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予算案の概要を説明しまし

策を述べるとともに新年度

を表明︒基本姿勢と基本政

は平成十一年度の施政方針

三月定例会で︑久保田市長

二月二十三日に開会した

況の影響で︑個人消費をは

わが国の経済は長引く不

の予算といえます︒

七こニ％増となり︑積極型

除けば︑実質的な伸び率は

によります︒この両事業を

業費が大きく減少したこと

ほぼ完成し︑十一年度の事

治体育館の建設が十年度に

合野外活動センターと西宇

特に法人市民税は前年度比

の低下などによるもので︑

下げ︑不況に伴う企業収益

の減収や法人税の税率引き

税の実施による個人住民税

でいます︒これは恒久的減

千五十二万三千円と見込ん

二・四％減の二百七十億六

占める市税収入が前年度比

歳入では︑その半分強を

目指します︒

財政システムを築くことを

市民本位で分かりやすい行

で効率的な財政運営の確立︑

取り組みます︒また︑簡素

問題などの課題についても

化の急速な進行や地球環境

への景気対策︑少子・高齢

ます︒加えて︑中小企業者

制度を創設するなど︑きめ

生ごみ処理機の購入に助成

処理機の設置や一般家庭用

して︑公共施設への生ごみ

ごみ減量化・資源化対策と

成の継続︒環境対策では︑

への保証料・利子補給の助

額補給や京都府の融資制度

制度﹂の保証料・利子の全

﹁宇治市中小企業低利融資

舎への改築︒景気対策では︑

宇治中学校の地域開放型校

助︒教育環境整備では︑西

老人ホーム等の施設建設補

幡・棋島地域での特別養護

福祉センター建設事業︑木

建替事業︑︵仮称︶広野地域

化対策では︑木幡保育所の

具体的には︑少子・高齢

います︒

土八万七千円︒そのうち一

じめ︑企業収益の低下︑雇

ちづくりの基本施策を進め

活周辺整備の促進など︑ま

生活に結びっいた身近な生

整備や教育環境整備︑市民

まで推進してきた都市基盤

げの時期と位置付け︑これ

鉄道・道路・生活周辺整備を促進

宇治市議会三月定例会は二月二十三日に
開会︒三月二十九日までの三十五日間の会
期で審議をしています︒初日には︑久保田
市長が施政方針を表明し︑十一年度当初予

般会計は五百二十七億二千

用環境の悪化など︑極めて

細かな予算を計上していま

算案など二十八議案を提案しました︒今回

万円で前年度より二・五％

一丁八％の大幅な減収が

ついてお知らせします︒

十一年度当初予算は︑特
別会計︑企業会計を含む予
算総額は前年度比一・四％
増の九百二十億四千七百四

の推進という観点から︑経

財政の健全化と行財政改革

経済・財政環境を踏まえ︑

にあたっては︑このような

本市の十一年度予算編成

しています︒

基金や地方債を有効に活用

計画上の補てん財源のほか︑

減税補てん債など地方財政

方交付税や地方特例交付金︑

見込まれます︒しかし︑地

す︒

回復に配慮するとともに市

を行いました︒一方︑景気

て︑歳出全般にわたり点検

実施年度を厳選するなどし

経費は事業の内容・規模・

社会資本整備などの投資的

しなどにより︑抑制︒また︑

宇治根島線などの道路整備

ます︒また︑黄柴山手線や

線六地蔵延伸事業を推進し

事業や京都市高速鉄道東西

置︑奈良線複線化のＪＲ三

改築︑宇治・新田間新駅設

点施策として︑ＪＲ宇治駅

一方︑歳出では今後の重

正などを審議する予定です︒

のほか条例の制定や一部改

また︑本会議では予算案

しています︒

での日程で集中的に審議を

月九日㈹から二十三日固ま

人︶を設置︒同委員会は三

俐に予算特別委員会︵十七

議するため︑二月二十五日

市議会では各予算案を審

予算特別委で集中審議

常的経費は事務事業の見直

予算編成の考え方

は十一年度の予算編成や施政方針と事業に

減となっています︒これは︑

厳しい状況にあります︒

■・
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高めよう文化のＪｙ﹂をテ

﹁広げよう地域のバヘ

・井本武美先生による記念

し︑京都市立梅迢中学校長

評をいただいている宇治文

時代の茶の生産と嗜好の移

今回は︑近世つまり江戸

転出される人は転出の際に

月十五日までに他市町村へ

祝

◇

◇

施本部︵昔21・0413︶︒

固地域振興券交付事業実

交流ロビーに設置します︒

土八日から市役所一階市民

交付申請の受付は︑三月

実施本部に電話で確認を︒

要です︒あらかじめ宇治市

発行︵未受領︶証明書等が必

は前住所地の地域振興券未

から宇治市に転入された人

○三月一日以降に他市町村

付の手続きをしてください︒

転出先の市町村で振興券交

券未発行証明書を受け取り︑

311︶︒

囲歴史資料館︵昔20・1

▼講師⁝歴史資料館職員

公民館︵文化センター内︶

２時〜４時▼ところ⁝中央

▼とき・：３月19日胞︑午後

へ︒

ます︒参加は当日直接会場

黄璧の近世史１﹂を開催し

サロン﹁緑茶の時代Ｉ宇治・

この発刊を記念し︑歴史

﹁歴史サロン﹂開催

◇

311︶︒

回歴史資料館︵020・1

倉・広野の公民館で︒

久保駅︶︑木幡・宇治・小

゜３９＾ ３７︶Ｏ

▼問い合わせ：向館︵023

10時〜午後４時
▼ところ・：善法隣保館

▼とき⁝３月21日脚︑午前

ひお越しください︒

し︑理解する場として︑ぜ

るために︑同和問題を学習

大切にする明るい社会を作

を無くし︑お互いの人権を

人ひとりの課題です︒差別

同和問題の解決は市民一

)

講演があります︒

る﹂と題したスライドを作

成したほか︑地域活動の成

果などの展示︑保育所保護

者の和太鼓︑子ども歌合戦︑

模擬店など多彩な催しがあ

ります︒また︑文化祭前夜

祉センターで︑﹁二十五周

の二十日出には善法老人福

三月二十一日脚に第二十

年を迎えた文化祭の意義と

今後の方向について﹂と題

五回善法文化祭が善法隣保
館で開かれます︒

﹁緑茶の時代

−宇治・黄葉の近世史︱﹂

治・黄璧の近世史¶﹂を発

歴史資料館が発刊

歴史と文化にかか

庫︒歴史資料館ではシリー

り変わりを追いながら︑茶

刊しました︒

ズの締めくくりとなる十冊

にゆかりの深い宇治と黄薬

わるテーマを取り上げ︑好

目として﹁緑茶の時代−宇

を行き来し︑地域の人々

の営みを振り返ります︒

価格は千円︒お求め

ぜひご一読ください︒

は歴史資料館︑観光セ

ンター︑観光案内所

︵宇治橋西詰・近鉄大

号の市政だよりでお知らせ

したとおりです︒

ただし︑今年一月一日の

基準日の対象者項目に該当

していた人でも︑三月十五

日現在で宇治市に住民登録

・外国人登録がない人︵転

出・死亡など︶は交付でき

ません︒また︑次の人は手

続きが必要です︒

土︿日両から三月下旬まで

宇治市で発行する地域振興

○交付対象者に該当し︑三

に対象者に郵送で交付しま

域振興券は三月

す︒対象者は二月二十一日

(

ーマに︑二十五周年を迎え

た文化祭の﹁記念写真集﹂

日

の発行や﹁地域の歴史を見

1

◆この宇治市政だよりは︑古紙配合率100％の再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

2・3面に施政方針と予算の概要を掲載
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10

｀
にの河市ら
配生川基に
分活 ｀盤
し周教整公
て辺育備共

民サービスの水準を維持す
ることに心掛けています︒
そして︑十一年度・十二年
度を第三次総合計画の仕上

1023

月
善法文化祭
2

まもなく郵送
でお手元に

整・や下を
備福身水図
に祉近道り
も施ななま
重設道どす
点な路の゜
的ど・都さ

継続して取り組んできた総
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市議会3月定例会、11年度予算案など審議中

11年度施政方針のあらまし

極的に行います︒

に努め︑現在取り組んでい

都市経営の理念に立脚した

4地域産業の振興で未来に飛
る行
街政づ
る躍
第す
三次
改く
革り
に基づき

事務事業の一層の効果的・

りを持てる環境づくりにも

とともに︑生徒が心のゆと

児童の健康管理を推進する

福祉センターの建設に着手

取り組み︑︵仮称︶広野地域

在宅福祉サービスの充実に

めの保健福祉施設の整備や

農林業では︑農業経営の安

き続き実施していきます︒

の支援などについても︑引

労者福祉の充実を図るため

小企業の経営基盤強化と勤

厳しい経済環境の下で︑中

と支援策は重要な課題です︒

産業振興のための条件設備

活力をもたらすものであり︑

ジの開設やＯＡシステムの

インターネットホームペー

ていきます︒

力の向上と意識改革に努め

を充実強化し︑政策形成能

にも組織体制や職員研修等

進していき次す︒そのため

て個性豊かな街づくりを推

れる権限を積極的に活用し

れの中で制度改正や委譲さ

ます︒そして地方分権の流

効率的な執行に努めていき

取り組みます︒

します︒あわせて禍島・木

定化に努めると同時に地域

開発導入にも取り組んでい

産業活動は都市に大きな

人権問題については︑あ

幡地域の特別養護老人ホー

の特性を生かした特産品の

きます︒そして︑市政への

．
．．
㎞．

る街づくりに努め︑多くの

据えた︑快適で安らぎのあ

柱として︑二十一世紀を見

の夢づぐり﹂を市政推進の

役の街づくり︑地域が主役

層厳しい状況に直面してい

税収環境の悪化の下で︑一

財政も不況の長期化による

刻な状況にあります︒地方

気低迷が長引き︑極めて深

現在︑わが国の経済は景

なりません︒

基盤をまず整備しなければ

保全計画の策定に向け︑引

環境問題については環境

いきます︒そして︵仮称︶北

用した関連事業を展開して

通い合う街づくり

課題解決に向けて積極的に
ます︒一方︑少子・高齢化
公共交通網の整備にっい

き続き調査と審議を重ねて

宇治コミュニティセンター

防災指令車︑現在建設中の

1みどり豊かな住みよい街づ防
く災り
面では︑消防本部に

ついても︑平成十六年十月

らゆる社会的差別の根絶を

ム建設に対しても積極的な

奨励や収益性の高い農作物

市民参加の推進や情報の共

上に財源の重点的・効果的

豊かな歴史と文化に培わ

目指して教育や啓発活動を

助成支援を行います︒また

栽培の促進など︑都市農業

有化など︑これまでの取り

心と心が

れた宇治の発展のためには︑

通じて人権意識の高揚に努

平成十二年度からスタート

の確立を目指します︒そし

組みを生かし︑透明で開か

の開通に向け京都府・京都

創造性あふれる市民文化を

めます︒とりわけ同和対策

する介護保険制度に伴う準

て宇治茶の名声と伝統を守

れた市政の実現を目指しま

な配分と有効な各種基金活

支え︑自由閥達な市民活動

については︑地域住民の自

備作業や介護保険事業計画

り育てていくためにも︑茶

市と協力しながら事業促進

道路整備は︑幹線道路と

を支援していく環境整備が

立につなげるという基本姿

の策定︑老人保健福祉計画

園の拡大などの支援を行い︑

をしてまいります︒

なる黄桑山手線や宇治損島

大切と考えています︒

勢を堅持しながら︑啓発︑

子育て支援については︑

の見直しを行います︒

用などに努め︑行政サービ

線の開通に向けて引き続き

全国に誇り得る事業とし

就労︑教育問題などを中心

ス水準を維持しながら︑基
本政策の推進と市民要望に

取り組んでいきます︒

て定着した紫式部文学賞・

に取り組みます︒また︑女

す︒

取り組んでまいりました︒
の進展︑価値観の多様化︑
ては︑ＪＲ関連事業では五

いきます︒二方︑ダイオキ

また本市は︑平成十三年

また情報化の推進として︑

積極的にこたえ︑諸施策を

東消防署に高規格救急車を

市民文化賞を中心とした源

集団茶園造成のための整備

三月一日に市制施行五十周

快適で安らぎのある街づくりを
久保田市長は︒二月二十三日の市議会
三月定例会で︑市政運営に対する基本的
な考え方である施政方針を発表しました︒

実施していきます︒

配置し高度救急体制の充実

氏ろまん事業も新たに大田

その指針となる児童育成計

構想策定にも取り組んでい

年を迎えます︒この年は二

平成十一年度は市長として
環境に対する関心の高まり

月十日から快速電車の六地

市民の知恵で
事業

14,700

事業

242,800

178,100

得事業

163,900

183,500 ▲10.7

)乳幼児剃

ﾄ公共施設の再活用を検討し、第4次総合計画に反映させる

(11
･ 12年度の2か年事業)

ト記念事業の募集や選考委員会の運営

一世紀の街づくりにふさわ

30万円

油制施行m年記念準備

2161万円

)第4次総合計画策定調査

その概要をご紹介します︒

ければならないと考えてい

を図る一方︑防災備蓄資器

画を策定し︑あわせで平成

きます︒観光については︑

十一世紀の幕開けの年であ

折り返しの年にあたり︑こ
などといった社会情勢の大

健康への関心と生涯にわ

都市経営の発想による街づくり

平成八年十二月に市長に

市民の生活基盤を支える

材の拡充や自主防災組織の

性施策では男女共同参画社

十二年度の完成に向けて老

源氏物語散策の道整備に引

ると同時に第四次総合計画

れまでの取り組みを礎とし

の秋の完成を目指して取り

ます︒

ためには︑公共交通網や道

楽復活祭を加え︑あわせて

会の実現に向けて各種事業

朽化している木幡保育所の

き続き取り組み︑﹁源氏物

の初年度であり︑意義深い

組むとともに集会所の新設

源氏物語散策の道整備

就任して以来︑﹁市民が主

路︑上ｔ下水道などの都市

育成に努めます︒

源氏物語ミュージアムを活

を実施していきます︒

建て替えの本体工事に着手

語のまち﹂のイメージを高

シン類等の問題についても

5市民の知恵で都市経営節の
目の
発
年想
とな
に
りま
よする
︒二
街
十づくり

)観光関連施設整備等

2300万円

たる学習・活動意欲が高ま

r緊急生産調整推進対策｀

848万円

高齢者や障害を持つ方が

ﾄ宇治七名園案内ｻｲﾝ設置､宇治茶散策ﾙｰﾄﾏｯﾌﾟの作成等

や建て替えも行います︒

剣

独自で環境調査を実施し︑

洒宇治中学校夜間照明施設整備

450万円

治・新田間新駅設置も︑奈

回の生産調整対策に関する経費

られています︒本市におい

〈農林業・観光〉

しい記念事業を展開するた

>訥の産業振興を目指す構想の策定

る今日︑様々な形でスポー

1億5678万円

いきいきと暮らし社会参加

2420万円

)宇治市中小企業低利融資

教育では︑学校施設の整

300万円

さらにごみの減量化と再資

冲小企業融資保証料補給

良線の高速化・複線化事業

1100万円

冲小企業経営安定化特別指導臨時支援

ても︑多様化する市民ニー

228万円

涼都府中小企業融資利子補給等

め︑市民の皆様が自ら実施

涼都府労働者生活資金特別融資保証料利子補給

ツーレクリエージ・ンや生

地域産業の振興で
未来に飛躍する街づくり

できる環境整備と︑安心し

〈商工業〉

備を引き続き進め︑コンピュ

r総合野外活動センター管理運営

6200万円

源化を図ります︒また快適

ト屋外運動場に夜間照鸚設を整備し､市民に開放する

とともに平成十三年春の完

7962万円

ズにこたえ︑活力ある街づ

吋目的利用が可能なクラウンFを整備

していただく記念行事を募

r(仮称)巨椋ふれあい運動広場整備

1億4050万円

)行政総合OA整備

1500万円
漬槃公園ﾌﾟｰﾙ再整備

5000万円

涯学習の普及に力を注いで

国や府の調査に加えて本市

3健康と生きがいを育む街づくり

めていきます︒

500万円

します︒

②

なり︑また宇治駅改築や宇

2億4675万円
各種検診･健康診査

て子育てができる環境づく

〈保健・その他〉

ータ教育の充実を図るため

i;4

な市民生活の維持向上を図

90,798,484

成に向けて促進を図ってい

92,047,467

くりを推進することが大き

計

集したいと考えています︒

16.0

行政改革にっいては︑市

5,296,384

民の声に基づいた市政運営

6,145,467

きましたが︑今後もその施

5.6

会計

設環境整備と活動支援を積

31,412,100

りを推進していきます︒健

811.2
21,400

300万円

jｲﾝ'ターネットホームページの開設

547万円
r在日外国人高齢者特別給付金支給

36.3

やかな長寿社会を支えるた

18,500 ▲20.5

パソコンを全中学校を対象

Ｍ〕Ａｼｽﾃﾑの開発導入､住民票等自動交付機設置など

①
蔵駅停車が実現することに

宇治市長久保田勇

きな変化の中で︑より質の

たり27万6750円）となっています。

高い行政施策の展開が求め

￨り会計、企業会計とで構成されています。

て基本姿勢と基本政策に基

頁をお知らせします。市の会計はミー般会

r￨￨￨￨￨iiiiii
￨ ￨ ￨ ￨ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 川 i n i t i i i i i i i￨ilil lilil il l l l l l l
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づく施策をさらに推進しな

15,800 ▲15.2

に更新していきます︒また︑

▲1.9

るための生活環境周辺整備

4.3

8,453,000

も進めていきます︒

9,208,000

8,292,000

きます︒地下鉄東西線の醍

9,605,000

事業

醐から六地蔵までの延伸に

l:事業

な課題であります︒新年度

33,182,000
合計

195,000
登事業

76.2
266,800
470,000
事業

8.6
14,146,000 13,023,000
事業

13,400
?付事業

▲2.5
52,720,000 54,090,000
計

10年度
11年度
名

44,000 ▲10.9
39,200
i事業

伸び率(%)

の市政運営は︑これまで以

958万円
産難

(2)
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11年度

予算案の概要
一般会計の内訳

※（

計と、特定の事業を行うための10の特丿
一般会計は527億2000万円（市民１人当

会
諸支出金
(2.5％)
13億円

＼

⁚︲年度予算額

12億7637万円
地方消費税交付金

平成11年度予算案の主な施策と予算1

)内の構成比は四捨五入したものです。

使用料及び手数料
(2.2％)
11億3752万7千円

繰入金（2.4％）

(3.2％)

1台

その他（3.0％）
15億8248万1千円

19S6829万9千円

17億円
公債費

諸収入

（8.7％）へ

(3.6％)ヽ

45億8261万5千円，

19億760万9千円

計
般

会

交通災害共5
国民健康保￨!

公共下水道
住宅新築資金等1
老人保健

府支出金
衛生費
（8.8％）‑

簡易水道

︵単位千円・▲は減︶

27億2718万3千円

･‑･㎜■●･●●■■･㎜■‑‑■■●･●●･㎜･･･●･･

4631512万8干円
地方交付税
（6.5％）之
34億3000万円
教育費
(10.2％)丿

‑‑‑‑‑‑●･●●●●‑‑‑
火災

54億180万6千円

共済

墓地公園
公共用地先行取
飲料水供給施1

特別会計
企業（ﾌJく道）
総

54億7717万5千円

源氏ろまん開催'99

主な事業と

◇市民交流ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ開催

予算額

560万円

く

丿ﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ購入など
◇女性政策推進

◇池尾飲料水供給施設整備

みどり豊かな住みよい街づくり

3700万円
･.

119410万円

894万円

１

雌別にとらわれない考え方を培うための幹生を対象にした啓発誌の

１

発行､女性ｾﾝﾀｰの基本構想の検討など

〈住宅〉

鴎問題啓発

市営住宅建て替え

530万円

１

〈公共交通〉
JR宇細改築

神明宮西団地

3億6000万円

棋島吹前団地

3億8320万円

健康と生きがいを育む街づくり

16億7250万円

JR宇治･新田間新駅設置

7億5800万円

☆黄璧団地(調査)

1540万円

〈環境〉

１

〈福祉〉
☆(健)広野地域福祉ｾﾝﾀｰ建設

◇環境監視費

１

6億6300万円

984万円

ト大気･水質･騒音の測定調査､ﾀﾞｲｵｷｼﾝill査
一ＩＩ

☆ﾎﾟｲ捨て防止対策事業

136万円

☆生ごみ処理機の導入

くくｉく

回ｲ捨てごみ防止対策のため､条例制定と啓発活動を実施
2410万円

畔校(3か所)･絹所(2か所)･地ｕ祉ｾﾝﾀｰ(＼噺･庁内食堂(1
か所)に生ごみ処理機を導入、
城額生管理組合分担金

22億6741万円
く

〈防災〉
JR奈良線複線化事業負担金

3億7600万円

☆高鰍急設銭備

2910万円
☆特別養護老人ホーム(仮称)「清嘉園｣等建設補助

京都市高速鉄道東西線延伸事業費補助

1億8400万円

2500万円

防肪署に龍格救急車を配置
◇介護保険制度施行準備
防災対策事業

川下鉄結線の六地蔵･醍鯛延仲事業に補助

5204万円

5億8243万円
．卜平成12年度に施行する介護鯖制度に向けた諸準備

☆JR奈良線小倉架道橋改築

3億5700万円

☆難病患者の生活支援
〈道路など〉
◇道路維持修繕

ｉ

防災備釣品の充実･;"=I]i￨･道路防災対策や水道飲料水確保など

心と心が通い合う街づくり

◇在宅老人支援対策

100万円
7億7477万円

皓4127万円
く

ﾄﾞﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ､ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ運営など
.黄璧山手線築造

7億2000万円

〈教育〉
◇児對

☆新宇治淀線築造

2500万円

◇小･中･幼稚園維持整備

4億6459万円
ト子育て支援の指針となる育成計画の策定

宇治横島線築造

6億8300万円

卜大規模改造･ﾄｲﾚ改修など
◇耶

木翻野線築造■

西宇治中学校校舎改築

6600万円

5億8386万円
木幡保育所建て替え

☆五ヶ庄63号線道路改良
☆JR宇治駅改築関連道路整備

2億100万円

ト地域開放型校舎として特瞰室やｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置

☆JR六地蔵駅前交通広場對
6000万円
1200万円

☆社会人講師設剔
☆小学校歯科治療費助成

☆地名表示板整備

300万円

☆中学校コンピュータ機器購入

☆総合都市交通体系計画策定

2000万円

☆心の教育相談員派遣

777万円

く

1億4823万円
407万円
ｙ

〈水道・下水道〉
◇下水道普及費

〈コミュニティ・集会所〉
6884万円

集会所整i(建て替え･新設)

ト水洗便M題金顔の融M利を2%→＼%
下水道管渠の建設

◇(仮称)北宇治コミュニティセンター建設

40億1800万円

2億1479万円
2538万円

く

〈市民文化・その他〉
ｙ

◇笠取･二尾闘水道拡張

1025

4億3093万円

源琉語ミュージアムの運営･企画展示等

6505万円
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圃24日冰】までに女性政策室（a内

圧添貢否昂薗写回圧府百背碩

日、午後6時半

長・久野貞子さんE〉参加費…無料

9時半C〉対象…

○東宇治中＝宇治川右岸地域の小

圃社会福祉協議会(a22‑5650)

学校区と北槙島・槙島・菟道の各
府見悦肘玉俗昭宍回州ｍｍ渋回士回岸恰H,E,z,jE‑‑E,I･;‑F.E;l･E‑l,E=l,1‑E,l,1,1,1､ﾖ,l.Ei;
小学校区内に住む10人以上の団張

圃宇治難病患者連絡会事務局(石

線2091、FAX20‑8778）。

市律所顛果緻價賜射白

情報

お知らせ

・市税の納付は便利な

○広野中＝その他の小学校区域内

口座振替で

する人は、下記の期日までに口座

X

前11時、正午、午後１時、午後２

・レセプト審査室嘱託職員
E＞業務･‥レセプト点検などC〉資
格‥･医療事務技能者[＞人数･‥1人

午前８時半〜午後５時15分

困市

販の履歴書(要写真)を宇治市役

自立と社会参加、利用できる福祉

委員会(東宇治中＝a32‑2131、

制度、要約筆記についてなどE〉費

へ郵送で(3月19日團必着)。

回納税

課（S内線2132）。

固定資産税･都市計画税

３月31日困
３月31日困

軽自動車税

[113月15日(月)〜18日困、午前

用…無料

■トレーニング機器実技講習会

(a内線2305)。

C〉とき…３月20日出、午後１時

■市民健康づくり推進講座
[〉とき…３月30日吹]ﾐ正午〜午

やポップス。[＞とき…３月27日出、

後５時C＞ところ…生涯学習センター

■市民茶香服大会
t＞とき…３月20日出、午後６時

月14日(日)、午前９時から同館(s

半〜t＞ところ…宇治公民館[＞参加

33‑4001)。顔写真が必要。

費…300円

福

宇治茶業青年団・清水さん(登23‑

祉

午後１時半〜３時[〉ところ…生涯

[＞内容‥･○講演｢骨粗耘症の怖さ

学習センター[＞曲目…春の海、少

と予防法｣＝京都府立医科大学助

■中央図書館児童書テーマ展示

年時代ほかE＞入場料…無料E〉保育

教授・長谷斉さん、○健康測定＝

…申し込み制(おやつ代100円)

骨量･体脂肪測定、コンピューター

半〜４時C〉ところ…総合福祉会館

春・新学期に向かって心身ともに

回同センター(a22‑

生活習慣チェック、健康相談コー

[＞受講料…無料[＞定員…30人

飛び出したくなる本を集めました。

■宇治市少年少女合唱団創立

ナー(正午〜午後１時半と午後３

３月18日困までに社会福祉協議会

20周年記念定期演奏会

時〜５時)じ〉対象…市内在住の人

(昔22‑5650、fAX22‑5654)。

創立20周年を記念し、ＯＢも･出

[＞定員…先着200人

■バスハイク(足の不自由な

レ期間…４月28日(水)まで。

回同

館(320‑1511)。
■リサイクル自転車販売抽選会
駅周辺から撤去された放置自転

0220)。

演します。[＞とき…３月21日固、
午後１時半〜t〉ところ…文化セン

車をリサイクル販売。[＞とき…３

ター大ホール[〉内容…合唱組曲

月27日出、午前10時半〜[＞ところ

｢まりになれ心｣､OBとともに｢美

保険課(s内線2268)。
スポーツ

ん(容24‑1122)、東宇治茶業青年

[＞とき…３月20日出、午後１時

困

団・中林さん(a32‑3888)へ。
・城南勤労者福祉会館
圃3月13日出から同館(S46‑
0780)。
〈演歌歌唱教室〉[＞とき…４月
10日〜10月22日の第2

人の集い)

午後７時

C〉とき…３月29日(月)、午前10時

00円。

〜午後４時[＞行き先…府立植物園
■スポーツ安全保険加入

[113月18日田までに

8357)、小倉茶業青年団・西村さ
・車いす介助講習会

圃国民健康

官公署・その他

圃3

催し

｢春だ／とびだせ／｣と題し、

圃障害者母子福祉課

半〜レところ…黄璧体育館[＞対象…
15歳以上(中学生を除<)[〉定員…

健康

補聴器め上手な使い方、難聴者の

広野中＝S44‑3866)。

先着30人[〉参加費…1000円

ガーデンほか
■春待ちコンサート
筝やフルートによる日本の調べ

所レセプト審査室(a内線2301)

神宮社務所(神明宮西)[>内容…

30分間1000

９時〜午後４時に各中学校の開放

市府民税(普通徴収)
４月30日團

…コンドルは飛んでいく、サリー

面750円、○広野中=

ります）で、金融機関で申し込み

時から各30分のステージt＞演奏‥･

t＞勤務時間…週５日(水曜午穏

半〜４時20分C＞ところ･‥神明皇大

円

京都文教大学｢民音之会J

C〉曲目

C＞とき…３月28日(日)、午後１時

東宇治中＝30分間全面1500円、半

振替依頼書（市内の金融機関にあ

を。銀行印が必要です。

C〉とき…３月21日圈、28日(日I午

井さん昔20‑9801)。
・耳のこと何でも講座

に住む10人以上の団体C＞料金…○

11年度から口座振替払いを希望

BO
募集

(4)
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[＞対象・定員…下肢に障害のある

9時。

･ 4土曜、

12回[＞費用…60

〈ちぎり絵教室〉[〉とき…４月
15日〜９月16日の第３木曜、午前

…市役所北玄関E〉販売台数・価格

しく青さドナウ｣、ミュージカル

団体募集

人10人・ボランティア15人(初参

10時〜正午。

…約50台。5000円〜１万円の500

｢こちら天国出張所｣[>入場料…

[〉対象…スポーツ・文化・ボラ

加者優先で選考)C〉参加費…無料

■城南地域職業訓練センター

円刻み。希望者多数の場合は抽選。
回市リサイクル自転車販売協議
会事務局(同胞の家内、昔20‑40
80)。｡
■植物公園
困講習会は申し込みを同園(a
45‑0099)。いずれも入園料が必要。
〈春の草花展〉華やかでカラフ
ルな草花をガーデン風に。[＞とき…
３月18日困〜３月30日(火)。
〈野菜作り講習会〉安全でおい

無料囲文化自治振興課(S内線

ンティア・地域・指導活動などを

(昼食各自負担)E]3月25日困ま

2223)。

行う５人以上の団体やグループ[＞

でに社会福祉協議会(S22‑5650、

保険期間‥･４月１日午前Ｏ時

FAX22‑5654).。

■ビデオシアター｢わが街｣

12

ロサンゼルスの平凡な人々の生

年３月31日午後12時。４月１日以

圃3月13日出から同センター
(昔46‑0688)。
くワープロ日商^級検定受験W

■パーキンソン病の講演会

98〉[＞とき…４月19日〜６月28日

き様を厳しく、かつ優しく描いた

降の申し込みは掛け金の振り込み

と個別相談会

の月曜、午前９時半〜正午。10回

人間賛歌。[〉とき…３月19日(金)。

日の翌日午前Ｏ時から[回生涯ス

[〉とき…３月28日(日)。講演午後

レ費用…１万8000円。

午後１時半〜３時45分と午後７時

ポーツ課(a内線2621)。

１時半〜、相談午後２時半

〜９時15分[＞ところ…生涯学習セ

■行事(年間・一日)傷害

ころ･‥総合福祉会館[＞内容…講演

高年コースW98〉＞4月13日〜４

D〉と

くワープロ初級一太郎・女性中

ンターに＞保育…申し込み制(3月

保険加入団体募集

｢パーキンソン病の在宅療養−ラ

月27日の火・木・金曜、午前９時

17日困まで･に)。２歳以上。

[＞対象…市教育委員会が後援す

イフスタイルの向上をめざして｣＝

半〜３時半。 14回[＞費用…１万42

国立療養所宇多野病院臨床研究部

00円。

圃女

性政策室(a内線2091)。

るスポーツ・レクリエーションな

■自分探しゲーム＆喫茶サロン

どの行事E〉掛け金…年間＝1万20

しい野菜作りについての講習。Ｄ

女や男、高校生のイメージ。何

とき…３月21日剛、午後１時半〜

となく決められている気がしませ

人以上から受け付け[〉保険期間…

３時半C＞定員…40人[＞費用…無料。

んか。楽しく体を動かし、気付き

４月１日以降の加入日〜12年４月

〈花作り講習会4〉種まきから

を増やしましょう。[〉とき…３月

１日午後４時

の花作り。I＞とき…３月27日倒、

26日團、午後１時半〜４時に＞とこ

(a内線2621)。

午後１時半

ろ…宇治公民館[〉指導…メンズリ

１週間前までに申し込みを。

[＞材料費…300円。

ブ研究会世話人・水野阿修羅さん

■東宇治・広野中学校運動

〈春のコンサート〉花で囲まれ

[＞対象…中学生以上の10代の男女

場の夜間使用登録

た公園で民族音楽を聞きませんか。

[＞定員…先着30人[＞費用…無料

レ使用期間…４月１日〜11月30

3時半[＞定員…40人

６回卜費用…7500円。

00円、１日１人=30円。ただし50

お母さんといっしょ

囲生涯スポーツ課
1日保険は行事の
伊藤加奈ちゃん（1歳）
美保子さん（槇島町南落合）

千６百円︒松井さん＆31・５７１

半〜正午︒南宇治コミセン︒月２

◆書道 第２・４火曜︑午前９時

Ｓ０７５°８８２一34850

治コミセン︒１回千円︒宮田さん

後７時半〜９時︵中級者︶︒南宇

1026

午後６時〜７時半︵初心者︶・午

T‑ＨＩＯＯＣＯ

◆社交ダンスサークル 毎週火曜︑

32･

木幡公民館︒月千円︒竹内さん雪

毎週月曜︑午後１時半〜３時半︑

みました

゜只︶1710

短信

ナーは休

セン︒月千５百円︒余田さん容43

午後１時半〜４時半︒南宇治コミ

市民情報

◆ダンベル健康サークルそよ風

千円︒山田さん公32・2659．

他のコー

◆編み物サークル 第２・４金曜︑

村上さん＆45・1794．

福祉会館︒60歳以上︒丹千５百円︒

３・４水曜︑正午〜４時半︒総合

◆藤むらさき︵日本舞踊︶ 第２・

募集

毎月11日号

