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文化都市と大きく飛躍して

平成二年もあと十日を残すだけ︒この一年
を振り返れば︑新たにカナダーカムループス
市と友好都市盟約を締結し︑女性文学の継承・

化の興隆を目的とした﹁紫式部市民文化賞﹂

発展に寄与する﹁︒紫式部文学賞﹂と市民文

を創設するなど︑﹁文化都市﹂にふさわしい
飛躍の年でした︒Ｔ ノ﹂
一方︑公共下水道の進展をはじめ︑宇治橋
架け替え工事や新庁舎建設工事の着工︑長年
の懸案であったＪＲ六地蔵新駅の宇治市域内
設置の決定など︑新しい時代に向けた活力あ

来春には︑平成十二年を展望した第三次総

るまちづくりも︑着実に進みました︒

に向けた︑夢とロマンのあるまちづくりを進

合計画が策定される予定であり︑二十一世紀

めていきます︒

43月1日︑市の鳥に
﹁カワセミ﹂が決定

︱

︱

−

1

−

に教育研究所が開所

ト4月6日︑ＪＲ木幡駅前に

駐輪場オープン︒

には近鉄小倉駅西側にも
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）：ト▲9月3日、紫式部文学賞検討委員会が、同賞∇：
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14月4日︑平盛小学校内
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のほかに紫式部市民文化賞の創設，をＩ提言

21日発行
●毎月1日・11日
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治
この１年

宇治市政１年の歩み

︑1月

2月

︒▽ＪＲ奈良線輸送力増強工事始まる︒

引の届け出対象面積が百平方μ以上に変更︒

▽国土利用計画法に基づく監視区域内の土地取

3月

4月

▽市の鳥が﹃カワセミ﹄に決定︒

▽教育研究所開所︒

▽ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場オープン︒

▽ヌワラエリヤ市を市友好親善訪問団が訪問︒

7月

▽ティーサービスセンター開所︒

▽カムループス市と友好都市盟約を締結︒

▽第四十二回全国植樹祭宇治市実行委員会発足︒

▽第二期新庁舎建設工事起工︒

9月

▽第三十回記念宇治川花火大会開催︒

10月

▽﹁紫式部文学賞﹂と﹁紫式部市民文化賞﹂を創設︒

▽宇治橋架け替え工事起工︒

11月

▽咸陽市友好都市訪問団が来宇︒

▽﹁緑化フェアープレ植樹祭﹂開催︒

12月

▽ＪＲ奈良線六地蔵新駅の宇治市域内設置決定︒

▽近鉄小倉駅西側自転車等駐車場オープン︒

▽菟道・明星町にバス路線新設される︒

宇治市議会

虚礼廃止を申し合わせ

公職選挙法が改正され︑政治家の寄付は

罰則をもって禁止されました︒有権者が勧

誘・要求することも禁止されています︒
宇治市議会では︑寄付行為の禁止と虚礼

廃止︵年賀状や暑中見舞状の自粛︶の励行

について︑申し合わせを行っています︒市
民・各団体の皆さんのご理解とご協力をお

願いします︒

◆この宇治市政だよりは︑再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆
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87，837人っ，し
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発行・京都府宇治市

ロ．
市の人

電話（0774）22−31．41

Ｆ成2年
（1990年＝）
，177，396人（前月比115人増）
人口

窄611京都府宇治市傘
9畔33ｎ

（平成2年12月1日現在）十

Ｉ●●●●●●●●●●●●・●●・・・・・●●●・●●●・●●●●●

字で
新しい戸籍は正しい

︲︑従来の戸籍に氏名が誤

記載します﹀

︒︿新しい戸籍には正しい字で

り未了︒

戸籍の誤字や俗字を申し出により訂正
官公署の窓口などでトラブル

強り侃ている人かおりまず︒

戸籍は︑日本人についての

．たに蝋鑓頬Ｓｉｔ瀞顛槌腿賎醤讃諺櫛翫葛焔鯵も柳莱用

か生じ︑社会牛罵正︑不便を

⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒の八心眼鑓頬逼這瀞顛槌ｍ．賤普旗諺櫛翫葛焔鯵柳桑Ｓ

身分関係か登録・公証する公
文書として重要なものぶふ
そこで︑平成＝一年一月一・日

漣麺蔽溌楢砺鄭欽掻招藷榊頚卿澗ｉＳ！欝具八八八八八八八ベベ八八八八八・八八八八

ら︑正しい字で記載する必要
字・俗字で記載在れている人

治公園中の島︵牢治塔川︶︒た

︿申し出によって難しい字体

だし︑雨天の場合は文化セン

10時〜正午▼ところ・・・府立宇

をやさしい字体に直すことが

消防団員の小型

団員︑自衛消防隊連絡協議心一

ど▼参加者⁝消防職員︑消防

ポンプ操法︑﹃色水一斉放水な

の鼓隊演奏︑

団員の表彰︑幼年消防クラブ

容・・・車両行進︑分列行進︑消防

ター小ホールで式典だけ▼内

できます﹀︒
戸籍の字か旧字体で記載さ
れている人は︑申し出によっ
て︑その字体に対応する新字

﹁泄←﹁沼﹂︒

する︶ことがで金子︵例︑

体︵通用字体︶に直す︵更正

らせ
︵京都地方法務局・市民課︶
員︑幼年・少年消防クラブ員︑

体育館▼試合・・・①神戸製鋼×

1時試合開始▼ところ・：黄柴

次さん︵酋21・3633︶へ

筒など▼問い合わせ・：木村長

の約8％▼準備品・・・雨具︑水

困＝午後7時Ｆ9時▼と

＝午前10時〜正午︑16日

午後7時19時︑13日剛

▼とき・・・12月26日伽︑午後

︵管理普及課︶

︵酋46・068

︵商工観光課︶

十二月十一日

号市雛祭答第

二面の幼児家庭教育学級講師

の荒木穂積さんは﹁立命館大

竜文庫連絡会︑サークル絵本

の会・おはなしたまてばこ︒

おはなし会

ふれあいセンター

▼とき・ところ・：1月9日

南・午後3時Ａ時半＝伊勢

田︑9日㈲・午後ｔ時〜4時

半＝平盛︑16日伽・午後3時

なお︑現在入級しており︑

午後か時まで︒

︿問い合わせ﹀

雷石︑申請が必要です︒

引き続き入級を希頑ｙる児

級申請の驀科けを︑一月

うち︑母親が昼間︑外で仕

生から四年生までの児童の

市立小学校に在学する一年

平成三年四月二日現在︑

︿申し込みができる人﹀

十七Ｅ團から行いまず︒

企一教育課で︑午前9時〜

﹂1月18日面・19日出＝社

〜正午まで︒

の育成学級で︑午前9時

一1月17日團＝各小学校内

︿申請受付日と場所﹀

い︒

きについて﹂をご覧てださ

にお渡しずる﹁入級の手続

詳しぐは︑申込用紙と一緒

彊未ｙ︒申請には︑母親の

育成学級と社会教育課にあ

申込用紙は︑各小学校の

︿申込用紙と必要書類﹀

場合に限り求丁︒

事をしていたり︑病気なご

健康で快適な隻擬境を

日本電機ホームエレクトロ干

▼主催・・・宇治市歩こラ会︒

3時〜ヰ時▼ところ・・・中央図

←茉ステ″プ・やさし

後3時半〜瓜Ｔ菟道▼内容

半〜ｔ時ｌ横島︑30日南・午

入場料・・・無料▼申し込み・：当

・・・紙芝居・よみ甕笹など▼

日直接会場へＶ問い合わせ・：

平成三年度育成誉ｆ一の入

公共下水道につなざ晋え

つくるため︑地域ぐるみで

体④競技審判・競技会の運営・

クス②ＮＫＫＸ旦裂鋼▼入

書館集会室▼対象・：幼児から

Ｍｉｅｃ1＝負新
3月1日吻開演午後づ6時半

で︑放課後児童だけになる

十二月十四日から︑木幡

談・問い命幻せは︑下水

記録の収集・情報提供など特

場券・・・Ｓ券︵︱階特別自由席︶

いフォークダンス▼参加

小学校低学年まで▼内容⁝腹

1511︶へ▼共催・：宇治児

びし栄ｙ︒

定の分野で︑おおひ銀一年以

＝1500円︑Ａ券︵2階一

費・：300円▼持1Ｔ

話術・手品・ストーリーテリン

■ｋ・金
18：30−21：00
パソコン（ｄＢＡＳＥⅢ）
1／25〜3／5
12 20 14，400

てください︒

＠水洗化や排水設備の工事

は︑市指定の﹁排水設備

内畑・西中・熊小路・中村・

排水設備を設置しましょう︒

道事務所管理普及課︵豊

公共下水道
供用開始区域を拡大

工事公認業者﹂でないと

丙麗・南端の一部と︑五ヶ

○くみと旦便所は供用開始

31・8476︶へ︒

ぷ量笹べ

庄壇ノ東の一部︵計百八十

逗呆後三年以内に︑浄

8︶へ︒

は同センター

○公共下水道についての相

戸︶で︑新たに公共下水道

化槽式便所建慧かに︑

事務局か最寄りの農協本︵支︶

が使えるぷつになりました︒

調整係︵内線342︶へ︒

店へ提出してぐださい︒詳し
ぐは農業委員会霧局︵内線
423︶へ︒︵農業委員心一︶

宇治シティーフイル
定期演奏会

▼とき・：1月13Ｅ聞︑午後

タ←ハホール▼曲目⁝モーツ

1時開演▼ところ・：文化セン

キー・交響曲第4番▼指揮・・・

野文昭さん︶︑チャイコフス

0円︵当日700円︶▼問い

萄驚夫式ん▼入場料・・・50

1／7−2／18
12 20 14．400
月 ・ 木 18：30−21：ｏｏ
＼／〜／ｔ
10 10 ・12，000

婦人防火クラブ員ら約80

︵高齢者福祉課︶
農業委員選挙人
名簿の調製
農業委員会では︑・毎年︑農

者か親族で︑年間おおひＳ八

パソコン初級

人︒ ＼
当日︑午前八時にサイレン
を鳴らします︒火事と間違え

︵消防本部︶

ないようご注意ください︒

家庭奉仕員を募集
チ︒今年度も︑

業委員会委員の選挙︿名簿を
調製してい

十日以上耕作に従事している

7，200
8，200

以後は︑従来の戸籍に誤字・

お知
宇治市成人式

▼とき・：1月15ぽ㈲︑午後
Ｏ時半Ａ時半▼ところ⁝文
老人や心身障害者などの家

平成三年一月一日現在で︑選

化センター大ホール▼内容・・・

挙人名簿に登載できる人を調

ァルト・歌劇﹁フ″ガロの結

庭で︑家事・介護や相談・助

査し栄ｙ︒登載申請できるの

ェロ協奏曲︵チェロ独奏＝河

吟序曲︑ドボルザークーチ

言など客玄豪庭奉仕員か募

は︑昭和四土八年四月一日ま

○記念式典○記念企画＝記念

でに生衆れ︑千平方メートル

トーク﹁もっと岑屈枝にな
れ／﹂桂小枝さん○特別企画

か玖留←月1日までに生ま

耕作している人と同居の配偶

以上の農地を耕作しているか

性▼募集人数・：若干名▼申し︑

10

があり未了︒

記載し康ｙ︒

︵百五十五亭︶は︑従来の未ま

ア︑・婚姻︑転籍などによ
って和ダ戸籍奎作る握に
イ︑⁚養子縁組などによっ
て他の戸籍へ入籍ｙ香場合
ウ︑戸籍を再製する場合

＝ゲーム沼っぱれ引っぱれ

れ︑老人や心身障害︵児︶者福

など・
︷︸︑誤字・俗字を正しい字

赤いかとぼたもＤＥビン

祉に深い理解と熱意のある女

集してい求了︒

で記載する握尼は︑届け出

ゴ﹂▼対象・・・昭和45年4月2

込み⁝市販の履歴書に必要事

▼対象・：昭和20年4月2日

のと參か戸籍に記載にた後に

日〜46年4月1日までに生ま
れた市内在住の人▼問い合わ

座

︿申し出によって正しい字に

せ・：社会教育課︵内線480︶

︷Ｂせ・・・脇坂英夫さん︵豊23・

月・木 18：30−21：ｏｏ

学教授いです︒訂正し︑おわ

上にわたり貢献した人や団体

般自由席︶＝1000円︑Ｂ

体育館用かゴム底の靴▼

グ・大型紙芝居・パネルシア

2708︶へ︒

社会教育課︵内線476︶

へ︒︵社会教育課︶

Ｚ・1・文化センターと市内プレイガイドで

その旨をお知らせします︒

現在の戸籍については︑申

人です︒

4462︶へ︒︵社会教育課︶

ＯどＡ
もた講
ち

1／7〜1／17
穀
次旅ん︵ａ21・36〜︶

おいでよこ

ワープロ中級
へ▼主催・＝宇治市歩こう

月十日串までに︑農業委員会

各農家へ郵送し求心で︑一

申請用紙は︑十二月下旬に

項を記入し︑最近6ヵ月以内

▼シ旨・：1月3日唄午前会︒

新春歩こう会

▼問い合わせ・・・高齢者福祉課

8日脚までに高齢者福祉課へ

に撮影の写真をはって︑1月

へ︒︵社会教育課︶
︒消防出初め式
▼とき・：1月7日側︑午前

第22回全国実業団

︵内線478︶へ︒

バレーボール選抜

9時半市役所前集合︵雨天中・
； ！ ｀ｉ゛ ｒ！；フォークダンス

⑤体育・スポーツの振興にか

券︵︱階小・中・高校生自由ａ時半里参民館前隻て雨

申し込み・：当日直接合

ターなど▼入場料⁝無料▼申

▼とき・・・1月9日南＝

初心者講習会

男子リーグ宇治大会

橋←桃山御陵←乃木神社解散

かる学術研究などに功績のあ

席︶＝800円︒いずれも︑天の場合は1月20日回▼コ

へ▼問い合わせ・・・岡村光

止︶▼コース・・・市役所←隠元

10

9：30−15：30
6

横島ふれあいセンター︵豊21・

春日八郎織ｒｎ子し三浦洸一菊地章子

訂正するごともできます﹀

し出によって︑いつでも︑戸
籍に記載されている誤字・俗
字を正しい字に訂正すること
が1量子︒

会など全国的皿授会に選手と
して10回以上出場し相当な成
績を収めた人や団体③体育・
スポーツ関係の組織や団体な
どで︑おおむね20年以上にわ

︑▼とき・：1月12日出︑午後

った人や団体⑥そのほか︑特

黄葉体育館で発売中▼問い合Ｉス←落公民館4塞川←

芳 兄︵雲22・4343︶

し込み・：当日直接会場へ▼問

たり︑その普及・振興・発展

に体育・スポーツの普及・振

わせ⁝黄葉体育館︵豊33・4ニノ尾←立木観音解散の約17

い合わせ⁝中央図書館︵豊20・

に顕著な功績を収めた人や団

興に功績のあった人や団体︒

001︶へ▼主催：面日本バ♂︵健脚向き︶▼準備品・・・昼食︑

ダンス同好会︒

へ▼主催・・・牢治フォーク

中央図書館

︿推薦手続き﹀1月31日閑ま

レーボール協会・日本実業団水筒︑雨具なぺ交通費は各

おはなし会

でに︑所定の推薦調書で市民

バレーボール連盟︒白負担▼問い合わせ・・・木村長

ころ・・・宇治公民館▼内容

体育課へ︒

市民歩こう会

︿問い合わせ﹀市民体育課

▼とき・・・1月13Ｅ旧︑午前

13：ｏｏ−ｉ5：30

パソコン（ベーシ■ｌク中級）

回数（回）
定貝（人）
（ｎ）
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書
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○平成3年3月31日現在で営業実績高のない大

宇治市産業会館1階多目的ホール

びに破産者で復権忿得ない大○巨前2年の蚤呂業年度に

2月18日（月）から2月12日（火から
受
2月23日（土）まで2月16日出まで
付
上記期間の午前9時から午後5時まで期
ただし、正午から午後1時までと（土曜日の午後は除く）
間

ンサルタント業務︑物品・役

灯油

価格状況

対ｓｉｎ比
対前年比

︵建設工事関係業種では建設人

係

︷該営業開始後2年未満の大証嗇市税盆踊している

からおけ騒音防止にご協力を！

務の供給などの指名競争入札

どの
工事

などに参加で吝ませんので︑

木係な

ノこの公表価格は、］2月初めに実施した消費生活モ
土ター店頭価格調査に基づぐ∧ものです。（自治振興課）

円1．166 ％0．9

業法による営業の許可︑測量詳しぐは管財契約課契約係

質量癌種品・
業
調・設の供役査土コ役給務
務
木ッ務や関補建サ提製係信
内
築フレ供造男設夕な。計
容
鄙

ご注意ぐださい︒なお︑申請

○○・測・・物
地測量各物品

や事土関

お買物の
規格

及び彗設コンサルタント関係︵内線274︶へ問い合わせ曳

○・建
建設築工

20−3689

めやす
瀧

要領の請求は︑直接︑管財契

受付日二程表

（合）南京都設備
1／3困
久保田工作所23−5561
㈱ウチラ43−4168

品目

業種では業務ごとに市が定め ︑︵管財契約課︶

〈夜〉32−5752 ＜夜〉44−1054 44−9211

︿入札参加資格﹀

㈱南工業23−9211

㈱池田工業所32−2680
西洋設備工業41−7556
1／2困

管が割れることがありますの

工業所

でご注意鴛︵水道部︶

㈱森

約課までお越しぐださい︒

故障などは当番業者へ

を少し開けて水奮尹ｐしてお

くと︑凍結予防に大きな効果

がありまず︒垂らした水はバ

ケツなどで受け︑洗濯や風呂

に利用しましょう︒

もし凍った時には︑ぬるま

湯か＠つくぴかげて浴かして

ください︒熱漏泄かけると︑

水道管凍結にご注意

年末
年始

冬本番のこれからは︑水道

管の凍結による破損事故が増

加し栄司年末から年始にか

けての水道管の故障や破損は︑

左下表の公認業者︵当番制︶に

ご連絡ください︒

水是︑屋外に露出している

水道管には︑保温材盈冨得

けるなど︑早めの凍結予防を
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朧
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なお︑市役所連絡所の新年

の取り扱い開始日は︑次のと

開マーケット東側﹀︶○小山

ラのう彦量︵小倉町西浦︿近

瑞泉堂︵伊勢田町遊田︿西小

鉄小倉駅前﹀︶Ｏあた昨一や︵横

施してお康ましょう︒特に冷

ヅ

︿1月4日吻から﹀

らき︵広野町茶屋裏︿近鉄大

島町南蔓コ12の通り﹀︶○ジ

え込みが厳しい時には︑蛇口

西地区

大川設備23−6275

は休み

12月

市・役所
行政サービスコード鸚，な霖；）

おりです︒

久保駅東側﹀︶Ｏ雲居カメラ

ンノ書店︵木幡内畑︿京阪木

中地区

倉小学校南100肩﹀︶○カメ

の店マツモト︵木幡御園︿御蔵

幡駅西50肩｀﹀︶

り一月29日出から1月3日困までは︑次のとおり診療し

▼診療科目・診療日・：○内科・小児科＝12月30日向〜

1月3日出○歯科＝12月29日出〜1月3日出▼診療時間

⁝午前10時〜正午︵受け付けは午前9時50分から︶︑午﹃

後1時〜5時︵受け付けは午後4時半まで︶▼所在地⁝

宇治下居13−2︵市役所向かい側・豊22・4630︶

東地区

西岡工業㈱22−5551
森田水道工業所
075−601−5331 21−3429

○フィーリングショップあ

山商店街﹀︶○黄槃薬局︵五ケ

ます︒受診する場合はう健康保険証﹂を浄ずご持参く

十二月二

庄芝ノ東︿牢治小学校西側﹀︶

十九日出から休みとなり米Ｋ

ださい︒

市役所連絡所は︑

年内に︑ 市役所連絡所を通じ

て住民票などが必要な人は︑

連絡所へは二十七日困の午前

中︵ガメラのうさぎΞ・あた

りやは二土︿日困千前中︶ま

の午前中までに申請してぐだ

七に︑市民課へは二十八日廊

漏水修理担当業者の当番表

ズ

匹二二

年内の申請は早めに

休日急病診療所

皿1

12月25日〜1月4日

市役所連絡所

り

宇1台ｒｆＪＷｅだ｀よ

第903号

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域

ゴミ特別収集

回刮□涙昌汚轟毛宸掌密肌鍵三

｜

燃えるゴミ28・29・30日は毎日収集

12月27日俐まで平常日程で
収集し毒了︒28日廊・29日出・

30日㈲は曜日収集に関係なぐ︑
市内全域︵炭山・笠取等山間

部は29日出の午前中だけ︶で

毎日収集を行い毒ｙ︒この期

間は︑午後の収集地区でも必

12／24−1／11

ず午前9時までに︑集積場所

ヘゴミを出してください︒例

年30日にゴミが集中しますの

で︑できるだけ片寄らないよ

うにこの3日間に分けて出し

てください︒新年は︑1月4日

廊から平常日程で収集し示ｙ

Ｖゐい゛ｙ4

日出の午前中に収集しまず︶︒

ｍ辻川鏃皿ｍで

ケユ憂顛憂⊃
彩心巴

︵炭山・笠取等山間部は1月5

肇匹皿鯛聯く
耶壮邸始⑩特誤収集
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12／24（月）新開（ＪＲ以西）、平野（ＪＲ以西）、折坂（ＪＲ以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島
12／25（火）福角（ＪＲ以西）、笠取、平町、一里塚、戸ノ内（棋島飛地）
12／26（水）車田、丸山、出口（ＪＲ以西）、森本（ＪＲ以西）、谷下り（ＪＲ以西）
12／27（木）福角（ＪＲ以東）、折坂（ＪＲ以東）、平野（ＪＲ以東）、一番割、二番割、三番割
西ｒｉ（府道以東）、芝ノ東（府道両側）、南端（ＪＲ以東）．新開（ＪＲ以東）、
12／28（金）芝ノ東（府道以東）、広岡谷、南山（Ｘ）、中村（さつきケ丘）
12／29（土）南山（Ｂ）．金草原
南山畑、北山畑、大瀬戸（ＪＲ以東）、中村（ＪＲ以東）、東中（ＪＲ以東）、北畠一部．
1／6（日） 南山一部、北畠
1／7（月） 桧尾、平尾、須留、赤塚、陣ノ内、御園、御蔵山、北御園
花揃、正中、町並一部、西中一部、車中（ＪＲ以西）、河原、徳永、柿ノ木町．北島、一丁
小倉町・伊勢田町・棋島町・宇治・羽拍子町地域
右へ逃竺
1／8（火）
目、札ノ辻町、紺屋町．北御蔵山（平尾）、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、
炭山令域、畑山田
天王（府道宇冶小倉停車場線以南）、販山、蔭山、寺内、堀池、中川原（大川原
12／24（月）
内畑、西中、中封（ＪＲ以西）、大瀬戸（ＪＲＰＪ西）．壇ノ東、西浦、熊小路、
十六（国道以東）、十八（国道以東）、吹前
1／9（水） 南端（ＴＲ以西）、大林、梅林、西浦（府道以西）
靉（瓢鸚記石論゛西側通り以西）、南堀池な本通り以
芝ノ東（ＪＲ以西）、薗場（大川原線以北）、大幡、北内、門口、幡貫、郡、 12／25（火）
1／10（木） 石橋（大川原線以東）
12／26（水）西ｍ（西浦東町内会、ヒハ小倉店西側通り以東、西浦中央商店街以座）由堀油は

聯難大ツド｜
総総釧
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ｉ

ｌ

崩へ惣
12／27（水）

12／27（木）南遊田、遊田、砂田、南山、ウトロ、毛語一一嘩、中ノ荒、井尻、中ノ田、名木、洋面、安田町

白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
平盛

12／28（金）春日森、一ノ坪、島前、大町、大川原、中川原（大川原線以西）、石橋（大川原
田原、井ノ尻、旦椋、南ノロ．北ノ山、山ノ内、上ノ山、大竹、茶屋裏、久保（ＪＲ以西Ｘ
12／28（金）南ノロー部、西裏、寺山（ＪＲ以西翠光園団地）、桐生谷（ＪＲ以西）
12／29（土）若林、羽拍子町、石塚（心華寺通り以西）
12／29（土）久保（ＪＲＪｉｌ東）、東裏（ＪＲ以東と府道以南）、寺山、宮谷、尖山一部、丸山、中島
1／6（日） 北山Ａ・Ｂ・Ｃ団地、中央台、西山（近鉄以西）、戸ノ内、矢落（ＪＲ以北）、
一里山、開町、宮北、東裏（ＪＲ以東の府道以北）、桐生谷（ＪＲ以東）、小根尾、
大和一部西2号通り以北）
1／6（日） 大開、尖山一部
1／7（月） 西山（旧国道＜府道＞以西、近鉄以東）、神楽田（山中含む）、石塚（心華寺通
1／7（月） 宮西、宮東、野神、大谷、弐番（府道以南）．大谷山（権現町）、琵琶、若森（ＪＲ以南）米阪
矢落口ＲＰｉ南）、白川、金井戸
1／8（火） 東目川、西目川、南落合（0〜3の通りまて）、半白
1／9（水） 突漿島泌て7Ｒと訟）まて）、南／ｉ（30〜33、80〜98、100〜ｌｌ＆）、
1／8（火） 下居．善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻（ＪＲ以南）、塔川、志津川、蓮華、荒棋、田中、大垣内、妙見、森本（ＪＲ以東）、段ノ上、薮里、東・西隼上り．東中．西中、
河原門前只川巾筋、池山、谷下り（ｊＲ以東丿出口（ＴＲ以東）
1／10（木）南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）、山際ｍｉ町内会
1／ｕ金） 南落合（8の通りから13の通りまて）、山際第ｉ町内会
1／9（水） 乙方、東内、山本、又振、山田、紅斎
1
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燃えないゴミ収集日程表（清掃事務所内線316〜318）し尿収集日程表（城南衛生管理組合Ｓ075−631−5171）−

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域
122／2寺界道、古川、西田、北ノ庄、野添、谷前、梅林官有地、大林一部
142／4新開（Ｒ以西）、平野（ｌＲＰＪ．西）．折坂ＣＪＲ以西）
162／5福角（ｌＲ以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島、笠取
五ヶ庄（広岡谷、］ＲＥｌ東の芝ノ東）
□2／6車田一部、平町、一里塚、戸ノ内（横島飛地）
182／7車田、丸山、出口（ｊＲ以西）、森本（］Ｒ以西）、谷下り（ＪＲ以酉）
六地蔵（ＪＲ以西・以南の全域）木幡（ＪＲ以西の全域）
192／8福角（ＩＲ以東）、折坂（ｊＲ以東）、平野（ＪＲ以東）、一番割、二番割、三番割一部
五ヶ庄（−・二・三番割、梅林、大林．折坂、
21西浦（府道以東）、三番割、芝ノ東（府道両側）．南端ｊＲ以東）、新開（Ｊ／Ｒ以東ｊ
22芝ノ東（府道以東）、広岡谷、南山（Ａ），中村（さつ含ヶ丘）
112231北ノ庄、新開、高峯山、谷前、壇ノ東、寺界道．西浦、西川原．西田、野添、
23南山（Ｂ）、金草原
雲雀島、平野、古川、ＪＲ以西の芝ノ東、ＪＲＪｉ（東の福角、京大宿舎）
24南山畑、北山畑、大瀬戸（Ｒ以東）、中村（ＴＲ以東）、東中（ＩＲ以東）、北畠一部
25北畠、桧尾、平尾、須留
五ヶ庄（一里塚、上村、大八木島、岡本、瓦塚、戸ノ内、日皆田、ＪＲ以西の福角）
花揃、赤塚、陣ノ内、御園、御蔵山、北御園、正中、町並一部、西中一部、東中（ＪＲ以西）26河原
28北御蔵山（平尾）、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、畑山田、炭山全域
蒐道（全域），羽戸山（全域）
29内畑、西中、中村（ＩＲ以西）、大瀬戸（ＪＲ以西）、壇ノ東、西浦、熊小路、南端（ＪＲ以西）
12232／1にｉｌｌ（詣
30大林、梅林、芝ノ東（ＪＲ以西）、西浦（府道以西）
102130れ賢ぼ

六地蔵（ＪＲ以東・以北の全域）
束゛） ）

言⑨
1濁
翁

宇冶（壱番、乙方、金井戸、下居、善法、塔川、束内、東山、又振、妙楽、山田、
白川・志津川・菟道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域
21田原、井ノ尻、日椋、平盛．南ノロ
山本、蓮華、ＪＲ以南の宇文字・里尻）白川（全域）
北ノ山、山ノ内．上ノ山、大竹、茶屋表、久保、南ノロー邱、西表、寺山（ＪＲ以西）、22
横島町（大島）
寺山（翠光園団地）、桐生谷（ＪＲ以西）、東裏（ＪＲ以西と府道以南）
23寺山宮谷尖山一部、丸山、中島、石塚ぼ、羞去涌り以西）
宇冶（池森、大谷、米阪、蛇塚、弐番、野神、琵琶、ＪＲ以南の御廟・天神・矢
24束裏（ＪＲ以東の府道以北）、一里山、桐生谷（ＪＲ以東）、開町．石塚（心華寺通り以東）、宮北

落・若森．壱番一部〔都計道路以西〕．下居一部〔上権現町〕）
25小根尾、大開、尖山一部、宮西、宮東
野神、大谷、弐番（府道以南）、大谷山（権現町）、琵琶、若森（ＪＲ以南）、矢落（ＪＲ以南）、
琵琶台（全域）折居台（全域）
28下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻（ＴＲ以南）、塔川、蓮華、志津川
14242／4天神台（全域）南陵町（全域）
乙方、東内、又振、山田．紅斉、山本、荒棋、田中、大垣内、妙見、森本（ＪＲ以東）、29段ノ上、
神明（全域）羽拍子町（］ＲｉｃＪ．東の全域）
谷下り（ＪＲ以東）、出口（］Ｒ＆．東）
開町（ＪＲ以東の全域）小倉町（奥畑）
小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域
広野町（小根尾一部）
老ノ木、久保、西山Ｕ日国道＜府道＞以東）、寺内一鄙、連池、122／2天王（
広野町（新成田・成田・小根尾一部の3地域
−

415252／5ヵ9謬：心肺）

天王（府道宇治小倉停車場線以南）、東山、蔭山、吹前、142／4中川原（大川
年末年始の
十六（国道以東）、十Ａ（国道以東）
し尿収集日程について
162／5寺内、西ｍ
小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）
172／6爾堀池（本通り以北Ｊ、南堀池（本通り以南）
年末年始は、特別収集日程（上
182／7雨福池（大和ｊ、ｍｍ
棋島町（外一部〔寺内町内会Ｄ羽拍子町（ＪＲ以西の全域）
表）になっています。よく確詔
8南ｍｍヽ遊田ヽ砂田ヽ南山ヽウドヽ毛語￣部ヽ中ノ荒．井尻ヽ192／中ノ田、名木、
してください。
716262／6‰談温ヤｍ詰％面、大谷、蔭田、
年内の定期収集て「くみもれ」
中山（近鉄以東）、大谷、西畑、中畑、春日森、−ノ坪、島前、21大町、大川
北山、毛ｉｆ．新中ノ荒、中荒、中ノ田、中山、南山、若林、名木）
がありましたら、必すマンホー22中山Ｃ近鉄以酉）、毛諧、若林
ル（収集ロ）から確認した上、12
23羽恒于町
広野町（新成田、成田）府営西大久保団地（22梢ト43棟）
月30日（日）の正午までに城南衛
24弐香（府涯以北タ、池森、米阪、蛇塚
生管理組合（Ｓ075−631−5171）
北山Ａ−Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山（｜日国道＜府道＞ｉ＞Ｊ．西）、2
小倉町（西山を除く近鉄以西の全域）817282／7伊勢田町（＆田、中遊田、南遊田、遊田）
へご連絡ください。それ以降は、
安田町（全域）
26戸ノ内、矢落（ＪＲ以北）、若森（ＪＲ以北）、里尻（ＪＲ以北）、小桜、南堀池（田中
対応てきかねます。
府営西大久保団地（1棟〜21棟）

また、臨時収集（有料）の申し
28東目川、西目川、ｍ落合（0〜3の通りまて）
宇冶（蔭山、小桜、戸ノ内、半白、樋ノ尻、ＪＲ以北の宇文字・御廟・里尻・天神・
29ｍｍ合（4の通り以降〜13の通ｌｏｔて）
込みは、12月26日團まてにご連
918292／8棋島町梵・？リ？）部〔寺内町内会〕−を除く全 絡ください。年始は1月4日倒 30南浦（30〜33、80〜98100〜110）、大只ｍ地、山際一鄙
南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）、薗場（大川原線以北）、31
域）小介町（新田島）
から受け付けます。
大幡、北内、門口、幡曾、郡、石ｍ（大川原線以東）
2Ａ山際、半白
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