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今回の機構改革に伴い、各部局
興係を新設しました。
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４月14日付で機構の改革と人事異動を行いました。機

構では、本市の最重点課題である63年京都国体の成功
−−−一個−■−・一響響

イーに関する業務体制拡充のために、広報課に自治振
−■■−−−・−−・晶−・一晶−−−■−一番■■−−−−響−・・・−−晶二

を合わせて158人が異動しました。
▲クレーン車でつり上げられ、鋼鉄製ブロ

ックが架設される(仮)宇治川橋

今回の機構改革では︑厳し
い襲殺済情勢の変化に対応

要望にこたえるため︑効率的

し︑多様化︑高度化する住民

利用に向けて︑開設準備のた

一方︑健康で明るい牛活を

め担当主幹を配尹鬘した︒

過ごせるぷコ︑その一つとし

健予防課の二係戦健康管理

て老人保健の充実のため︑保

た︒更に福祉事務所では︑保

な組織・機構の整備と︑一方

護課保護係を保護第一・第二

係と保健指導係に再編しまし

組織・機構については︑本

係に分割︒保護業務の充実を

では職員定数管理の適正化を

市の最重点課題である六十三

図ることにしてい毒丁︒

図りました︒

年京都国体の成功に向け︑体

また︑コミュニティーに関

設整備などの充実を図る必要

下水道の管理普及と今後の施

所聖釆宇治浄化センターに移

理課と下水道建設課は︑事務

るために︑建設部下水道管

そこで︑事務事業を推進す

:

する業務体制を拡充するため

一部供用開始をして

東宇治浄化センターへ

下水道事務は

制強化のために再編︒国体事
務局を︑男竹の一課二係から
総務課︑競技式典課の二課に
増設︑それぞれの課に二係を
置き︑十三人か増員︑総数二

なお︑今年度も国体への増

十二人の体制としました︒

員は︑各課からの応援を基本

／R85r
転︒ふ築︑下水道に関する事

に配置しました︒

改革された部門

があります︒

設︒廃園になった幼稚園の︑

ｉ
生活環境S￨i
芦

｜
宇治市産業会館
自治振興係

浄化センター（木幡北島10）

ニテ

に向け、国体事務局の体制を強化。また、コミユ

保健指as係i

と二十一日

四月一日

小倉町西畑13です︒ここに訂

なっていましたが︑正しぐは

の所在地が︑小倉町西浦13と

中で︑第二十区の小倉小学校

だより一面︑投票所一覧表の

発行の市政

５ １ぶぶロこ

たえようと張り切っています︒

属︒市民の皆さんの期待にこ

く四月十四日付で各職場に配

日間の研修や実習の後︑同じ

用された職員十一人は︑十一

また︑四月一日付けで新規採

六人︒一般職九十二人です︒

課長級二十二人︑係長級三十

異動︒内訳は︑部長級八人︑

各部局合わせて百五十八人が

今回の機構改革に伴って︑

新しい職場へ

8人が
15

１１︶

第一係・第二係︵容０８５

▼下水道建設課計圃係・建設

豊⑩8476︶

▼下水道管理課管理普及係︵

8475︶

▼下水道管理課庶務係︵豊⑩

７５︶

市木幡北島一〇・容⑩８４

○東宇治浄化センター︵宇治

で取り扱いまず︒

務は次の東宇治浄化センター

健予防課[健康管理係

正しおわびします︒

催し物

春の市民文化祭

膏
に︑広報課に自治振興係を新

コミュニティー施設などへの

京Ｅバイパス宇治川橋︵仮
称︶の架設工事は︑四月十四
日︑同川右岸と横島地域の高

▲下水道事務が取り扱われる東宇治

−−
・−
−−

まで

企画管

国体局の体制を強化
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市では、効率的な組織・機構の整備を図るために、

架設 橋げた両岸を結ふ

市の機構を改革
京滋バイパス宇治川橋

架橋と鶯紹ぷ橋げたがかかり︑
完成に向けて大きぐ前進しま
した︒
この日は︑下り走行車線部
分で︑長さ十九メートル︑高
さ二・八メートル︑幅一・九
メートル︑重さ二十七トンの
鋼鉄製ブロック一本を架設︒
これで︑宇治川の両岸が結ば
れました︒
この宇治川橋は︑横島町大
島の宇治川右岸と横島町郡の
同左岸を結ぶもので︑全長二
百七十四メートル︒昭和五十
九年十一月に着工︑本年一月
二十七日から橋げたの架設工
事を進めて来ました︒同橋は︑
本年十一月末には︑完成の予
定です︒
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春の防犯活動実

課

発行
編集

防犯は日ごと家ごと

お待ちしてまぁ
ーす

5月3日(日)〜5日（祝）・中央公民館

同和問題を考える
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その基本原則の１つとして「基本的人権

憲法には
５月３日は憲法記念日一

０.11

このよ
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ま

を
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尊重され、人間らしく幸せに暮らせる社

、
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べて私たち自身の在り方にゆだねられて

会を築くことを目指してい

す

います。憲法の意義を、身近な問題から
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今一度考えてみましょう。

。

保障。しかし、その権威を保つのは、

せに暮らせる平和な襲翠桑

る社会︑誰もが人間らりぐ幸

一人ひとぴが互いに尊重され

戦争の悲惨な体験と反省から︑

ら︑今年で四十年目︒憲法は

日本国憲法が施行されてか

権利︑幸福衆心求する権利な

健康で文化的な牛活をおくる

働く権利︑教育を営ける権利︑

利︑つまり居住・移転の自由︑

として︑人間βしぐ生きる権

の基本原則︒特に大切な原則

重︑平和主義の三本柱が憲法

保障してい未了︒

どを﹁基本的人権﹂として︑

くこと忿昂して︑制定され

国民主権︑基本的人権の尊

ました︒

分類し︑この二つの形態の差

らしの上に表われる差別とに

市民の力で
同和問題の解決を
私たちの社会には︑様々な
差別が存在してい未了︒

し︑多くの人たちが事業を理

同和地区に住む人たちの牛活

そして︑同和問題は人間の

解し︑同和問題を認識してい

作用ｋ号ているとしていま

自由と平等に関する問題であ

ること奎ふしてい未了︒

民族に対する差別︑身体に障

り︑憲法によって保障された

同和地区やそこに住な人たち

人間の尊厳を踏みにじり︑

基本的人権にかかわる課題で

て︑また国や地方自治体の責

に対する差別などです︒

憲法で保障されているはずの

解決に向けて国民的課題とし

あるとの認識に立って︑その

務として取り組むことになり

それは︑同和対策事業につい

し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲

法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に

よるものであって、その権威は国民に由来し、その権

力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が
な人権は守られているでしょ

で判断したり︑女性や身体に
障害聚持つ人などに対して不

これを享受する。これは人類普遍の原理であI)、この

積極的な姿勢です︒

題の解決に結びつけて行ぐ

しく理解し︑その理解を問

大切なのは同和問題を正

しています︒

人が︑相当数あること舎不

題やその解決に関心のない

見られることです︒同和問

回答や︑﹁回答なし﹂が多く

て﹁よくわからない﹂という

戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意

憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、

︵同和対策室︶

はありませんか︒

に︑積極的に行動１ 工うで

く住みよい社会を築くため

本的人権が尊重される明る

場などでよく話見回︑基

別について家庭や地域︑職

和問題をはじのあらゆる差

私たち一人ひとびが︑同

ります︒

別を支えたりするものがあ

態度とかけ離れたもの︑差

は︑互いの人権參尊重する

く残ってい未了︒この中に

しきたりや慣習︑採信が多

重んじる意識︒昔ながらの

まだまだ家柄や血筋などを

一方︑私たちの社会には︑

ょラか︒

人権を侵害していないでし

当な取り扱いをし︑他人の

互いに守ろう
基本的人権を
本市でも︑同和問題の解決

と昨わけ︑同和地区に住ん

か基本政策の一つに揚げ︑憲

フか︒あなた自身︑意識的・

でいる人たちに対する差別は︑

によって確立された封建的身

それは︑江戸時代︑徳川幕府

法の理念や法律に従って国や

無意識的であることを問わず︑

ました︒

分制度に某﹃つぐ差別に起因し︑

府と協力して事業を進めて来

毎日の暮らしの中で︑大切

今なお仕事・結婚・教育・住

人を職業や学歴︑出身地など

水道︑下排水など︑委擬境

その結果︑今Ｒ住宅や道路︑

ました︒

て表われる差別と︑現実の暮

感情や意識に潜み言葉になっ

更に︑同和問題を︑人々の

ること名混一Ｌ荼した︒

識・思想などによる偏見があ

して厚い壁があり︑感情・意

結婚などの問題に︑いぜんと

一見平等と見える就職︑就学︑

実態と︑同時に︑憲法の下で

ずに取り残されている環境の

同和地区である故に解決され

た同和対策審議会の答申では︑

昭和四十年に国から出され

題です︒

由が侵害されているという問

欠くことの出来ない権利と自

環境なべ牛曹て行ぐために

重大で深刻な襲面題です︒

しかし︑問題点もあり求ｙ︒

害されている訳です︒

基本的人権が︑様々な形で侵

の安定向上のための施策に対

民意識調査の結果︵下表︶では︑

昭和五十八年に行りれた府

一定の成果かあげています︒

の物的面での改善牽甲心に︑

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
す︒

別が因果関係夕保ち︑相互に

日本国憲法（前文）

害か痔つ人たちに対する差別︑

女性に対する差別︑人種や

儲
を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために.

5月3日は憲法記念日

‑‑曜‑‑¥‑晶個個晶‑‑･･‑･･‑■‑‑一晶‑‑‑■個個響一響‑‑‑晶晶晶‑‑■‑晶丿W‑一晶晶晶一番晶

ト次代を担う子どもたち

由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び

9 . 3木幡河原隣保館で)
(SB1.

J生活を

憲法は私たちの人権
うに

を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平

効果のあった同和対策事業と今後重点を置くべき事業(S58年度、京都府同和問題意識調査、重複回答方式)

国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自

第11回解放文化祭

1987年（昭和62年）５月1日発行(2）
り
よ
だ
i改
rU
宇1台
第772号

差別のない住みよい社会を

これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係

和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの

安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和

を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に

除去しようと努めている国際社会こおいて、名誉ある

地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、

ひとしく恐怖と欠乏から免がれ、平和のうちに生存す

る権利を有することを確認する。

して他国を無視してはならないのであって、政治道徳

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念

の法則は、普遍的なものであり、この法＼に従うこと

は、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうと

する各国の責務であると信ずる。

崇高な理想と目的を達成することを誓う。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの

722

宇治公民館では︑青少年に
楽しい活動を行いました︒

石灰岩の中から見つけたり︑

クラブに入って︑楽しぐ学ん

君もわた１ 七︑宇治自然史

ふるさとの自然牽よく知って
もらおうと︑宇治自然史クラ
ブか設けています︒
でみませんか︒
入会あんない
▽対象⁝市内に在住する小学
校５・６年生︑中学生︑高

せん︒市販の履歴書で５月14
日閑までに教育委員会総務課
︵ａ⑩3141︶へ︒︵総務課︶
ボランティア募集

ヒーハウス﹂を開催していま

流を目指して﹁やまぶきコー

第２回
歴史散策

▼とき・：５月17日面︑午後
︱壁Ｔ５時▼集合場所・：木
幡公民館▼内容・・・東宇治の中
世を訪石て▼定員・：60人︵先
着順︶▼申し込み⁝歴史資料
館︵豊⑩1311︶へ︒
︵歴史資料館︶

ジャズダンス
講 習 会

▼とき・：５月13日困︑午前

10時〜正午▼ところ・：小倉公
民館▼対象・・・婦人▼定員・・・25
人︵先着順︶▼参加費・・・無料▼
講師⁝市スポーツ振興審議委
員・堀井洋子さん▼主催⁝小
倉ジャズダンスサークル▼申
し込み・：小倉公民館︵小倉町
寺内91︑容⑩4687︶へ電

プ＝よ百円▼持菅Ｔ赤ボ

鐘打鉱山の採集鉱物を整理

午後2時‑4時 京祁、大原野の石灰岩の話
話か来館罵 ︵小倉公民館︶
八口ック音楽の夕べ
▼とき・・・５月10日間︑午後
６時半から▼ところ・：文化会
館小ホール▼曲目・：ビバルデ
ィ﹁四季﹂外▼入場料・：三百
円︵当日券有り︶▼主催⁝宇
治ギターマンドリンアンサン
ブル︑室内合奏団ムジークク
ライン▼問い合わや・大罪洋

︵社会教育課︶

子さん︵豊⑩0955︶へ︒

登 記 相 談
▼とき・：５月12日脚︑午後
１時半トー時半▼ところ・・・市

居住する人▼相談員・：司法書

総合福祉会館▼対象⁝市内に

士▼費用・：無料︒
︵社会福祉協議会︶
危険物取扱者試験

▼とき・：６月13日出▼とこ
ろ・：日産車体㈱京都工場ＰＲ
会館▼試験区分・・・甲・乙・丙

公共下水道

供用開始区域広がる

した︒

そよかぜ号

おはなし会

書クラブ協議会▼問い＜ＥＱ

接会場へ▼主催・：宇治市読

ｔJ.：井上吉子さん︵き⑩7

マにおほさんに関する絵本

は６月28日間まで︒家族そ

後３時Ａ時半▼ところ⁝

子さん︵⑤3458︶へ︒

︵豊⑩8538︶︑前川桂

517︶︑小畑みちよさん

小倉公民館保育室▼内容・：

▼とき・：５月13日團︑午

おはなし会

ろって︑ご利用ください︒

や読み物などを展示︒期間

式さん▼申し込み・・・当日直

昔を訪ねる▼講師・：若原英

宇治﹂をテーマに︑市内の

▼内容・・・﹁タイムスリ″プ

10時Ｉ正午▼ところ・・・宇治
公民館︵宇治里尻7119︶

毎月第２・４水曜日︑午前

▼とき・：５月13日困から

﹁宇治川﹂

郷土史学習会

6︶へ︒︵下水道管理課︶

下水道管理課︵a0847

ご相談︑お間覧Ｂせは

事をしてぐださい︒

必ず公認業者から選んで工

公認業者﹂レか出来ません︒

市の指定の﹁排水設備工事

水洗化や排水設備工事は︑

設置客緩ぐるみで進めて

つくるために︑排水設備の

健康で快適な生活環境を

下水道の供用が開始されま

から︑上図の区域でも公共

昭和六十二年四月十七日

いただぐぷ７お願いし康ｙ︒

各種▼願書配布・・・午前８時半
〜午後５時︑消防本部︑各消
防︵分︶署で▼願書受け付け・：

都府職員会館へ︒

５月Ｈ日側〜13日團までに京

︵消防本部︶
赤十字社資募集
今月は︑赤十字社員増強︑

赤十字事業には︑国際救護

社資募集運動月間です︒

活動や献血事業︑災害救護な
どがあり︑事業資金はすべて
社資で賄われてい未了︒

５月１日から14日までは

﹁こ夕も読書週凹︒

町内︵自治︶会を通じて︑
社資募集のお願いをし乖ゐ

中央図書館では︑子供と

はなし会を︑動く図書館そ

おはなし︑読み聞かせ︑紙

ふＢｔ⁝サークル﹁絵本の

芝居▼参加料・・・無料▼問い

き代表︑後藤礼子さん︵容

次の二地区で行います︒

午後２時40分からと３時

⑩8991︶へ︒

社会福祉協議会の各種相談が一部変更に

・ユニチカ蔭山社宅集会所

10分からの２回︒

・西岡屋会館⁝５月７日團︑

よかぜ号の巡回に併せて︑

本の楽しい出会いの広場お

でよろＬｙλに︶協力ください︒
︵日本赤十字社宇治市地区︶

国友 祐樹ちゃん
ｓ61・４・22①

折居台一丁目

中央図書館のお知らせ

例会では︑鉱物の結晶の話
から︑地質の話︑火山の話︑
大陸移動説の話まで興味あふ
れる講座を開きます︒
野外学習では︑宇治を中心

▽定貝・・・30人︵先着順︶

校生

▽会費・：五百円︵半年分︶

とする山城地域の地層を観察
したり︑岩石や化石の採渠を

野外

▽会場・・・宇治公民館及び現地

日程︶

▽例会日程・：下表︵上半期の

通費は各自負担

ただし︑野外学習などの交

しながら目然を学習︒
また︑異った年齢の子供た
ちの友情をはぐぐみ︑仲間つ
くりを進めます︒
昨年度の自然史クラブでは
大きな水晶か採集したり︑珍
しいウミユリやウニの化石を
▽指導者・・・元維孝館中学校教
やまぷき学級︵心身障害者

治公民館︵宇治里尻71⁚１９︑

教室︶では︑障害者青年の交

酋＠2804︶へ電話か来

▽申し込み・問い合わせ・・・宇

諭・吉川健次さん

らせ
す︒この教室にスタ″フとし

社会保険相談所

︵社会教育課︶

教育課︵ａ⑩3141︶まで︒

ご連絡は︑教育委員会社会

ティアか求めています︒

て協力していただけるボラン

︵宇治公民館︶

館で︒

お知
アルバイト
登録者の募集

出＝小倉公民館︑５月22日面

▼とき・ところ・・・５月８日

調理のアルバイト登録者を募

＝広野公民館︒時間はいずれ

教育委員会では︑学校給食

集しています︵欠員が生じた

︵保険年金課︶

も午後１時１４時︒

調理師免許の有無は問いま

囲に順延︶▼マース・・・ＪＲ西
日本宇治駅←大和小泉駅←松
尾寺←湊等←法隆寺駅←宇
治駅︵約14J︶▼準Ｓｎｇ‑弁
当︑水筒︑雨具など︵交通費
は各自負担︶▼問い合わせ・：
木村長次さん︵萱⑤3633︶
へ︒
第25回宇治市
オリエンテーリング大会
▼とき⁝５月10日面︵小雨
決行︶ｙ集合場所・・・太陽が丘
ファミリー広場で︑午前８時

ル

時に雇用︶︒

９︶か市民体育課へ︒
テレホンサービス︵豊＠3
894︶もご利用ください︒
市民歩こう会

なお︑コンパスは主催者で

ールペン︑雨具など︒

用意し柔了︒

･‑･‑‑‑‑‑･

小学生

⁝Ａコースは京都銀行小倉支
店駐車場︑Ｂコースは京都銀
行三室戸支店駐車場▼定員・：
Λ・Ｂ各コース共40チーム▼
参加費・・・Ｌ人二百円▼申し込

半〜
10時半まで受け付け▼ク
ラスーコース距離・・・下表▼参
▼とき・：５月10日囲︑午前

加料⁝個人よ一百円︑クルー

この欄に掲載するお子さん（61

午後2時〜4B.!f
花聞岩と鉱物の話

８時半︑ＪＲ西日本宇治駅前

年５月生まれ）を募集しています。
広報課へご連絡ください。

宇治自然史クラブの例会日程表(上半期)

災合︵雨天の場合は５月17日

････････M

大原野の石灰岩を採集しよう

ゆうきちゃんは、お父さんが大

９月20日(日)

野外学??(京都和知町・鐘打鉱山)
8 月27日(ね

野外学i"/(滋rlf大汁・田I:山)
7 月24日(令)

野外学習（京祁西山､大原野）
９

鐘打鉱山のm物を調べよう
９月12日出

８

午前8時〜午後4時

７

午前8時〜午後4時 ili八･田上山の鉱物を調べよう

６

午前8時〜午後4時

好き。くっついて離れません。

バレーボール教室
▼とき・：５月16日から６月
７日までの土・日曜日︑午後
５時〜７時▼ところ・・・木幡小
学校体育館▼対象・定員・：小
学校５・６年生30人︵仮祗︶

電話で市民体育課へ︒

ｙ参加費・：無料▼申し込み⁝

第４回宇治
ウォークラリー大会
▼とき・・・５月17日聞︑午前

市民体育課へ▼問い︷Ｂせ⁝

み・・・５月９日出までに電話で

山本理恵子さん︵豊⑩１４８

人

会員を募集中

10時スタート▼参加対象・・・２
〜ｌ人で１矛・︲ム︵児童だけ

プ

Ａ 6キ〜ロ8

14r%までの男児もしくは女
児のみのパーティあるいは
その混合のハーディ

少年・少女
4〜6
クラ ス
キロ

野外学習（京都・鞍馬山）
月14日(i)
6

石灰岩を採集しよう
午i!ti8時‑‑午後4時

野外学習（亀岡･独鈷投観音山）
５月24日(11)

亀岡で採集した鉱物のび理
6 月6日出
３

午後2時〜4時 石灰岩と化石の話
オリエンテーリング大会のクラス･距離表

午前8時〜午後4時 独鈷投観音山の鉱物を調べよう

２

容
内
程
日
回

オリエンテーション
5 月i6日山
１

７月18日出 採柴した町灰岩の整理
午後2時〜4時 滋n県･田上山の鉱物の話
5〜7
キロ

4〜6
キロ
グn

(2〜5

クラス

宇治自然史クラブ
の矛・︲ムは不可︶▼集合場所

723

市民体育課(き22314I)

５
Ｂ

1≫1)

家族クラス

男．女又IJ混合で構成する
バーテ４
男、女又は混合で構成する
パーティ（初心者向）
子供を含む家族で構成する
パーティ
−a

▲宇治自然史クラブの野外学習（61年11月９日、大文字山〉

○
叛

４
Ａ ７キ〜ロ８ 中学生以上の個人
5〜7 中学生以hの個人(初心軒向)
Ｂ キ
ロ
個人
クラス

人
個

市民体育の
市民体育の
お知らせ
お知らせ

第772号
1987年（昭和62年）５月１日発行
り
よ
だ
￡（
m
i台
宇

第772号

宇治市政だより

1987年（昭和62年）５月１日発行（4）

日曜日を除く毎日受け付け。家庭児童相
談は月〜金曜日の10時 16時に総合福祉
もっとご利用を

に利用していただいていま罵

昨年の十一月から今年の三

月までの利用客は︑一便平均

六・四人です︒市では︑十月

することにしていまでか︑安

三十一日まで試行運転金昆一

定的な運行確保のため︑多く

の市民の皆さんのご利用を期

駐車場所

六地蔵公会堂前

明星保育園上ル

御蔵山小学校

うめがき商店前

南部小学校

岡屋小学校

木幡公民館前

志津川バス駐車場

万福寺駐車場

汚水処理場横

南陵第２児童公園

北小倉小学校

西小倉中学校北門

西大久保小学校

旦椋公会堂前

緑ヶ原蔭田緑地

平盛小学校

mts<?ーK‑ngsT‑.
八木ガレージ

南小倉小学校

ユニチカ社宅前

伊勢田神社

開公民分館前

大久保小学校

北横島小学校

そよかぜ号巡回日程
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東南山

福 角
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木幡

黄巣

移動図書館

日

一日崩

６日南

７日團

８日倒

明星町

志津川

３・３
１
０ｊｌ
５・３
０

に日⁝閃

13日出 北小倉
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Ｏ
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０
１

遊 田
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南陵町

ａ日1
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待していまず︒︵交通労政課︶

頴
μ

ぺ．

匹

四

大

節

．

叙

︷

会館3 階の家庭児童相談室（n⑩8698）
で。

相談ください。

西小倉から太陽が丘へ

ffil^3!)^こ

直通路線バス

手びき」に掲載。ご利用ください。
このほか、市政相談と一般生活相談は
市役所市民相談室で、消費苦情相談は商
工観光課で、教育相談は教育委員会で、

●青少年相談(26日、市民会館13時‑16時)。
青少年の非行に関する悩みなど、気軽にご

26日肉伊勢田

このバスにより︑市９屏や

の日程は･､62年度版「市民カレンダーと･

開
27日s
広 野

磐宿祉会館︑文化センター︑

今月で順回による引き取り制度は廃止し
ますが、宇治保健所での引き取りは従来ど

宇治市中央図書館︵酋⑩１５１１︶

この路線は︑平日・休日と

金・結婚・心配ごとなどの相談日程や、
行政・人権・消費生活・精神薄弱者相談

29日吻北棋島

市では︑昨年十一月から緑

社会福祉協議会の法律（定貝10人）・年

館10時50分発、旦椋公会堂11時10分発、宇
治保健所11時半着)。

おり(毎週月曜日午前９時〜lO時半)行い
ます。

−

太陽が丘などの各施設を有効

●12日(木幡公民分館10時40分発、小倉公民

も一日四往復︒主な停留所の

お気軽にご相談ください。相談は無料、秘
密は厳守。

飼えなくなった犬･猫の引き取り

時刻は︑下表のとおりです︒

曜日は午前９時〜11時〉)。
交通事故の法律問題、示談のしかたなど、

日(三谷合金製作所〈株〉=10時〜11時. 11
時50分〜15時半、主催大曲町内会)。

バスを試行運転しています︒

青少年文化研修道場= 13時半〜15時半),29

C

緑ケ原←太陽が丘
バス路線図

●京都府交通事故相談( 6 H , 20日、京都府
宇治地方振興局a⑩2049、9時〜16時く土

●19日(コピア〈株〉関西工場=10時〜正午、

ケ匝Ｔ太陽が丘問の直通路線

保健・衛生・相談・移動図書館︵5月分︶

⊂二取二m.つ

試行期間
10月31日まで

（緑ケ原→太陽が丘）バス時刻表（太陽が丘→緑ケ原）

緑ヶ原 近鉄小倉
9:05 9:14
10:25 :o:34
12:45 12:54
14:55 15:04

市役所 太陽が丘
9:23 9:28
10:43 10:48
13: 03 13: 08
15:13 15:18

市役所 近鉄小倉 緑ヶ原
9:57 10:06 10:15
12 : 12 12: 17 12:26 12:35
14 : 22 14:27，
14: 36 14:45
16:57 17:02 17:11 17:20
5月
太陽が丘

9:52

の燃

5

えな

燃えないゴミ（市役所清掃事務所電話22−3141）

し尿（城南衛生管理組合電話075−631−5171）

いゴ
ミ・
し尿
収集
日程
表

し尿収集の届け出を

724

