私がはドあて市長に就任し
た当時は︑人口急増により学
校建設などに追われ︑都市基
盤整備や福祉︑文化︑体育な

ました︒また︑厳しい財政状

どの諸極束は︑立ち収れてい

況下にあり︑行財政改革が緊
急の課題でした︒

一般会計は２９９億２千６百万円

住みたい住んでよ印った人間

の経済見通しで実質成長率四

新年度の施政方針を表明。京都南部の中核都
市として、21世紀に向け、夢とロマンのある

くり﹀

題︒宇治橋架け替え雲雀川

市基盤整備は︑最も重要な課

児童・牛徒の健全育成を図

とふるさと文化の創造﹀

︿明日に向かう教育の充実

住みよいふるさとを
平成元年度は︑公約の実行
や事業化に向けての計画策定
経費の計上をはじめ︑第二次

るため︑教育センター準備室

広

報

の充実︑活力あるまちづくり

齢化社会に向けての社会福祉

家の一年の記鈴としても

などを記入すれば︑６が

掲載︒家族の予定や出来事

心な恚都市環境の整備︑高

のための産業と観光の振興︑

保存出来ます︒

夢とロマンのある﹁宇治市づ

わＬぞ︑二十一世紀に向けた

増で︑国体経費か殴くと五・

これは︑前年度比三・八％の

百九十九億二士︿百五十万円︒

十三日側から二十五日出まで

夕選出しました︒同委員会一は

員︑副委員長に池内光宏議員

八人︶︒委員長に野口一美議

に予算特別委員会食殿︵十

年度から数えて︑今年で六

ラー刷り︶を発行︒五十九

手びき﹂︵Ａ４版三十ベカ

度版の﹁市民カレンダーと

市ではこの程︑平成元年

討︒一方︑行政改革審議心一で

用ください︒

︵広報課︶

ーか″にいていますのでご利

れあいセンターにカレンダ

道・横島・伊勢田・平盛ふ

幡・小倉・広野公民館︑菟

ニテ″センター︑宇治・木

化センタ１︲︲︲︑西小倉コミュ

また︑四月末日まで︑文

電話でご連絡ください︒

加入していない世帯は︑広

予定です︒町内︵自治︶会に

て︑各ご恣にお届けずる

治︶必一長さんのご協力を得

三月中旬から各町内︵自

手︒

ない図﹂が別冊になってい

﹁市内の主な公共施設あん

芸議せてい 手ご返︒

間日程表や各種相談案内な

手びきには︑保健予防年

また教育の充実と文化の創造

など︑新たな事業を積極的に

予算計上してぃ毒司

三月二日團︑三月定例市議

市長三期目の初年度にふさ

必一で︑池本市長は平成元年度

くり﹂を目指してぃ乖ｙ︒

四叫増と大幅な伸びとなって

の間に八回開かれ︑予算案が

回目になります︒

中審議するため︑三月四日出

市議会では︑各予算案夕集

13日から集中審議

予算特別委員会で

の施政方針と基本政策忿明ら
かにし︑総額五百十三億四千
八百四十九万七千円に上る新
年度予算の概要について説明
レ笙した︒

い未了︒

なお︑本会議は今後︑十四

慎重に審議され康了︒

一般会計の予算総額は︑二

改革や国庫補助負担率の見直

カレンダーの各月には︑

特に本年度は︑抜本的税制

しなどによる厳しい財政環境

行事予定や税の納期なμを

条例の制定や一部改正が審議

会︒予算案をはじのとして︑

洽れ︑議決されることになっ

日脚ど二十九日困の日程で開

整備などの車−一施策か稽一進︒

てぃ未了︒

の下︑経常経費を抑制しなが

公共下水道事業の継続的な促

らも︑妾周辺施策の充実や

進に加え︑新しい交通網を中

クリエーションの振興﹀

設の活用と市民の健鷹つくり

関心を高めると共に︑体育施

市民の体育・スポーツへの

ると共に︑核兵器廃絶平和都
吏昌言の具体的な取り組みを

︿高齢化社会に対応した生

行いまず︒

︽基本的人権が尊重される

に取り組みます︒

地方公共団体の貴務であり︑

同和問題の解決は︑国及び

地域社会の形成﹀

国民的課題︒引き続き︑教育

や就労︑生活の安定対策︑市

健康で姿殆いか痔って暮ら

また︑障害者や児童が安全

帯感を持てる︑新しい地域社

また︑市民が豊かな心と連

民啓発を積極的に進めまず︒

国民健康保険については︑

︽市民の知恵と活力を生か

会の創造に取り組みます︒

市民本位の市政を推進する

し︑清潔でむだのない市政﹀

民間活力の活用など諸施策の

ために︑情報公開について検
地域経済と観光宇治の活性

茶などの地域産業の振興﹀

︿新しい観光資源開発とお

化を図り季ｙ︒

組みと共に︑国保財政の健全

福祉・保健・教育などの取り

件整備に努め未ｙ︒

で健やかに明るく暮らせる条

せる福祉舎錨し未了︒

﹁高齢者福祉充実の元年﹂と

阪箆鯛前交通広場などの事

位置付け︑すべての市民が思

きがいのある市民生活﹀

規模の伸び率を三八９とし︑

業に篁于ると共に︑引き続

バイパスなどの道路整備︑京

計画的・効率的かつ健全な行

いやりのある地域社会の中で︑

財政運営に努め未了︒

き下水道事業聚殯進します︒

本市では︑一般会計の予算

べ高い伸びとなってい未了︒

市民牛活含完るための都

億4,849万７千円です。
地方財政計画も︑前年度に比

妬増と景気は回串心に安定︒

1 3
別会計・企業会計を含めると、総額で5

か設置するほか︑学校教育の

審議か求め︑効率的な行政運

３月中旬から配布

古代にみる歴史のロマン

都市基盤整備などを重点に

両つくりへの展望がより明ら

都市︑宇治﹂の建設夕目指し

また︑平成三年には市制四

て︑努力して参りホチ︒

かになったと確信しています︒
平成元年度は︑三期目のス

樹祭が開催︒都市基盤の整備

十周年か廼入︑本市で全国植

タート年度︒私は︑市政運営
の方針として三つの括一本姿勢

や観光・地場産業のＰＲ︑市

①京都府政と協調し︑南部中
核都市にふさわしい活力と個

民の連帯意識の更なる強化︑

▲21世紀に向けて、都市基盤整備は重要な課題

夢とロマンのある

性あるまちづくりの推進②二
十一世紀に向けて︑健康家族
と市民文化に支えられた人間
性豊かな地域つくりの推進③
市民と共に築く市民自治の推

とロマンのある﹁緑豊かな︑

進−︒この基本姿勢か基に︑夢

などが審議されています。池本市長は初日、
総合計回に統つき︑予算化を
行って参りまず︒

化に取り組むと共に︑産業振

IS･;

との決意を述べました。平成元年度当初予算

充実に努め未了︒

営を図ります︒

:．……………

χ

Ｓ∴♂．･･μ一心ゝ･

.1多,Ｑ………．．−………

３月定例市議会は､３月２日俐に開会され、
７つの基本政策

︽健康を育むスポーツーレ

興の条件整備を進めます︒

２ｌｊ

ＩＳｊ

？ミ

Ｅ

１３

案は､一般会計が299億2,650万円。特

また︑市民文化の向上を図

午前10時5分から15分間

市民カレンダーと手びき

宇治の古墳文化

住みよいふるさとづくりに、更に全力を注ぐ

り︑国際交流夕積極的に進め

３月18日（土）

平成元年度版

さわやか宇治

29日出までの会期で平成元年度の当初予算案
︿緑豊かな住みよいまちづ

２丿．

ご

ｉ

:

14
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こラした諸問題に対し︑決
断と実行力を持って積極的に
取り組んで来ました︒特に︑
昨年は京都国体を市民総参加

建設﹂も軌道に乗り︑新たな

新庁舎の建設やフラワーセン
ターの整備な芦矛遥めていき
まず︒
一方︑これらの課題や事業
に対応するため︑大規模な組
戦機構改革夕実施︒効率的な

財政状況については︑政府

運営を図り求７︒

963

施政方針
（要旨）

平成元年度当初予算案
で成功︒﹁活力ある宇治市の

宇治市長
池本正夫

京都府宇治市
編集

予算特集

●a月1日･llU･Zl日兌行

第839号
主な施策と予算案など

〒 6 1 1 京紅府宇治市
宇 治 琵 琶33番地

傘

尼削0774)22−3141

平成元年
(1989年)
２・３面

課

発行
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総額513億4,849万円を計上

らせします。市の予算は、一
般の行政運営に必要な経費を
計上する一般会計、特定の事
業を行う場合に別に経理する特別会計、水
道企業会計に分けられます。それらを合わ
せた今年度の予算総額は､513億4,849万7千
円(対前年度伸び率5.2％)となっています。

平成元年度当初予算規模

のまち）

（単位:F円）△は減
会,汁名

299億円の内訳

一

般

会

平成lt年度
当初予算額 昭fll63年度
当初予算額 伸
(％)率
計

29,926.500 28,824.226

3.8

交通災害共済‑a業

42,300

41,100

田尺健康保険It匙

6.075.100

5.411.012

公共下水;a t;業

3,806.924

3,861.974 △1.4

．

2.9
12.3

万円(23.5)

住宅新築責金等貸付事ss

児童福祉、

37.573

50,063

△24.9

生活保護な
二使います。

名人保健事業

8,121.300

簡易水道1･;
火
540万円(21 ｡I)
や公園、住宅の建設費用に、

災共･済t.業

企% (水道）会計
総

民間保育所運営補助

196万円

5,500万円

1億3,000万円
2,449万円

家庭児童相談室運営費
保

398万円

398万円

墓地公園基本設計・調査費

5,000万円

成人・老人保健事業

8,287万円

障害児歯科治療事業

691万円
3,889万円

新しい観光資源開発と
お茶などの地域産業の振興

3,072万円
361万円
￨億9,787万円

0.7

51、348､49748,816.351

Ｏ東宇治中学校屋外運動場照明施設建設事業

6,000万円

スポーツ教室・スポーツ大会開催事業

733万円

学校体育施設開放事業

853万円

天ケ瀬森林公園維持管理費

300万円

基本的人権が尊重される
地域社会の形成
同和対策
木幡河原老人の家管理運営事業

212万円

善法地区老人福祉センター管理運営事業

433万円

河原青少年センター管理運営事業

956万円

中小企業対策費（融資・補助）
Ｏ商業近代化補助
農業基盤整備事業
宇治茶振興事業補助

5,589万円
300万円
4,792万円

善法地区内道路改良事業

908万円

地域づくり
〇ふるさと創生事業一般公募経費

150万円

608万円

コミュニティ施設活動費

2,336万円
3,413万円

集会所整備事業

70万円

映像による広報「さわやか宇治」放映費

￨億2,250万円

○観光宇治活性化事業

200万円

63万円

○「市の鳥」制定事業

60万円

健康を育む

5.2

｜,713万円

150万円

）

4.5

3,306,875 3.284,358

○温泉開発調査事務費

補助

13,400

8.4

〇農業基本計画策定調査委託費

−

14,000

16,707.767

97,500万円含む）

109万円

4.8

善法青少年センター管理運営事業

￨,200万円
479万円

17､100

健

保健医療センター運営事業

2,311万円

9億8,591万円

ｑなかよし保育園移転新設事業補助(債務負担4,500万円含む)

計

II.1

17.925

18.115.122

特別会計介計

総務費
43億4.524万円(14.5)
市の施策推進の管理経費，

210万円

t

7,313,118

効率的に行財政を運営

平成元年度の一般会計の予

算総額は︑二百九十九億二千

六百五十万円︒この予算を︑

二十一世紀に向けた夢とロマ

ンのある﹁宇治市づくり﹂を

︵下段囲みに掲載︶を柱とす

進めるため︑七つの基本施策

る事務事業へ︑効率的に配分

しています︒

一般会計

ここで、平成元年度市予算
案の主な施策と予算額をお知

を目指しています。

160万円

予算案

平成元年度

21世紀を展望したまちづくり

市民の知恵と活力を生かし

310万円

清潔でむだのない市政推進

スポーツ･レク リ 工 ー シ ョ ン の 振 興

2億1,660万円
Ｏ新庁舎設計委託費

5,621万円

行政サービスコーナー運営経費

600万円
18億￨,981万円

黄槃公園再整備事業（債務負担￨億￨,000万円含む）4億8,003万円

土地開発公社貸付金

￨億2,000万円
｜,250万円
2億円

964

特別企業 会計

▲近代的な中にも歴史と豊かな自然の調和したまちづくり

(昭和G3年８月に京滋バイパスが開通した宇治

その他12億554万円(4.0)

険料の引き上げだけでなく︑

采るだけ小幅にすること○保

せて○被保険者の負担増を出

改定を予定︒また答申には︑併

七百万円を含む︶など公訂上

すが︑その今年度分の事業費

推進都市の指定か曼けていま

ルスパイオニアタウン事業﹂

度から三年間︑厚生省から﹁ヘ

保険料二十五億四千六百七十

比一・四％減︶か計上してい

八億六百九十二万円︵前年度

公共下水道事業では︑三十

歳出では︑保険給付費四十

汚水処理能力一日七千トン

域で供用を開始︒現在では︑

昭和六十一年八月から一部地

となってい床ｙ︒整備率は七・

八百四十八の下水処理が可能

一期建設工事欠今年五月の

水場︵伊勢田町中遊田︶の第

主な事業としては︑西小倉浄

七§増︶公訂上してい未了︒

百八十八万円︵前年度比〇・

三十八万円︑そのほか維持管

円︑減価償却費三億四千五百

道受水費七四千九百九十七万

珊珊計上︒支出では︑府営水

二十億五千九百九十四万円な

は︑処理人口一万五エ︿百八

九％ですか︑平成元年度末に

資本的収入では︑上水道事

理費な珊尽計上してい濠ｙ︒

期工事や配水管整備などに五

費として︑西小倉浄水場第一

支出では第五次新設拡張事業
する水需要に応じて安定した

億四千四百土︿万円か計上し
ていまず︒

給水夕仔えるぷつ︑施設整備

収益的収入では︑水道料金

に取り組んでいます︒

二月に着工したもので︑増加

業債二億四千万円など公計上︒

完成を目指して進めています︒

十七人︑整備率八・八％まで
進める早定です︒
歳入では︑下水道使用料一
億三千八百二十四万円︑国庫
補助金九億千四百十五万円︑
一般会計からの繰入金九億九
千九百十三万円︑市債十七

歳出では︑東宇治処理区と

億四千七十万円など舎訂上︒

洛南処理区に係る管︒県︵かん
きよ︶建設事業費として十七
億六千九百十五万円︑処理場
建設事業費二億六千八百六十

億千二百八十五万円など公訂

万円︑処理場維持管理費に一

上してい季ｙ︒

水道事業
水道事芙では︑三十三億六

事業の中心的施設として昨年

これは︑水道施設第五次拡張

三百二十七戸︑人口一万三千

都市基盤整備を拡充
公共下水道事業に38億円計上

現在︑市には七事業の特別会計と水道企業会計
があります︒この内︑国保・公共下水道事業と水

国・府・市・医療機関・被保険者

しています︒

ての関係者が努力することな

市としても︑国保事業運営の
健全化に積極的に取り組むこ

六万円︑国庫支出金二十四億

これらを踏まえ︑歳入では

とにしています︒

健康か寺る地域保険制度とし

二千八百八十二万円︑一般会

ます︒

公共下水道事業

など国保事業にかかわるすべ

道事業のあらましは︑次のとおりです︒

国保事業
国民健康保険事業では︑六
十億七千五百十万円︵前年度
比十二・三％増︶か計上して
います︒
国民健康保険事業は︑自営

て︑気要な諮零梁だしてい

計からの繰入金二億四千六百

業や農家︑年金生活者などの

ます︒しかし︑加入者の高齢

七十七万円などか計上︒

は困難な状況におかれていま

保９処出金十八億二千三十五

噫二千二百五十三万円︑老人︒

幡︑五ケ庄の一部︒戸数四千

で︑対象地域は六地蔵︑木

本市の公共下水道事業は︑

化や医療施設の増加による医

す︒このため市では︑田保運

万円︑保健施設費千五百四十

〇高齢者実態・ニード調査委託費

1億2,636万円

文化センター管理運営経費

生活保護扶助費

1,250万円

Ｏ移動図書館車購入費

境

環

14万円

〇初期消火活動協力者消火器詰替事業

奨学資金貸付事業

〇(仮)宇治市フラワーセンター(都市緑化植物園)建設事業

社会福祉

316万円

敬老会事業

2,359万円

文化財保護事業

6,196万円

消防施設整備事業

(債務負担￨億6,000万円含む

市民文化

災

防

o在宅重度身体障害者短期保護とホームケア

987万円

○在宅老人デイ・サービスセンター建設事業

各種社会教育事業

￨億635万円

私立幼稚園就園助成補助

1億4,157万円

棋島吹前団地増築事業

950万円

Ｏ大久保旦椋団地建替事業設計等委託費

Ｏ第２屋内運動場新築事業（債務負担）

2億500万円

〇精神薄弱者授産施設建設事業補助(債務負i

o教育センター基本設計委託・準備室設置事業

5,850万円

〇地域型優良住宅促進啓発事業

350万円

Ｏ盲人ガイドヘルパー派遣事業

宅

8,536万円

5,522万円

街灯管理費

精神薄弱者施設措置

￨億4,213万円

小・中学校・幼稚園施設整備事業

1,000万円

Ｏ(財)宇治市公園公社都市緑化基金補助金

在宅障害者デイ・サービス事業

7,200万円

中学校大規模改造事業

8,目6万円

公園整備事業

宇治市心身障害者共同作業所運営補助

育

教

6,053万円

ボラントピア事業補助・基金出資金

3億1,250万円

河川排水路整備事業

くらしの資金貸付事業委託費

7,460万円

宇治橋架け替え事業負担金

433万円

民生児童委員活動費

ふるさと文化の創造

明日に向かう教育の充実と

記念モニュメント)

150万円

〇京都労働者信用基金協会出掲金

13億7,475万円

都市計画街路事業(債務負担3億円含む)

消費生活事業

(京阪宇治駅前交通広場・下居大久保線・宇治棋島線・国体

高齢化社会に対応し
生きがいのある市

￨億3,000万円

川億8,995万円

特定区間路線バス補助金

2億5,424万円

道路新設・改良事業

Ｏ(仮)ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場建設事業

道路等維持補修費

￨,965万円

自転車等駐車場管理運営経費

道路・河川・公園

Ｏ宇治文庫発刊事業

同意9,639万円

Ｏ市民会館改修事業
城南衛生管理組合分担金

￨億187万円
不燃物収集運搬・埋立処分委託費

Ｏテープ図書購入費
785万円
大気質監視測定局運営経費

〇公民館視聴覚教材・機器購入費
4億2,000万円
東宇治黄粟都市下水路築造事業

緑豊かな住みよいまちづくり

国際交流事業

暮らし

2,250万円

まちづくり計画策定費

○柔剣道場新築事業

住

凍竹の高騰などで︑国傑財政

営協議会かな一険料率につい

七万円︵本市は昭和六十三年

^

くり

ての答申か受け︑これか尊璽

965

寸券へ４..
,

21世紀を展望したまちづ
し︑平成元年度には保険料率

衣ざ

￡
市
治
宇
第839号
(3)

一般会計・主な施策と予算額

(○印は新規事業)

1989年（平成元年）３月11日発行（4）
小倉公民館では︑三月十八
ほか︑各種の教裏Ｔハ形劇な

各サークルの展示や模擬店の

ずれかの年金吏註手当を
受給できる人①老齢福祉年
金②障害基礎年金のｙ気・旧
障一福祉年金に相当するも
の③遺族基礎年金のうち︑
旧母子い準母子福祉年金に
相当するもの④児童扶養手
当⑤障一尾福祉手当⑥特別
障害者手当⑦福祉手当︵経

手当︵医療特別手当︑特別

過措置分︶⑧原爆被爆者諸

手当︑健康管理手当︑保健
手当︶○平成元年２月１日
で︑本年２丹分の特別児童
扶養手当の支給対象とな
る障害児Ｏ平戌元年２月
１日で70歳以上の︑市民税
非課税世帯に属している人

央公民館へ電話か来

３月13日囲から︑中

三百円▼申し込み・：

︵先着順︶▼参加費・：

３年生▼定員⁝25人

校４年生から中学校

象⁝市内在住の小学

ろ・・・中央公民館▼対

▼日程・内容・：左表▼とこ

活や文化を学び毒了︒

学を通して︑古代の人々の生

縄文式土器の制作や社会見

春休みこども教室

3月18日・19日・21日に開催
小倉公民館まつり

日出・十九日㈲・二十一日向

▼日程・内亨：左表▼教室

芦薬しい催しがいっぱいです︒

まつり﹂を開催します︒今回の
申し込み・前売り券⁝小倉公

〈ョーか教室〉定以2O人.無料
︵高齢者本人または高齢者

人が︑昭和63年度分の市民
税か納めていない場合に該
当にます︶︒
ただし︑○印のいずれか
に該当する人でも︑平成元

︵中央公民館︶

ころ・：小倉公民館▼定員・：各

れも午前10時〜午後１時▼と

ズ︶・３月30日俐︵ピン︶︑いず

▼とき・：３月23日俐︵パオ

オズとピンづくりを学びます︒

中国の主食の一つであるパ

中国料理教室

館で︒

号

20人︵先着順︶▼参加費・：Ｉ回

年２月１日で
申生請
活は
保護
3を
月受25日まで
けている人や社会福祉施設
に入所されている人たちに

臨時福祉特別給付金

は︑それぞれの制度で別に
対応措置があるため除かれ

なお︑通所︵通園︶施設

ています︒

などで通所サービスか受け
ている人や軽費老人ホーム
などの契約型の施設に入所
している人で○印のいずれ

かに該当する場合は︑福祉
給付金の対象となります︒

臨時介護福祉金
▼支給金額・：五万円▼支
給要件・・う平成元年２月１
日で︑生活保護か受けてい

るか︑または市民税非課税
世帯あるいは均等割のみ課
税されている世帯に属して
いる人︵本人または本人の
生計夕羅持している人が︑
昭和63年度分の市民税か納
めていないか︑または均等
割の税額のみ納めている場

午ill時ｔ
4／7
(斜 ‑ 3時 はなし、ビデオと作品鑑賞

︵小倉公民館︶

‑r‑後o時半〔ジャズダン刄公演)
〜１時

日で︑本年２月分の次のい

い

公民館の電話番
3/28 午後≫昨*
繩文武i‑.mづくり
(勾 ‑4時
（iZ'flをつくる）

テーマは﹃呼びかけようＩ集

集

民館へ︒

ただぐためのものです︒

ffli｣10時
〜11時 〈やさしい友功教室〉随時参加、無料
本人の生計を維持している

こども教室日程表

の三日間︑﹁第八回小倉公民館

午liiiio時
〜正午 〈分封の折り方教室>随時参加.無料

まるつＩ公民館の人の輪へ﹄︒

昨年︑国会で成立した消

り︑また寝たきり老人の在

活の安定と福祉の向上を図

れは︑受給者の皆さんの生

時金︶が支給されます︒こ

に︑臨時福祉特別給付金︵一

宅寝たきり老人などを対象

どの受給者と低所得者の在

祉年金︑特別障害者手当な

費税の創設に伴い︑老齢福

小倉公民館まつり日程表
︒宅介護の支援に役立ててい

支給要件などは次のとお
りです︒該当する人は︑申
請してぐださい︒
︵種類と支給要件︶

臨時福祉給付金
▼支給金額玉万円ｙ支

3/26 〜 午 i ≪ 5 ≪ }
(II)

繩文式土おづくり
巴を仕上げる）
※本焼きli公尺館で行います
午(41時半
〜4時

3/29
(和

社会見乍
・橿原A･占学研究所附桟博物館
・大理iti周辺の占■an
午前9時

く八r>制>「絵姿あねさま」、「ききみみずきん」、
「ォズのまほうつかい」、「赤ずきんちやんや〜い」
午m時半
〜3時

脊
内
間
時
肘l

〈つまみ絵教室〉定貝30
人、村料費600円
午前IO時
〜午後3時

容
内
給要件⁝○平成元年２月１

擬
店･

○お茶と和気/･ 200円(I≪［j、午前io時〜午後3時）
○コーヒーとク..,*‑ー ion円(18日と19E1,いずれも午前io時‑午後3時）
○きつねうどん 200円(19日、午irno時〜乍後z時）
Ｏぜんぎい 150円（i9日、午前io時〜午後3時）
○コーヒーとfづくりヶ一キ 150円121 日, r‑前10時〜午後2時）
○たこせん・わたがし 50円と100円(21日、午前io時〜r‑後i時）
○カレーライス 250PI (2U1, 午前11時〜午後2時）

模

介など各サークルの展示

午前10時
〜午後4時
3/19
川
ポ= ■

午前ll時
〜正午

3/21
(■≫

油絵、水彩l*i、水墨画、パッチワーク、園芸, iS動紹
3/18
出
展

間
時
月日

へ

五百円▼講師⁝安念念さん
︵留学生︶▼申し込み・：小倉公

︵小倉公民館︶

民館へ電話か来館で︒

視聴覚講座

テレビの映像を通して︑望
ましい母親像と日ごろ使用す
る言葉について考え未了︒
▼とき・：①３月16日閑②３
月22日出︑いずれも午前10時
〜正午▼ところ・：広野公民館
▼テーマ・：①おかあさんの後
ろ姿②心が通ラ美しく豊かな
ことば宝冒して▼定員・：20
人︵先着順︶▼受講料・・・無料▼
申し込み⁝広野公民館へ電話
か来館で︒選択参加も可︒保
育あります︒ ︵広野公民館︶

記念日と生活講座

〜世界気象デー〜

▼とき・：３月23日田︑午前

10時〜正午▼ところ⁝広野公
民館▼テーマ・：天気図一気象
衛星から見た日本の気象−世

▼対隼：市民▼定員・・・20人▼

界の気象を藍視する気象衛星

講師⁝日本気象協会関西本部
事業部調査役・藤村正義さん
▼申し込み・：広野公民館へ電

巡回映画会

春休み

天体写真展

▼期間・・・３月22日南〜４月

紙の会︑

︵天体写真︶夢見会︒

︵ビデオ・写真︶映画

︵中央公民館︶

同好会︑

▼内容・：天体写真展示︑天体

９日間▼ところ・：中央公民館

ビデオ・天体教具・天体切手

▼とき・ところ⁝ｏ３月28
日脚︑午前10時半ａ中央公民

１時開演▼ところ・：中央公民

おたのしみ劇場
館・午後２時９小倉公民館○

・写真撮影体験コーナーと天

館▼出演団体・：︵人形劇︶とら

コンサート

ファミリー

ゃんけんぽん︒命央公民館︶

︵パネルシアターとゲーム︶じ

ごろう︑︵紙芝居︶おもちや箱︑

▼とき・・Ｊ３月25日出︑午後

３月29日困︑午前10時半＝広

体図書コーナー︵中央図書館
︵中央公民館︶
中央公民館サークル

内︶︒

野公民館ｏ３月30日團︒午前
10時半＝木幡公民館・午後２
時＝宇治公民館▼上映作品・・・
︵アニメーション︶トムーソー

展示発表会
▼期間・：４月１日出〜４月

ヤの冒険パート２︑タオレ物
語︑大造じいさんと雁▼参加

２日間▼ところ・・・中央公民館

秋陶会・鳳凰大学陶芸クラブ

さんしょ︑合唱団・みなみ風︒

館▼出演⁝たんぽぽ村音楽隊︑

７時開演▼ところ・・・中央公民

▼とき・・・３月25日出︑午後

・市陶会︑︵木彫︶きつつき︑

▼参加団体三陶芸︶楽陶会・

︵木工百曜大工サークル・も

65歳になったとき・自分の収
入が増えて︑扶養家族でなく

・夫が転職・退職したり︑

次の場合も届け出が必要です

マンに扶養されている妻︶は︑

第３号被保険者︵サラリー

︵中央公民館︶

国民年金加入者は

お知

くもぐ︑︵紙工芸︶手づく見

らせ

費・：無料︒ ︵中央公民館︶
公民館映画劇場
▼とき⁝３月18日出︑午後
１時半と３時半の２回▼とこ
ろ⁝中央公民館▼上映作品・：
京の和紙・櫛︵くし︶とかんざ
︵中央公民館︶
公民館土曜講座

し︒

▼とき・：３月Ｈ日出︑午後

公民館▼テーマ・：﹁マスコミ

２時〜３時半▼ところ・：中央

そのほかの異動があったと

なったとき・離婚したとき一
将来︑国民年金か受けるた

きは︑保険年金課︵ａ⑩31
金に加入したときは︑すぐに

41︶にお問い合わせくださ

夫が死亡したとき︒
めに︑住所や氏名を変更した

異動届けを忘れずに
洪水の九割は捨てぶっ▼講師

り︑厚生年金な芦勤務先の年

とのつ見口い考﹂Ｉニュース

長・久津間保治さん▼申し込

・：京都新聞社慨賀本社編集局

み・・・中央公民館へ︒

い︒

︵保険年金課︶

届け出てください︒

①平成元年２月１日で６ヵ

次のいずれかに該当する人

合がこれに該当します︶で︑

ムなどの社会福祉施設に入

いる人︑特別養護老人ホー

月31日以前から︶入院して

力月を超えて︵昭和63年10

人と70歳以上の市民税非課

時介護を要する65歳以上の

または痴呆などのために常

ヵ月以上継続して寝たきり

世帯に属している人で︑６

現在所有していない人は︑三

使用登録者に課税されます︒

︵中央公民館︶

月以上︵昭和63年８月１日

所している人︑里親や養護

税世帯に属している人は︑

月末までに申告してください︒

話か来館で︒ ︵広野公民館︶

以前から︶継続して︑寝た

委託者に委託している人は

福祉課老人福祉係へ②郵送

バイク廃車申告

きり︑または痴呆などの状

除かれます︒

月１日以前に生まれた人︶

該当する人は︑それぞれの

時には郵送できませんので︑

なお︑支給要件が不明の

次の方法で提出穴

ます︒必要事項を記入の上︑

などを一週間以内に郵送し

給できる人には︑必要書類

臨時福祉特別給付金か受

︵申請手続き︶

祉係Ｏ原爆被爆者諸手当を

きる人←福祉課ほ子児童福

特別児童扶養手当奮籍で

害福祉係Ｏ児童扶養手当・

夕受給できる人←福祉課障

金係Ｏ特別障害者手当など

きる人←保険年金課国民年

てください○年金か受給で

外の人は︑次により郵送し

により提出する場合９①以

展示と貸し出しＩ存います︒

題して︑人形にかかわる本の

﹃わたしの人形はよい人沢と

では︑四月二十八日倒まで︑

中央図書館児童書コーナー

41︶へ︒

詳しぐは市民税課︵き⑩31

毎年四月一日現在の所有者か

バイクや軽自動車の税金は

３月中に

態で常時介護を必要とする

②本年２丹分の特別障害者

担当課までご連絡ください︒

所得税︑府・市民税の

申告は3月
1央5
︵︶
水︶まで
︵中
図日
書館

児童書コーナー

吊民税課︶

手当︑障一毘福祉手当︑ま

65歳以上の人︵大正13年２

たは福祉手当︵経過措置分︶

係▼問い合わせ・・・それぞれ

受給できる人←社会課社会
▼提出方法・：①窓口へ提出

の担当課︵豊⑩3141︶へ︒

▼提出期限・・・３月25日出

する場合＝市民税非課税世

か受給できる人︒
ただし︑平成元年２月１

帯または均等割のみ課税の

︵福祉課︶
老人保健施設に継続して３

日現在で︑病院︑診療所︑

応募は3月17日まで

︵社会教育課︶

91︶へ電話で︒︵宇治保健所︶

までに宇治保健所︵容⑥21

相談▼申し込み・：３月CM日嵐

▼内容・：専門医師による個別

者・その疑いのある人と家族

保健所▼対象・・・神経難病該当

１時Ａ時半▼ところ・：宇治

▼とき⁝３月27日側︑午後

神経難病相談

︵社会福祉協議会︶

ランテ″アも募集しています︒

︵容⑩5650︶へ︒当日のボ

日團までに社会福祉協議会

＝三百円▼申し込み・：３月15

害者＝八百円︑ボランティア

のボランテ″ア▼参加費・・・障

対象・：ｍ度肢体障害者と協力

７時集合▼行き先・：明治村▼

▼とき・：３月21日㈲︑午前

ティーサービス

５曲外︒

組曲﹁ぽぐのたからもん﹂から

館大ホール▼内容：面歌披露︑

１時半開演▼ところ・：文化会

▼とき⁝３月19日間︑午後

10周年記愈疋期演奏会

少年少女合唱団

︵宇治市公園公社︶

黄柴体育館︵豊⑩4001︶へ︒

月12日間︑午前９時から直接

円︵要顔写真︶▼申し込み・：３

各30人︵先着順︶▼受講料⁝千

︵商工観光課︶

の申し込みも受け付けます︒

豊⑩3141︶へ︒電話で

課︵干Ⅲ宇治市宇治琵琶33・

３月17日出までに商工観光

電話番号︑職業を明記し︑

氏名︑年齢︵生年月日も︶︑

▼申し込み・：はがきに住所︑

人▼謝礼玉万円︵年額︶

のない人︶▼募集人数・：25

ニターやこれに関する経験

以前に公的機関の消費者モ

い物をしてい予ハ︵ただし︑

消費生活モニターを募集゛

平成元年度の宇治市消費

生活モー 一ターか募集します︒

モニターの主な活動は︑

消費者問題の学習︑小売物

価などの調査︑工場などの

施設見学です︒学習会など

の会合は︑月一回程度です︒

消費生活に関心のある人

は︑ぜひご応募ぐださい︒︒

▼応募資格・・・20恙

で市内に在住しており︑

市内の市場や小売店︑スー

パーマーケ″トで日常の買

対象・・・15歳以上の人▼定員・：

３回▼ところ⁝黄柴体育館▼

10時・午後２時 午後５時の

▼とき・：３月25日出︑午前

実技講習会

トレーニング機器

︵大久保青少年センター︶

へ電話か来館で︒

年センター︵豊図7447︶

無料▼申し込み：大久保青少

︵いずれも先着順︶▼参加費・：

ース＝20人・②マー不⁚30人

ｉ歳以上の市民▼定員・：①コ

久保青少年センター▼対象⁝

午後１時〜３時▼ところ：大

もっとうまくなろつコース＝

ス＝午前10時１正午②もっと

輪車にチャレンジしようコー

▼とき・：３月21日㈲︑①一

一輪車教室

︵大久保青少年センタエ

同センタよ豊㈲7447︶へ︒

上︒申し込み・問い合わせは

募集中です︒対象は中学生以

ある︑ボランティア指導者を

子″に石の遊びに閔心と熱意の

大久保青少年センターでは︑

指導者募集

‑一一
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