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府民の皆様︑あけまして

調査委員会︵代表・侭政和さ

そして︑昨年十二月二十三

することができるぷつにする

″プを持つ市民も等しぐ利用

んで︑千二百年の伝統衆引

らに︑事業主は︑﹁事業施行

前に事業計画について︑市長

こと﹂の事前協議制を定めて

と協議をしなけれぱならない

います︒

要綱には強力な強制力がな

く︑事業施行者の協力に依頼

する面もあって困難な問題も

予想されまで︒そこで︑建築

基準法などの法改正を国に働

亜ぼる一方︑市民のみなさ

んの理解と協力で坦祉の風

土︒つくり﹄をすすめていくこ

とがふ築の課題といえまず︒

四項目︑道路について四項目︑

14項目の基準明示

建築物・道路・公園で

と﹂を責務としていまず︒さ

準に翌ｙるぷコに努めるこ

ど牽ずるＡＷＤは︑福祉環境基

物等を建設︑大規模な修繕な

事業主に対しては︑﹁建築

路︑公園などを指し未丁︒

″ト︑銀行︑劇場︑旅館︑道

設盈膠に応︑百貨店や了︲ヶ

や学校・集会所などの公共施

要綱の建築物なμとは︑庁舎

を目的な葛ものです︒この

社会福祉の増進を図ること﹂

てこれ忿遅改することにより︑

物等の事業施行者の協力を得

④歩行者
専用通路

この要綱のいう福祉環境整

公園について三項目にわたり

画幅が三・

▽駐車場⁝区

いて︶

窟築物につ

主なものでは︑

たと汽ぱ︑

い未了︒

準値を定めて

孝の細かく基

③傑，＆板
（キヽ・，クブレート）

三μ以上で︑

＊＊

こと︒

幅員はＩ・八⁚以上である

一ヵ所以上設け︑出入口の

りできる個所を少なぐとも

▽公園出入口：ホいすで出入

︵公園について︶

ること︒

夕占高さは七＋3とす

植樹帯などで区分し︑防護

歩車道の握には防護今ｙや

▽歩道・・・幅員はＩ・五μとし︑

忿路について︶

うにすること︒

ては車いすで通行できるよ

▽出入口・：外部出入口につい

十五7以下ｙ浙ること︒

りの高さ曾八＋3以上八

側には手害刄護け︑手す

を併設すること︒階段の両

合でも︑直階段か折れ階段

▽階段：らせん階段などの場

ど︒

分の一をこえないこと︑な

こと︒通路のこ急

六⁚ととに踊り崇設ける

▽通路・：傾斜通路である場合︑

なぺ

毘入口まで設けること︑

通行できる歩行者専用通路

らＩ・三五Ｕ以上の安全に

⑤横Ｂｒ線

路・建治

宇治市福祉環境整備推進懇談

日︑宇治市福祉環境整備推進

ため︑その構造及び設備の整

京祁府は︑これらの流動

亘″ぐ京都府民の新しい知

③標示マーク

備基準は︑建築物について十

②自動引戸（路版式）

駐車区域か

①点字ブロ・，ク

ん︶から市議会に出された道

年二月︑福祉の風土づくりを

綱制定の請願が採択︒五十四

推進するため庁内に宇治市福
祉環境整面推進委員会を設置

審議や進んだ市町村などへの

し︑福祉環境基準についての

こフした中で︑五十五年十

視察などを行ってきました︒

月に広く意見を聞くために︑
知識経験者はにあ市議会や市

会︵会長・同志社大学教授の

ために取り組みを進めてきま

懇談会は審議の結果をまとめ

備に関する基準を定め︑建築

する時況を踏まえて適確な

恵と力のほう出が大いに期

私は皆様とともに︑余刀を

旨人川，．導鈴

ａ

福祉のまちづくりのために
推進懇が提言
昨年十二月二十三日︑宇治市福祉環境一備推進懇談会から池本市
長に︑﹁福祉のまちづくりのための建築物等環境整備要綱﹂を制定
することの提言がありました︒市では︑身体に障害があるなどハン
ディキャップを持った人たちが︑安全で快適な日常生活︑社会生活
を営ぬるように︑社会環境の整備と福祉の風土づくりを進めていま

一般に都市生活環境は︑身

民団体の代表なり七構成する

体に障害のある人たちにとっ

設置︒推進懇談会では福祉の
まちづくりのため環境整備要

井岡勉さん︑二十八委員︶を

綱の作成について審議を重ね︑

て不便であるばかりでなく︑

このため︑その生活圏はにあ

貝塚市を視察した他︑宇治市
づくりのための建築物等環境

また先進自治体として大阪府
身体に障害のある人たちへの

内の公共施設はいあ道路︑ス

整備要戸を制定するぷつに

社会牛活への参加が極めて制

住みよいまちづくりは︑一部

ーパーブーケ″トな芦を現地

提言された要綱は︑﹁不特

公共施設の部分的改良がされ

障害者なども
定多数の市民が利用する建築
物等について︑身体障害者︑

した︒五十三年十月には︑宇

て︑池本市長に稽祉のまち

催され︑池らにそ空︿年後

等しく社会生活を

治市車いすで歩ける街つくり

は高齢化社会や行政吹革な

には平安建都千二百年夕迎

老人︑病弱者等ハンデＶキャ

近畿自動車道舞鶴線︑国

＾Ｊｅ課題剪ぶえておりま

各手ご一十一世紀をにら

牽9子都市 を実現させる

道19・裏7京氾バイパ

す︒

日吉ダムの建設︑舞鶴港の

対策を打ち出しながら︑な

お一層︑生活八昂業の坊偕一

りいたし承す︒

健勝とご多幸を心からお祈

新年にあたり︑皆様のご

昨組む覚悟でございまず︒

域の皆様のご協力により首

六年後には京都国体が開

き手︒

工業の振興に力を注いでい

敦育の充実︑ａ林漁業や商

挙げてねば口強く府政に取

紀へと飛翔させるために︑

く汗界へ︑そして二十一世

に牛痴しながら︑京都を広

たちのふるさと聚守り大切

屈なる精神が育んだこの私

先人たちの自由にして不

待され未了︒

整備などの懸案事項も︑地

奈艮線・片町線等の近代化︑

スの建設︑国鉄山陰本線・

ある屁康でゆたかなくβし

市では︑宇治市総合計田に

います︒

交通機関なぶハ変立ち遅れて

提言しました︒

①ゼブラゾーン
調査してきました︒

「￣｜「￣1

ているものの︑建物や道路・

限されています︒宇治市でも

危険に満ちた状能有あります︒

すので︑この提言を踏まえ要綱づくりに努力することにしています︒

の伏見港公園体育館︑こど

の婦人教育会館︑京都市内

山城総八冠動公園︑長岡京

ＷｖＳに今春には︑宇治の

今資ゐました︒

そこで︑提言のあらましについてお知らせしましよう︒

京祁府災⁚開発計回は︑そ
の中に﹁京都ロー文化懇談会﹂︒
﹁二十一世紀京都ピジョン

言を牛がし︑活力とつるお

■ｗ文男昌︑府立医科大学

懇談会﹂からいただいた提

いのある京都の創造に衆知

3．300≦3．300≦3，3ＯＯ≦二∩
の栴備に努め︑福祉の向上︑

私たちを収り々ぐ内外の
情勢は引浚 一き厳しぐ︑国
際的にはエネルギー︑資源︑
交易の諸問題があり︑内に

〉出入□に関する例示

（や位．ミリメート／い

ＩノーｔＩ
Ψ（≫ミ

駐車場に関する例示
実に進叫しており圭ｙ︒

京都府知事林田悠紀央

活力とうるおいのある京都に

プロジェクトが相次いで完

中央診療施設︑宮津の酉少

成し︑府民の皆様の健康増

か結実させぶフとしていま

昨年の俘には︑文化・学

ここ覗きました︒これも

術・研究都市の立地が要望

年漫洋活動施設などの大型
ご支援とごＳ力のたまちの

進や文化の向上などに役立

す︒

と︑心からほぐ御礼申しあ

通り京阪奈斤陵に決定し︑

げます︒

つことになりましな

ひと又に︑皆成の絶大なる

通に琴痔つて新年か迎政る

また︑大きな夢と明るい見

⁝ぺたしながら︑このたびも

に収り組んぷり々と公約を

め︑懸案の諸問唄に続映的

の間に︑府政の活力化に努

か託されたこの三年八ヵ月

町民の皆様から私か町政

︷に存じます︒

皆様とともにお喜びしたい

新しい存の平和な訪れを

おめでとつござい康7︒

−Ｗ−Ｆ−−−Ｗママー−−−″−−゛゛〃−−Ｗ−ｙｌｙ−〃ｙｗ−−−Ｗ−−ＷＦ−Ｗ−−Ｗ−−6−−−ミー｀−−−−ａ−−｀−ミ゛−゛ｓ−｀−−｀ｓ
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腎はすでにその基本構想案
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環境整備要綱の制定へ
このほ芦策定した第三次

公共施設では
点字ブロックやスロープも（小倉公民館）

井岡会長（右）から提言を受ける池本市長

● ｉ ｌ ｆ ｌ ｌ 1 日 ・ｕ日・2ｉ日兌行

第581号

つくりましょう

む・ｃ3141㈹

亨 冶 市 宇 ， ａ 琵琶3：（ｉｒ，地

昭和57年
（1982年）

すみよい環境を

発行宇治市

傘宇治市民憲章から

編集文書広報課

②眼止め

が増えることは︑ごみ減ら

めのダンボールなどの需要
が減少したうえ韓国や東南
アジアから安い紙製品が出
回ったため︑多量の在庫と

イレットペーパーの交換率

消費者コーナー
しに役立つので市は昔及し
たいとのことでした︒

新闘︑雑誌︑ダンボールの

も下がったといラわけです︒

売れない状態が生じました︒

三種類に分類し︑大阪相場

イルショ″クの影蟹能米

オイルショックで
資源リサイクルの必要性

で一番高い回収業考に引渡

地域の原料チ″プの高騰で

そこで製造か控えたため︑

が言われ︑各地で古紙回収

し未了︒古紙相場がぶ五

相場が高騰

などの取組みが進められて

円より高い場合は︑差額を

ら十円に下がり古新聞とト

原料の古紙はＩ 一一四十円か

います︒しかし最近︑古新

五土八年九月現在︑実施

報償金として年度末に還几︒

ら五十五年初めにかけて古

表2のぷっに五十四年末か

紙の原料価格が上ったため

と密接につながっていまし

換も世界の石油の動きなど

私たちの身近な古新聞の交

古紙も世界経済に密接

昭和五十四年に第二次オ

聞とトイレ″トペーパーと
の交換率が下ってきていま
す︒夕壮1たちＢグルー
プは古紙回収の仕組みと古
紙下落の理由を調べてみま

している団体は回八十μ団
た︒
この他︑製紙工場の見学
やトイレ″トペーパーの溶
解度の調査な芦矛行い︑紙
を再認識し︑もっと紙か夭
切に有効に使おラと思いま

相談室に

般の生活相談な芦早百四十八
件のぶ民の尹が寄せられ
るな芦広く市民のみなさんに
ご利用いただいています︒
ふし︑部屋が狭いうぇ︑

毒司
そこで︑庁舎北側に別棟を
つくり︑相談室二室と事務室

に

します︒

制度のあらましをお知らせ

ました︒そこで︑これらの

当を淫Ｚれるぷっになり

ともに︑児童手当や福祉手

も国民年金に加入できると

本国籍か石だない人︶久

若鉛罪ぷ公は︑明治四

は支給されません︒

2老齢福祉年金は外国人に

給されることもありま天

期川が丁瓦年なぐても支

牛芦れの人には︑その合算

お︑昭和五年四月一日以前

齢年金が支給されます︒な

十五印以上になると通算老

金の加人期朗兌⁚わせて︒︒

あれば︑その間川と国民年

夕受収っていない狗⁚︶が

などの加人間㈹︵脱温十当

のほやにに代って養育して

父が身体障害八である児童

かともにできない児倣や︑

ｙ 児童扶養手当

限があります︒ヽ

いて支給され未ｙ︒所解制

碩︵義務慾︲終了前︶につ

いる坦︿⁚︑三人目以降の児

児童を三人以上良介されて

3141内線ｍ︶へ︒

祉課は子児盾福祉係︵Ｂｃ

圭Ｅｙ︒お問いぺ⁚わせは︑福

別児盾扶養手当が支給され

Ｍ1ｊ︑児削扶養手当︑特

今年一月から外国人︵日

どに加入していない二十歳

れた人が七1歳に達したと

十四年四月一日以前に乍ま

訂正

か庖︿十歳未満の大を対象

国民年金は︑厚生年金な

・・・父と生活

Ｌに八歳未満の

とした年金制度で︑主な給

家児童はい八歳未満︑また

いる人に支給されます︒対

はニ4歳未満のおおひね中

児童手当

を設け︑気がねなぐ相談して

付の老齢年金は六十歳にな

国民年金

いただける環掲つくり奪于

るまで保険料を納めて︑六

十五歳から支給されます︒

程吠以上の障害のある児罵

受給資格者本人︑配偶者

︵加入資格︶

これに該当する人は︑昨年

四月一日までに七十歳にな

った人でしたので︑今年一

月から加入資格公営石だ

外国人のみなさんには支給

されません︒

国民年金には︑障害柾仝

ります︒お問い︿⁚わせは︑

やけ子年金などの給付もあ

人の大の加入は昭和五十七

児童手当

次代を担う鴇吸血やか

に育てること受口的に︑児

内線じへ︒

障害福祉係︵ｍ3141

お問いぺ⁚わせは︑福祉課

給が停止されます︒

解がＩ定以上ある用心は支

胃考の扶養義務者の前年所

人やその配偶者︒または障

され未了︒なお︑受給八本

が必要な障害者本人に支給

ため︑日常生活に常時介護

心身に峨度の障害がある

福祉手当

111111

じ所解制限があり毒丁︒

る審査と児童扶養手当と同

れまず︒医師の診断Ｊ⁚によ

れている父はなどに支給さ

未満の辺ｍ息盃そ養育さ

・二級の障害のある二十歳

・・二級

及び扶養義務者に所解制限

Ｉ当然加入することにな

2希望によって加入でき

っている大・・・厚生年金など

る人⁝厚生年金などに加入

があり圭ｙ︒

ご要望に限らす︑身近な悩み

している人の配偶者や︑年

に加入していない自由業・

ごとにもお答えしていますの

金・恩給受給資格のある人

ｙ 特別児童扶養手当

で︑お気軽にご相談ください︒

とｆての配偶者︑昼回部の大

老齢年金か受けるには︑

き受給できる缶仝でしたが

自営業の大︒

談室︵尽了141内線344・

日奎味ぐ毎日︑市政に対する

市民相談室では︑日曜・祝

ごあんない

市民相談

めていまｙ︒

国民年金児童手当など

のＣＯ−︱ｔ ＜Ｔ−︱Ｉ内線275︶へ︒

保険年金課国民年金係︵≫

ただし︑過去に厚生年金

はありません︒

年齢にｌｉじた期間短縮措置

齢年金は受けβれません︒

間が二十五年以上ないと老

この日か庖八十歳までの期

年一月一日からとなるため︑

除の期間が必要です︒外国

以上の保険料納付または免

お気軽に︑相談員へご連絡く

置がありません︒

特例による期間短縮措

外国人の留憲点

ります︒

難な大は︑免除の制度もあ

る人の中で保険料納付が困

円になります︒当然加入す

今年四月から五千二百二十

毎年度段階的に引上げＧれ︑

月額四千五百円ですが︑

︵保険料︶

学生なぺ

・電話でのご相談は︑市民相

391︑又は直通冠了029︶
をご利用ください︒

身障者相談員が10人

加入や受給できます

した︒
古紙回収は
ごみ減しにも
紙が高くなり劣した︒
この頃︑紙製品のメー力

体で︑毎年の実施団体数と

ｉ︲︲は原価が高くても売れる

市の清掃課か訪ね︑照

この多量の古紙が燃える
ため大量に生産︒ところが︒

回収量は表1のとおりです︒

ごみとして出されると︑集
五十五年夏は澪戸で︑

五十年か良付っている京

町内会なＩ団体が集や
収車の回転機にひっかかり
クーラー︑扇風機の売れ

回収事業について調査︒

古紙を清掃課が︑水・木・
車の修理と焼却にも多額の

土曜日な芦吊民のみなさん

金曜日にＩＩ五円で回収︒
した︒

市庁舎の玄関ホールを明る
が窓口関係の手続きに多数お

ｔ
︒

く︑ゆとりのあるものとし市
出になったと哉待ち合い場

一千四百万円の見込みや子︒

民の待ち合いロビーや応接室

所もないほ岩羅しご迷惑を

話しやすい

としてご利用いただぐため︑

おかけしているため︑この工

事務室と併用した状況で︑相

悩みや相談がありましたら︑

四氏が新任の人です︒

外国人の人も

年度別の古紙の相場
談ふらい面もあったと思い

ｍされたもので表の最初の

福祉法に基づいて京都府から

お気軽にご相談を
宇治市内の身体障害者のみ
今兄の意見や希望にそって

所との橋但しをする身体障害

相談砥動をしたり．福祉事務

委ｍ間は昭和ｖ年3月末まで）

六十歳までに必ず二十五年

81ＩｌＯ棟似｜｜｜ッご保Ｉｍ3ＩＺＩ05Ｏ141131■ｒ−23
所
1111Ｉｉｆ，｜1502川ｎ

庁舎一階の北東角にある市民

ｙｌ

者相談員が．このほど四人増
棋木木小町大字木字木大鵬幡幡介営久ｉｆｉ幡治幡久
住
町ｉ≫南町団保 1り会米了西保

市民相談室には︑五十五年

819
つ障障7ｊつ障

度で︑市政に関する相談やＩ

24681012246810122468月月月月月月月月月月月月月月月月
害害害ああ害害由あ害一一一一一一一一−−

ふ月末に完成︒工事費は約

54 174
氏
−−一一−−−−−一下下肢ろろ視内下ろ祝
肢肢体、、力部懸．力
名

小にと的かかったものです︒

5

15

モニター研究Ｂグループ

な芦のエ事夕始めてい未了︒

▲市民課窓口前・玄関ホール風景

相談室か庁舎北側に移設する

Ｎ4

818

54年55年56年

53 ．167
元誠博昭竹弥哲進利広次憲治二囃栄雄二夫

ださい︒個人の秘密は堅で守

≪837221Ｋ360622

ごご
703

員され十人となりました．

ｌ≫ｉ141端山地町民尾ＩＫダ中町場2053ｆＳ23Ｊｌ．312033乙33久

白壁チ︒︵福祉課︶

電話
22323222322343ｌｊｌｌｌｉｌ

ｙヽ一二回ヽ
52 156

ハト
ノ＼
35

／ノ
20

この相談員は︑身体障害者

番号
458703896．ｉ4927

668
55 172

30
量と
団体
数

ｌ

10

25

6！7
87
50

40 二Ｓｆ：ヘ
実施 ，年問
影
1ｉ

／＼、フ｀、、
189

51 139

金＊1＊川林柳梅黒ＩＮ組子鵬林口原田木分藤

μほもっ二つ︒こん包のた

市民相談室を移設

（表2）
（表Ｉ）団体数と回収量
入口

出費となります︒実施団体

市庁舎

新しい市民相談室の平面図

ｉ
ｉ
ｌ
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ト
1
1
障障障

玄関ホールを広く
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16

−
㎜−
Ｗ㎜
皿皿
−−
Ｗ−
ＷＩ
−Ｗ
皿−

陳列ヶＩス︑金庫︑ネオ
ン︑看板など

−−

マ構築物・＝舗装路面︑門︑
ネオン塔︑土木設備など
申告義務のある人は︑一

㎜㎜

証年一月一日現在 ｇ却

Ｘ
月三十一日までに償却資産

−−

入級申請の受付
資産か痔っておられる人は︑
市内にあうての償却資産に
生産事業冷眼耐用の付属

︵1月31日まで︶

急いでください

ら︑資産税課までおたずね

償却資産の申告

ください︒

からないことがありました
里暑八種類別明細円か資

▲完成した神明宮東市営住宅

産税課へ提出してぐださい︒

︵資産税課︶

それは︑軽自動車税は四月

問い合わせが増えています︒

一日現在︑所有者轟ぽ使用

者として｀鋲されている人に

課税されることになっている

ためです︒不用になったため

廃車するなどの場合︑届出を

済ませないといつまでも税金

の通知夕受けることになりま

また︑届出は所有者吏ぼ

す︒

使用者がずることになってい︒

乖ゐで︑業者など他人に依

頼したなほ︑届出を済ませ

ているかμ石か必ず確認しま

業用自動車・ホークリフト

︱︲ＩＩＩ皿

▽125に以下のバイク・農耕作

は市役所市民税課︵扁百

141︶へ︒

マニ輪・三輪・四輪の軽自動

車は陸薄霧所内の軽目動

槇島町の長田さんの作品

へ︒

た二十二人の作品三十七件を

︵市民揃課︶

務所︵｀075−681961︶

マニ輪の小型目動車は陸運事

へ︒

車竪二四07516916516︶

｜

ついて申告かじていただぐ

会示業に使用されている

Ｍ以外の有形の固定資産の

機械など
マエ具や器具︑唇叩計算

なお︑忠男法や償却資

．ミミミｊ

バイクの廃車など

槇島中学校の校章きまる

こＡＵ四月の開校めざして︑

決定した校章は︑横島町北

審査1選考されたものです︒

内の長田澄︸慌λ︵44歳︶の

作品で︑マキシマの﹁マ﹂の

字の図案化の中に︑中学の

皿−皿−−Ｗ−皿−Ｗ㎜−㎜−Ｗ−−㎜−−−

ことになってい季子︒︒

導室にありホチ﹁入級のしお

償却資産とは︑＋珀・家

り﹂をご覧ぐださい︒

2月5日から19の育成学級で
この育成学級の五十七年度

ｎ︶が法人税吏随所解税

の人級申請を次のとおり営ｔ：

市教育委目会では︑巾内の

法のうえから損金や必要経

小学校に低干る児童のうち︑

債で︑引続き入級を希望され

費に算入されるものです︒

もので︑その減価依却額︵

る人も申請が面苓寸︒お問

なお︑現在人級している児

占は両親の勤務証明吋な芦手

い合わせは育成Ｂｍ︵ｆｉｓ

け康ずので︑人級希望の保護

いろな事盾で︑下校吸の傑護
続きに必要句︷⁚類をご準備ぐ

保護者が共働きずるなどいろ
に欠ける児童を対象に市内十
ださい︒くわしいことは︑Ｘ⁚

ミー＝−

横島中学校の建設が急ピッチ

自

︱

や寇められていますが︑この

Ｉ

−

昨年十二月にむ募いただい

Ｉ

︱

ほど校章が決まりました︒

︲

九の小学校内に育成学級を開

産の対象となる範囲などわ

1

器︑杭︑いす︑ロ″カー︑

1

放諾設備︑レジスター︑

111自︱−11−自1︲︲︱ＩＩ

︒しょうＯ

1

例えば︑次のぷフなもの
が償却資産となり毒Ｔ︒

同居者または同居レふっと
する親族︵婚約者も可能︶
があり︑基準収入以内の人︒

1

3141内線357︶へ︒

神明宮東市営住宅

募集ですので︑三階での日

▽その他・・・今回は三階部分の

1

︿届出先﹀

1

膏吹学級と社会教灯課穴成指

56年度育成学級の入所受付

ｙ2月5日ｍ−ｔ．小学校内の
穴吹学級で午前9時から正午

入居者募集

常生活に支障のない人が対
象です︒
マ申込み＝所定の申込書で一
月二十日までに申込んでぐ
ださい︒
申込用紙の交付および問い

︵建築課︶

︿おせは建築課︵｀⑩314
1︶まで︒

1

−

最近︑﹁他人に譲り収した

1

まで︒

▽住宝所在地・・字治市神明宮

万八1百円︑

1

1

バイクの税金の督促状が送ら

1

ｙ2以甘出〜2月25日中＝

市では︑老朽化した市営住

第二独住宅

−

］陽
届出は確実に

設してい未了︒

国民年金に加入しま
ったら

1

れアぐるがなぜ石﹂といった

1

市敦育委日会3階の社会教育

宅の建替小業に取征組んでい

▽募集戸数＝・第一種住宅上

課まで︑午前9時半から午後
4時半まで︵土曜日は午前11

求了が︑このほど︑神明宮東

戸︑第二種住宅上一戸︑心

束八ぶ地︒

時半まで︶︒

団地の第一期工事分か完成し

なお︑これらの期間か肩

▽家賃・・・第一

2ＬＤＫ︒

▽住宅構造・・・耐火構造三階建

上戸︒

身障害嗇向住宅︵第二種︶

補充募災を行いホチ︒

屋が生じ示了ので︑入居者の

そこで︑この住宅にこ部空

ました︒

ても受付けはし乖ふ︑審査
の第一次分からは除外されま

︵社会教育課︶

すのでご了承ください︒

︱Ｉ！！Ｉ！！！！！！！！！！！！！111！！！！！！ＩｉＪ

五十七年四月分からは月額国民年金のことについて

＝二万一Υ

裡住宅＝二

なお︑保険料か納めたぐ係までおたずねぐださい︒

丘や二︒白二十円︶で丁︒くわしいことは︑国民乍金

国民年金は︑農林漁業︑は︑月額四千耳日円︵昭和納付の冶闇陵があり孚こ
Ｅ業な：＼ＪＱ自営業・サービ

族のための雙崩度です︒

円︒

住宅に困っ

▽申込資格＝・

Ｉ

﹁中﹂を配ってあり卓子︒そ

館
移動図書

そよかぜ号巡回日程

1410 1413

｜
1

ミミ1
皿−ＷＩＷ−皿−
−

して︑マは勉学・英知・力強

▽とき・・・1月仰貝祝︶︑午後Ｌ時から︒▽ところ＝未幡中学校体育館

︵1月分︶

昌

車でのご来場はご遠慮ください。

1月は毎週月曜日と︑15日伽︑31日順です︒

︿市民図書室の休室日﹀

車場所にそれぞれ変更があります︒

※﹁蔭山﹂﹁伊勢田﹂の駐車時間に︑﹁白川﹂の駐

伊
遊 野白 蔭横 Ｔ
緑 南北 木岡 地
勢 開
ヶ 小小
田
田 神川 山島 盛保保 原 倉倉 幡屋 区

楽しいおやつの時間をすごす子どもたち
（小倉小学校の育成学級）
てみ済的な留で納めら︵保険年金課︶
れない人のために︑保険料

ている市内
在住者で︑

この欄に掲載するお子さん（56
年1月生まれ）を募集しています。
文書広報課へご連絡ください。

1

さ戦中は人の和金覇Ｕて

19昌13日 12品

ス業などの人たちとての家

加入してい今人が年かと
ったり︑病気やけがのため
障肖占となったなどとに

っています︒加人できるの

年金が支削されることにな

は︑堅泡金や各抑共済組
へ⁚の加人！Ｃ︵その配偶ｚ⁚︶︑

木幡北山畑
松原那知瑠ちゃん

です。

ｌ

︵学校教育課︶

駐車
倉倉契
原児
公小髭
学保会ツ
場所
童公
校校
園

稽

曜問部の大学生など店？

一度も病気せずに、元気いっぱい

1

います︒

4030 0030

討
緑ヶ

綴
ユ紫Ｕ

Ｈ

−伊 遊
開公
田一一
勢田
民分
一角
神社 公
館前
園

1511 1614
2040 1020

どい

1

111

16

161411

1614

1

16

000011

1

1110

駐ａ
000011
5030∩

1

丿 ● ● ● ● ● 010●
2 00000

●丿00
● ● 2●
0 ●00

●●●●●●
丿4丿
0 30000 0

●●00
● ● 0●
0 ●00

0030
11

15

16

二士緊ら一︿十歳禾満の人

あなたと家族のための年金制度

成人の日のつ

困

困

困

困 因

20日

2 7日
26日22品21日
28昌

14

1110 1513 ｕ 1 3 1 0

14 1 4

14

若いあなたは﹁年金なん

槇島中学校の校章

です︒

て﹂と思われるかもしれま
せんが︑万優は誰にも確実
にやって亭導Ｌ︒そのとき
のためにも二十歳になった
ら国民年金に加入しましょ
う︒納めていただぐ保険料

17

しょう

1月20日まで

育成学級

20歳にな

1月11日発行第581号
1982年（昭和57年）

宇ｉ台ＴＵｉＢ（だより
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始まっています

六ヵ月以上ハ歳未満の乳幼児

今年四月一日現在で︑生後

︿入所申込みできる人﹀

︿入所受付Ｅと場所﹀
上表のとおりでず︒また保
育所で申込みでＭｉい人は︒
一月二十一日出と二十二日働

さらに︑以上の指定日にもや

に保育課で申込んでぐださい

ひ舎兄ない事情で申込みでき
ない人は︑一月三十日出正午

まだ記入されていない事業

は≪5＞ｒ＼お済みですか︒

京都府の水喀ぞは︑昨
年十二月十一日に︑塔ノ島
附近で︑標識︵塩化ビニー
ル製のタグピン︶を背ピレ

？μ︶か子二百尾放流しま

につけたフナ︵体長約一五

した︒
これは︑府下の蔀川汚染
などに関連して︑宇治川管

五十七年度虫Ｗ屈讐入所

マ引続き入所希望の場合︿

付け季一︒

い︒なお︑回収に都合の悪い

いり求心で︑ご提出くださ

ぶつぉ願いいたしポ了︒

所はすぐに記入1テぐださる

4時までｖところ・・・宇治商工

困︑いずれも午後ｔ時半から

内での魚の分布・牛育状況

保育園︑あさひ保育園︑善法

を希望される人は︑入所申請

員か市役所介画課までご連絡

日などがありましたら︑調査

後四時までに保育課へ申込ん

二十二日廓の午前十時から午

希望者は一月二十一日出と

す︒

もお気軽にご利用いただけま

説明会を開塗手﹈︒戸なたで

て︑処分してｔＡＱ−ｒｘのはか

◇

予防接種

ツベルクリン
ＢＣＧ

公会堂＝Ｈ時10分︑宇治保健
所＝以−励分︒︵保健衛生課︶

催し
レクリエーション竪琴ぽ

市民スキー教室
す︒対象・日時・会場・注意

ろ＝・マキノスキ1

ｙとき・＝1μり

市民スキー教室を開堂ヂ︒

防年間日程表﹂をご覧ぐださ

市民と市内に勤務する人ｙ参
加費五大人二千三百円︑尖
千九百円︑なお貸スキー代は
大人千五百円︑小人千円ｙ申
込み：参加料金9を︑教育
委員会社会教育課へ︒先着川一

お知らせください
各部とも︑4矢・2立︵8射︶

男于上級の部︵3段以占で

男子初級の部︵2段以下︶・

併用︑︵個人戦﹀女子の部・

1組︵男女混成べ︶個人戦と

ｙ競技＝・近的︵団体戦︶3人

自衛隊関西地区補給処弓道場

9時から正午ｙところ＝・陸上

Ｖとき＝・2月28日間︑午前

会を開収ま令︒

回宇治市教育長杯争奪弓原ハ

宇治市弓道啜ぞは︑第9

教育長杯争奪
弓道大会

ろ＝・木幡公民分館＝10時40分︑

管理に関する法律によって︑

人︒︵社会教育課︶

飼い主が罰せられることか

小倉谷驚110時50分︑旦椋

ｙとき・・■＾Ｅｒ＾甘固ｙとこ

犬の引取り

◇

い︒︵保健衛生課︶

日発行の市政だより﹁保健予

事項などは︑昭和回亨月21

1月Ｈ日から始まっていま

を見けたら

会則務局︵五″庄三番割尽

了し養護学校へ通学中でない

心身障害者で︑義務教育か終

11時〜午後3時ｙところ・・・木
幡公民館ｙ対象・雨内在住の
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現在︑婬犬 はほとん
芦犀存していません︒飼い

飼えなくなったら

民館

9（ａＲ2804）

標識のついたフナ

立射︒Ｏ立順の変更は認めな
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○受付時間はいずれも午前ｌＯ時〜午後4時です。
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全保育Ｆｉｒ（園）・ｌｉ間哩ｅ．親

1月21日ね福祉事務所
保育課
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ひいらぎ保介園，広野保育所，小＆≪菜園保青所
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毎週︑京都府動物管理指尋
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北小倉保育所 横島保育所，北小倉保育所
1月12日図
あさひ保育園 あさひ保育園，三室戸保Ｔｊ ＢＪ，宇治保育所

・城陽市・久御山
町︶での犬の登録数は四千
四白二十九頭で︑その内宇
治市では二千一八百五十三頭
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時

同胞保育園，大久保保育呪くりくま保育園
くりくま保育圃

にすすめ野犬の追放に取り
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場

宇治

会

宇治

○宇治市小倉公民館…小倉町寺

ル1 ｊ牡
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内

○宇治市木幡公民館…木幡内畑
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日

のぽり保育園 北木幡保育所，のぽ）保育ｇ］，木幡保育所
1月ｕ日間
明星保育園 明星保育園，なかよし保育園

野犬は︑登録犬の約三割
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○宇治市公民館…宇治里尻71の

少年宇宙科学教室日程・内容
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入所受付と場所
でした︵昭和55年度︶︒

小犬のうちはかわいいけれど……

伊勢田保育園 西小ｆｆ保育所．南浦保斤Ｓｉ，伊勢田傑ｉｔ園
1月13日（水）

対象保育所（Ｉｌｌ）
＞ｉ日（ｌ≪日）受付場所

野犬対策の現状
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