診断

相談の内容は︑身体障害者手

宇治市内で生産されている各
種の郷土産品を︑広く市民のみ
なさんにみていただこうと︑第
一回宇治市郷土産業展が開かれ

品︑陶器など市内六十企業から
いろいろな物産が展示され︑一

このほか︑郵便切手の展示︑

部即売されるものもあります︒

︵福祉課︶

Ｃ〉ところ／宇治市民会館

宇治商工会議所

で︑息軍等でのこ来場はご遠

会場には駐軍場がありませんの

慮ください︒

ナーなど各種の催しも行われる

なお︑この日︑郷土産菜展会

三室戸小学校
校歌を募集

︵商工観光課︶

ことになっています︒

場行きの無料巡回パスが市内を
走ります︒現行の各パス停に発
軍時刻表をはり出しますのでせ
いぜいご利用ください︒また︑

10月25日までに市教育委員会社
会教育課内の文化祭実行委員会
まで申し込んでください︒

装で赤エンピツ︑コンパス︑弁

オリエンテーリング大会

通学する人で︑出品希望の人は

宇治市民または市内に通勤・

ます︒

進められているみやげ品の7

入れ方個人指導︑新しく開発が

み＝ンクール︑おいしいお茶の

くみひもの実演と即売︑お茶の

手帳の奪汀︑および再交付の

お越しください︒

相談は無料ですので︑気軽に

Ｘよこ3り︶がいります︒

申請には顔写真一枚︵たて4り

お忘れなくご持参ください︒

市内で生産されている工業製

お年寄りにとって︑健康であ

品をはじめ︑お茶やシイタケな

ます︒

委員が秘密厳守で観切に相談に
診断はいたしません︒また︑補

だよりの毎月一日号四ページで

望される万は︑福祉事務所老人

なお当日は︑印かん宣手帳を

次のとおり開かれます︒

は一日も早く発見・治療するこ
ただし︑ことぱや目︑耳の

ることは何にもかえがたいもの

とが大切です︒健康で楽しく長
不自由な万の診査は午後1

のり︑あっせんや解決を行いま

寄せられた相談は広く行政運

生きしていただくために︑ぜひ
時からです︒

どの農業特産物︑食料品︑土産

営の改善に役立たせて︑民主的

この機会にさそいあわせて老人

装具の適合相談や修理には︑捕

な行政を推進する重妥な歯車に

健康診査を受診してください︒

午前10時〜午後3時

します︒どしどしご意見をお寄

お知らせしていますように︑行

館︵電話○二八〇四番︶まで︒

二九七九番︶または宇治市公民

ん︵広野町寺山28−3︑電話Ｏ

お問合わせは︑内貴喜三次さ

政相談日を毎月一回設け︑市役

▽ところ・・・木幡公民館

せください︒

装具を必ずお持ちください︒

施します︒

ださい︒

午前10時〜午後5時

▽とき︒︒．ｏ月23日︵月︶

心臓やじん臓など内部障害の

Ｃ〉とき／ｌＱ月Ｕ日（土）．15日（日）

です︒とくに︑お年寄りの病気

身体障害者の巡回更生相談が

宇治の郷土産業展

す︒

国から委嘱を受けた行政相談

10月19日
消防署で

鳳凰大学新コース
生徒募集中

当などを用意してください︒

スポーツひろば
▽卓球

10月15日
サイレンのテスト

観光馬車

一一九番のかけ方

ラクラク、その上仕事に応

南区葛野大路八条下；ｉ／費313−6121㈹

商売繁昌疑いなし。

ｊｉｒつｊ．コ弼；Ｔｙｉｒｚ；

公民館サークル紹介

日本画
サークル

市民文化祭
出品を受付

午後7時半から9時半まで︒

・10月14日︵土︶宇治中学校で

午後7時半から9時半まで︒

・10月17日︵火︶木幡小学校で

▽バレーボール

で午後7時半から9時半まで

・10月19日︵木︶大久保小学校

持って直接会場へお越しくだ

○運動のできる服装で︑上靴を

へ社会教育課︶

さい︒無料です︒

クラス最大の荷室、積み降し

ご用命は、お近くの営業所
または販売店へ

低床・平床フロア・

京都マツダ

じて架装しやすぃから、

●750キロ・1トン積
窟：二ｊ⊃・ラ不＾Ｄ＝

●600キロ・850キロ積・9人乗り
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のんび〜りと宇治川べり

まったいらな荷室が大反

荷室からじゃまものタイヤハウスの出張りを追放、たくさん積め、きっちり積める。
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