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建築協定条例を制定

5ｔ新進堂印刷

電話Ｒ3141㈹

すみよい

知事の罷可を受けることができ
した場合の措置などを決め︑協

有効期間④代表者名⑤違反
受けることになります︒

きをとったのち︑知事の罷可を

送ｍｍ置すｉＯ

に小型動力ポンプとポンプ搬

可申請書忿措河へ提出してく

合意誉と関係書類を添えて︑認

次に︑代表者が関係者全員の

やお問合わせは︑市役所開発指

す︒建築協定についてのご相談

十分な準備と話し合いが大切で

む人の利害にかかわりますので

なお︑建築協Ｍは︑そこに住

先して行うことにしています︒

要里に沿って姫渦境整備を優

あたっては︑住民のみなＳんの

なお︑市では︑辺地の開発に

るので︑これから住宅が建つ分
定案を作成します︒

ださい︒市ではこの協定書ｍ

導課までおたずねください︒

◇◇

腕地で結ぶと任環境の保全にい

告およぴ縦覧し︑公開聴問会を

っそう効果があります︒

域の人々や土地の所有者が集ま

開いて関係者の意見を聞ぐ手続

まず︑協定を結ぼうＡｔＵＯ地

−手続きは・：

って︑①どのような内容の協定

にかかる木柵ぷ永久橋に架け換

整備をすすめ︑さらに西笠取川

市では︑すでにこの計画の一環

させたりすると︑風俗営業取締

これらの違反行為をしたり︑

どの行為

・ダンスーシ Ｉ︑楽器演奏な

行為

きくして近隣に迷惑をかける

・大声をあげたり︑ラジオを大

▽行為の制限︑

午前○時までです︒

・コ同類提供店﹂の営業時間は

十一時までです︒

・︷喫茶店︸の営菜時間は午後

▽時間の制限

にご注意ください︒

協力ください︒なお︑次のこと

好な生活環境保全にいっそうご

爾をお願いしますとともに︑良

されている人は︑深夜の使用自

カラオケ装置等を置いて営業

られます︒

問題になっているからだと考え

強などの時間と重なり︑深刻な

々のくつろぎや睡眠︑また︑勉

これは︑営業時間がｍの人

す︒

求める市民の声が高まっていま

ど︑良好な生活環境の保全＊

防止に関する請願が出されるな

ては︑宇治市議会へこれの騒音

とくに︑カラオケ騒音につい

れる人がふえています︒

閉音︑酔客の大声などに悩まさ

カラオケ願音や乱暴なドアの開

の飲食店の深夜営業によって︑

最近︑喫茶店やスナｙクなど

騒音防止にご協力を

環境を

市道西笠取線の側溝の整備（53年12月完了）

にするのか②地域の範囲③

﹁辺地総合整備計画﹂
笠取・炭山地区に集会所など
辺地の総合整備計画は︑すで

＆公婁奪を行ってきました︒

笠取線︑また︑上炭山線などの

に昭和四十九年から毎年度実厖

した︒

しており︑これまでに︑市街地

また︑市では十二月定例会に

恚呉境改善に向けて︑﹁辺地

点を捕うために︑その地ｎに住す︒

として︑通学の安全ｍ障すＭ＜Ｊ

笠取や二尾︑炭山などの地域の

総合整備計画﹂を提案︒三ヵ年

と笠取地域を結ぷ東笠取線や西

今回の﹁辺地総合整備計画﹂

叶画で取り組むことが決まりま

では︑今年度から五十五年度ま
での三ヵ年で総事業費を叶七︑

によって規制されています︒し
む人々や土地の所有者などが申市民のみなさん自身の手でこ

ための通学ワゴン軍を配置す＞ｆＯ

深夜のカラオケ・大声

つくりましょう
︵宇治市民憲章から︶

れない点もあります︒に一定の効力を持たせる制度＝

かし︑これらが定めているのは
し合わせて︑建築についての取の条例を積極的に利用され︑住

とともに︑上炭山橋の架け換え

一二〇万円と計画しています︒

全国的な必要最低限度の基準で
り決めを行い︑知事の認可を受みよいまちづくりをすすめられ

そこで︑市では︑このような建築協定条例を制定したもので

あり︑︒家の前が遊戯場になっ

事菜を完了︒今後︑三ヵ年で行

を増強するため︑西笠取地区

▽笠取地区の初期消火の消防力

︒らに西笠取線の改良を行う︒

▽勢の谷線の舗装等を行い︑さ

る︒

流の場となる集会所を設置す

ぞれに︑地区のみなさんの交

▽西笠取地区と炭山地区のそれ

のとおりです︒

うことを予定している事菜は次

けることによってその取り決めるようお願いします︒

協定を結ぶと︑たとえば︑

■協定を結ぶと・：

きます︒

インなどを取り決めることがで

圃積︑容積率︑建ペイ率︑デザ

高さ︑位ほ︑栂造︑敷地の最低

建築協定では︑建物の用途や

ことができる内容

■協定で取り決める

建築協定のあらまし

てしまった ︒商店街の近ぐに

計画法や建築基準法などの法律

建物を建てる場合には︑都市

地域みんなで活用を

によって︑住みよいまちづくりをすすめようという制度です．

う と話し合われ︑全員の合意で建築についての協定を結ぶこと

な建物は建てないようにしよう ．将来はこんな商店街にしよ

定の地域に住んでいる人や土地の所有者などが．この地域にこん

案．慎重な審議ののち可決されました．この建築協定条例は︑一

をめざして︑﹁宇治市建築協定条例﹂．を十二月定例市議会に提

市では．﹁みどり豊かな住みたい︑住んでよかったまち﹂づくり

東 都 府 宇 冶 市 宇治琵竃≫番地

衆議院補欠選挙

もれなく投票を

飲食店営業の方へ

法などによって罰せられます︒

9月下旬にかけて順次、転換を予定しており、

：栄り川抑Ｙ。…

）をご使用のお客さまを対象とし

ｃａ￡／ｍ

準備作業として、54年1月にｉｆ．ス器具調査を

まｔ

予定しております。

※天然ガス転換は都市ガス6Ｃ（4，500Ｋ

ち宇治市内でも54年8月上旬〜

が必要Ｘ

お示しください。

が異なりますので、転換時にガス器具の調整

※調査時には，すべてのガス器具を係員に

天然ガスは現在の都市ガスとカロリーや性状

庭にお知らせしまｔｏ

を供給しておりまも

大阪ガス京都転換センター
075（681）4131

転換。大阪ガスでは、すでに100万戸のご家庭

市民のみなさまのご協力をお願いしまＴｏ

＝都市ガスを安定してお届けするための天然ガス

天然ガス転換についてのお問い合わせは

54年1月にガス器具調査を予定におります

斤宇治市役所

〇高さや位置︑建ペイ率を制限

1月14日

工場が建った などそれぞれの
地顛の環境保全に十分こたえき

建築協定で環境保全を︵写真は菟道の造成地︶

687

すみよいまちづくりへ

※ガス器具調査日は約一週間前に各ご家
に天然ガス（都市ガス13Ａ−ｌｌ，000Ｋｃａ≪／ｍ
）

人級申請の受付
1月13日から

両親が共働きす名などいろいろ

学校に在学す芯児童のうち︑ご

教育課育成指導室か︑または下

査票をそろえて教育委員会社会

証明書︑それに緊急時連絡先調

書︑昭和五十三年度市民税課税

級入級申隋書と両親の豹黎萌

な事情で︑放課後の保護に欠け

市教育委員会では︑市内の小

る児童を対象に十九り小学校で
の表のところへ印かん持参のう

活の基盤は︑いまや世界的な低

京都を支えている人ぴとの生

つとめてまいりました︒

え申し込んでください︒育成指

育成学級を設けています︒
入級希望の保護者は︑育成学

府民のみな様︑明けましてお

を平和のうちにみな様とともに

いう二常一の圧力のもとに9かさ

成長の影響と近畿の地獄吻と

めでとうございます︒新しい年

祝うことができますことは︑私

タコづくりをする育成学級の子どもたち（平盛小で）
の丘陵地へと多様な地勢風土を

しわよせは更に厳しく︑行政の

場にφ｀人びとにとりて︑その

農業委員
選挙人の申請

った現状を打開し︑環境の破演

運勁公Ｍ3建設など︑行きづま

充実︑学術研究都市樹想︑総合

雇用対策︑福祉の増進︑教育の

農林水産業︑中小企業の飯興︑

幹線壽詞の整備︑産業とぐに

ら55年までの小作料標準額を次

農葉委員会では︑昭和53年か

標準小作料

ｉＨＭくＶｉｔｉｌ︒

されない場合がありますのでｉｊ

されないと︑選挙人名簿に登職

なお︑提出が遅れたり︑提出

てください︒

提出されていない人は至急出し

を行いますが︑まだ申讃用紙を

菜委員会委員湛挙人名簿の調整

昭和54年1月1日現在で︑農

育成学級
務であろうと思います︒害洒の

は︑後継者としての私たちの責

都の明日のために力を尽すこと

ちの不屈の活力を受け継ぎ︑京

れた遺産を残してくれた先人た

の荒廃の中から立乞方︑すぐ

で終わりました︒

みなさんのご協力により好成績

和53年度の共同募金は︑市民の

昨年10月から行われました昭

共同募金の報告

53年度

す︒｀農業委員会︶

いずれも十アール当りの額で

☆下の田・・・六千円

☆中の田・・・一万一午内

☆上の甲・一万五千内

のとおり定めています︒

54年度の入級受付日程
日時
場所
1月16日（火）御蔵山小・大久保小・南小倉小

しばしばありました︒幾たぴか

しかし困難な時代は過去にも

題が山積しております︒

てやり遂げなければならない問

ぐために︑私たちが力を合わせ

にたちむかい︑文化のｍｍ

かれ︑京都の各市は鴎国の都市

丹後の海は世界に向つてひら

継がなければなりません︒

美しい風土とともに次代に引き

て︑豊かな文化と幸せな生活を

基盤を固め︑健やかな若者を育

京都府知事

京都の明日にむかって

れております︒社会的に弱い立

の大きな喜ぴでございます︒
知事に就任して以来はや八か
月がたちましたが︑みな様がた
の熱意あふれるご協力のもとに
日々粉骨砕身して府政にうちこ
むことができましたことを厚く
御礼申しあげます︒

もち︑各地方のかかえている問

緊急な突行力が切望されていま

京都は︑丹後の海岸から山城

題は実に多岐に及んでいます︒

す︒

良線などの複線ｗ化をはじめ︑

懸案の山陰本線︑片町線︑奈

私はこの八か月間︑できる限り
府内各地に出かけ︑現地の方が
たとの話し合いを恒一ねることに

24日（水） 菟道小・南小倉小
25日（木） 菟道二小・ｍ島小

265（金） 伊勢田小・ｄヒ小倉小
27日（土） 岡屋小・ｄヒ小倉小・菟道二小
受付時間：午ｍｏ時〜午後4時。
ただし、土曜日は午後3時まで。

風疹の予防接種
風疹の予防接種を次のとおり
行い禿
対象は︑学校などで風疹の予
防接租をまだ受けていない中学
校の二年生と三年生の女子の人
です︒保護者同伴のうえ受けて
ください︒
なお︑今までに医師から風疹
と診断された人は受ける必裂が
あ2＞Ｗせん︒
▽とき−1−1月13日︵土︶
午後2時−ｃｏ時半

会場に来られる前に体温を測

▽ところ・＝市民会磐一層

ってきてください︒また︑筆記
用具を持参してください︒
︵保偽衛生課︶

また︑地颯間で比駁すｓと︑

▼とき・：1月15日︵祝︶

12時半か・り受付
▼ところ・・・木幡中学校

今回対象となる人は︑昭和33年4

︵京阪・国鉄とも木幡駅下車︶

月2日から昭和34年4月1日までに

式典のほか︑作家の藤本義一さん

生れた人です︒

の講演やはしだのりひこさんのコン

サードなどの企画もありますので︑

友だち同士さそいあって参加くださ

なお︑会場には駐車場がありませ

い︒

︵社会教育課︶

りますので︑交通賢 舅忘れな

また︑帰りはバヌ・電車とな

ください︒

んので︑車で来られないようにお願
いします︒

格や需給関係など内外の諸情勢

1︵社会教育諜︶

から敏感に彫響をうけるもので
あり︑今後の値動きに注目す＊0

新春恒例の市民歩こう会が︑

新聞やｓ物などの点訳を希望

ちたいと希望がでています︒

ランティア Ｉ一して実際に役2

会蛍叉けた受爾生から︑点訳ボ

都府冒人協会の点訳者養成鯛習

宇治市で毎年開かれている京

点訳奉仕

ボランティアの

必ＥＫがあります︒
第三回の灯油価格調査は一月

﹁商工観光課﹂

十五日に行なう予足です︒

高ぐ︑申宇治や酉宇治地域に比

市民歩こう会

り傾向続くト昨年十二月十五

当日は︑午前8時半に市民会

1月15日︵祝︶に行われます︒

参加希望の人は︑軽装で直接

番︶か︑福祉事務所福祉課障害

協会宇治支那︵電話02384

される盲人の人は︑京都府耳人

市民会館前にお集りください︒

鯛音ｍへ約10＊Ｄ歩きます︒
ていますが︑円高差益が十分消

なお︑雨具と弁当などをご持参

年より大幅に減った人

・廃業などのため︑所得が前

必ｍｍ記入し︑一月十八日

希望の人は︑市販の履歴書に

保母資格の有無は問いません︒

資格は十八歳以上で︑経験や

イト保母を募集しています︒

市では︑市立保育所のアルバ

保母の募集

アルバイト

ていただきます︒︵福祉課︶

実費は︑希望された人に負担し

・なお︑磨雨紙や送料などの

相談してください︒

福祉俑︵電話ｏａ141番︶へ
たいものです︒灯油は︑原油価

全体の所得が低いため源泉徴

入があって︑それらを含めた

▽原稿料や利子︑配当などの収
の期間は︑54年2月16日から3

収税額を納め過ぎている人
16日以前でも受付けています︒
次のような人は早めに申告し

なお︑還付を受けるには︑確

▽予定納税をしていたが︑休業

てください︒

定申告書に書類を添付したり︑

までに福祉事務所保育圖へお申
疸費控除︑住宅取得控除など

タバコは宇治市内で

買いましょう

し込みください︒︵保育課︶
くわしくは宇治税務署︵電話＠

提示する必恢がありますので︑
▽年の中途で退職し︑その後就

＞ｍけられる人

▽サラリーマンで雑損控除︑医

を受けるための確定申告は2月

月15日までですが︑税金の遡付

昭和53年分所得税の確定申告

早めに申告を

還付を受ける人は

費者に還元されているかを考え

このよ つに灯油は値下がりし

館前に集合し︑二凧を経て立木

べて宅配価格で十七円から十八
ぶ台第二回灯油価格調査が行わ

これによると︑一ヵ月前とぐ

れました︒

らべて︑十八ｇ当りの店頭湾Ｕ
価格で平均八円五十銭︑宅配価
格で八円四十銭それぞれ値下が
りをしています︒

との自由な交流をすすめていま︒
す︒もともと京都は世界各地の一
文化伝捨の究極の地として花開
きました︒いまや︑その高い文
化性によって︑京都は世界の人
ぴとの相互理解を深め友情をは
ぐくむ場として︑平和への希求
を世界へ還流させよ つとしてい
ます︒
年の始めにあたり︑京都府と
いう船の舵手として︑棄気ある
夢を帆にはらみつつ︑新しい京
都の栄光をめぎして︑波高い海
へ船出していく決意でありま

ここに府民のみな様のご多4

す︒

り幅も少ないのが目立ちます︒

円の高値となっており︑値下が

前回ａ同様に東宇治地域が最も

成人の日のつどい

日︑宇治市消費牛居モ 一ターに

頭︑宅配とも平均価格は値下が

本格的な需妥期をひかえ︑店

第2回灯油価格調査

値下がり傾向

宇治地区支会︶

︵共同募金会

くお礼申し上げます︒

業に使わせていただきます︒厚

この募金は︑ｉｎ年ｗ︒の福祉事

二十二万五百三十八円でした︒

22日（月） 南部小・平盛小・小倉小
23日（火） 三室戸小・西小倉小
を切に祈るしだいです︒

ご奉仕します

確定
申告

未年の、皆さまのご多幸をお祈り
いたします。おかげさまで西小倉
支店も新しい年を迎える事ができ、
心も新たに地元の皆さまの身近な
金庫として、よりよい明日の生活
の実現のためにお役に立ちたいと
願っております。今年もよろしく
お引き立てくださいますようお願
いいたします。

心も新たに

19日（金） 宇治小・神明小
20日（土） 木幡小・平盛小・小倉小
砦
・；……………………………………

17日（水）木幡小・西大久保小
18日（木） 岡屋小・大開小
寺川
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