行政広報の大切さ指摘

剛寝たきり老人などに対す

従業員への防火教育の徹底︑

防用設備などの点検・報告と

んが日ごろ市政に戸兄な関心

充実を図るため︑市民の皆さ

この調査は︑市政の一層の

市政を何によって知るかとの

がある﹂としていホヂ︒また︑

人中二十人が﹁たいへん関心

十一年以上の人では︑三十二

ると回答︒さらに居住年数二

反映されていない﹂が土ハ人

いると回答︒一方︑﹁あまり

人が何らかの形刄況映されて

％︶支Ｂせると約五六％の

映されている﹂の五人︵三・一

六人︵五三・四包︑﹁よく反

５ ０ ５ ０
２ ２ １ １ ５

やかか９刄痔っておβれる

問いでは︑複数回答も加えて

人40 35 30

対象は︑選挙入名簿の中か
ら年代・性別・地域を考慮した

いて﹁新聞﹂﹁回覧で﹂の順

︵九三・八とでトップ︑続

﹁市政だより﹂が百五丈

九％︶で︑両方合わせると約

されていない﹂が三人︵一・

︵九・九％︶︑﹁まったく反映
上で無作為に抽出した︑﹁五十

となっています︒

二百の人が反映されていな

九年度市政モニター﹂二百人

そこで反映されていないと

いとしています︒

答えた人に︑具体的にどのよ

ねてみました︒﹁良いことだ﹂

れについて戸う思われるか尋

政を進めてきてい濠ｙが︑こ

次に︑市では市民参加の市

通学路整備について﹂﹁草刈り

水道の整備﹂﹁保育料や定員︑

路の拡幅・側溝の整備﹂﹁下

は結果しか分からない﹂﹁道

でのＰ・Ｒ不足のため住民に

内容は︑﹁行政を執行する上

.c＾Ｗ点かを伺いました︒その

く八十二人︵五〇・九り︶︑﹁た

との回答は百二十四人︵七七

や自然環境保護﹂などに関す

市民の声

市政に反映 が56％

にお願いしました︒回答者は
百六十一人︑回収率は八〇・
五りでした︒
ます﹁市政に対して関心が

いへん関心がある﹂が五十一

％︶で︑﹁全てが良いとは言

あるか﹂を伺いました︒﹁い

人︵三一・七％︶で両方命幻せ

えない﹂﹁必要ない﹂が二十

市では︑今回の調査結果を

ることが上げられています︒

くらか関心がある﹂が最も多

ると約八〇％の人が関心があ

六人︵一六・二％︶おられ

の場か離れない︒

ました︒では実際に市民の声
が市政に反映されていると思

いきたいと考凡ていまｙ︒

市民参加の町づぐり石尨めて

＋＜m考にして︑ふ磋︑一層

○家の周りに燃えやすいもの

されている﹂がト″プで八十

.ｆ％Ｓとの問いには︑﹁やや反映

夕厩かない︒
○風呂の空だきをしない︒

を近付けない︒

○ストーブに燃えやすいもの

チピ″子も大人も楽しみな

消防防
チビ
ッ子
広場
消
チ
ビ
ッ子広場

がら学べる催しがいっぱいで

▼とき・：３月３日面︒午前

す︒ぜひお越しください︒

10時〜正午︵函大中止︶▼と
ころ・・・宇治小学校校庭︵五ヶ
庄三番割27︶▼内容⁝消防自
動車の展示︑消防訓練︑防火

︵消防本部︶

映画の上映︑クラフトコーナ
ーなぺ

[ 二 ] E l年以上

日１〜５年Eコ6−10年コll〜2吽

報

第二回宇治川了フソン大会は︑二月二十四日剛︑

午前十時に太陽が丘をスタート︒競技は︑五︒︒︑

十ｊ︑二十︒・の三部に分かれて行われます︒今大

は四国︑東北地方から前回を三百人余りも上回る

会では︑市民はもちろんのこと︑近畿地方や遠く

総勢一千六百五十七人が参加︒市民の皆さんもぜ

この宇治川マラソン大会は︒六十三年京都国体

ひご声援ください︒

に向けて︑盛り上がる市民のスポーツ熱にこたえ

なお︑当日の交通規制にご協力をお願いします︒

るため︑昨年から開催されているものです︒

距離別のマラソンコースは︑次のとおりです︒

御旅所付近折り返し←︵元のコースを戻る︶

▼５．・の部⁝太陽が丘←市役所前←宇治橋通り

←県通り←平等院南門前←白虹橋付近折り返

▼10jの部⁝太陽が丘←市役所前←宇治橋通り

し←平等院南門前←本町通り←御旅所←市役

所前←太陽が丘

←県通り←平等院南門前←白虹橋←宇治川右

▼20︒・の部・：太陽が丘←市役所前←宇治橋通り

岸←朝霧商店街←府道北上←黄槃公園折り返

し←府道南下←朝霧商店街←宇治川右岸←白

お願い

虹橋←平等院南門前←本町通り←御旅所←市

役所前←太陽が丘

交通規制にご協力を

く

４・一●Ｉ●一・一︱●自ＩＩ自ＩＩ一一一・●φ・一Ｉ・一−一●一ＩＩ自ＩＩ一

⁚

２月24日(日)午前10時スタート

市ではこのほど︑﹁市政への市民参加と市役所に対する市民意識﹂を
テーマに︑二百人の市政モニターにアンケート調査を実施︒その結果︑
約八割の人が︑市政に何らかの関心があると答えられています︒また︑
半数以上の人が︑市民の声が実際の市政に反映されていると答えられた

る安全対策の徹底︒？ａ家庭で

防火管理体制の強化を指導し

市政への関心度と居住年数

かを把握するため行いました︒

一方で︑行政のＰ・Ｒ不足のため住民には結果しか分からないことが多
いとの厳しい意見もありました︒

家庭で防火チェックを

59年度市政モニターアンケート調査結果

春は一層 火の用心

の防火対策の徹底︒倒事業所

ます︒

火チェックを実践Ｌ差しょう︒

ご箆塵ど茨の七項目の防

での防火管理体制の強化︒倒

○寝たばこ・たばこの投げ捨

危険物︑高圧ガスなどにかか
る災害対策の推進︒○山火事

○天ぷ兌首巻揚げる時はそ

い︒

○風の強い時はたき″ハをしな

で遊ばせない︒

ＯＨａwにr／＾チやライター

てをしない︒

予防対策の強化︒圓車両火災

これらの重点目標鷺逞成す

予防対策の強化︒

るため︑一般家庭や地域など
か肋間し︑防火対策の推進を
図り康ｙ︒また︑事業所夕対
象として避難訓練の実施︑消

第2回宇治川マラソン大会
に総勢1,600人が出場

宇治川マラソン大会の交通規制図

▲真剣に討議が進められる59年度市政モニターの集い

３月13日

広

１
９｀
／
２

目的として行われ康司

火災防止の徹底を図ることを

火災予防思想の一層の普及と

予防運動はこの季節盈剛に︑

災が発生１ 弔すい季節︒火災

未７．春は空気が乾燥し︑火

に春の火災予防運動盈辰開し

大切火の始末﹂をスローガン

﹁︒あとで″より︒いま″が

二十八日から三月十三日まで

消防本部では︑来たる二月

「市政に関心がある」が8割
期間中は次のことを重点目

419

春の火災
予防運動
標とし康７．

市民の声が市政に反映されていると思うか

２月28 日〜

●毎ni日･11日･21日発行

第693号
82,138人
女

ｔ話（0774）22−3141

1985年）

市宇mi琶33番地

81,35e人

昭和６０年
163,494人（前月比54人増）
男

（

口
人

課

京都府宇治市
編集

ロ
人
の
市

〒611京都府宇治

51,716世帯（前月比23世帯増）
世帯数

発行

（昭和60年２月１日現在）

●●･●●●●●

室より西側が狭くなっている

石室内からは高坏︵たかつ

片袖横穴式です︒

き︶︑壷︵つぼ︶など須恵器十
二点と装身﹈具の金環︵耳飾り︶
四個︑平安時代初期と見られ

館の屋外展示とし︑歴史教材

２月末完成公開へ
市教育委員会では︑昭和五
として市民に公開することに

市・府民税の申告は三月十

昭型八十年一月一日現在で

1.418▲11.6 ▲5.41.5501,290

▼縦覧期間・：２月23E出〜

後５時︵土・日曜日も行いま

３月９日出︑午前８時半〜午

この縦覧は︑選挙人の登録

す︶▼縦覧場所⁝里帑役所︒

漏れか防戎正確な選挙人名
簿にするために毎年行ｐれて
いるものです︒選挙人名簿に
漏れ︑誤ひなどがあると認め
られた場合︑該当する選挙入
は縦覧期間中に文書で選挙管

理委員会に異議を申し出るこ

ぎると申し出があっても︑選

とがで茫乎︒この期間か過

挙人名簿に登録できませんの
でご注意ぐださい︒
︵選挙管理委員会︶
業者者
の登の
録申登
請 録申請
業
月22
8日8
まで日まで
２２月
市では︑昭和六十年度指名
業者の資格審査の申請を二月
二十八日困まで受け付けてい
乖ｙ︒
工事︑測量とコンサル業務︑

143 1.4 0.7 180 100

しましょう︒

︵保険年金課︶

申告のときは︑忘れずに里口

た場合はその全額刄ｙ︒確定

保険料の外︑家族の分を納め

す︒対象となるのは︑本人の

険料控除にとして控除されま

確定里翠ずる握に﹁社会保

民年金の保険料は︑所得税の

昭和五十九年中に納めた国

国民
年金
保金
険料保険料
国
民
年
所得
控除
の除
対象の
に 対象に
所
得
控

︵社会課︶

紙は社会課にありまず︒

福祉事務所襲諌へ︒申請用

申し込み⁝３月16日出までに

▼支給額・・・五万五千円以内▼

必要な費用の支出が困難な人

内に就職する人で七の就職に

高等学校を卒業し︑一ヵ月以

普通品１斤

十九年九月に黄道隼上り三一
有力豪族の墓とみｙれていま

五日串までです︒まだ︑お済

農業委員会委員選挙人名簿を

物品と役務などの供給なべ

食／々ン(スライスしたもの)

る蔵骨器な芦か出土しており︑

今回移築される３号墳は︑

覧なぞ？ハは︑本人の委任状

みでない人は︑早めに里ＩＵ

調整しましたので︑関係者は

市との取引を希望ずる業者は

糖上白1kg

しています︒

人は︑市・府民税や事業税の

︵市民税課︶

または承諾書が必要です︒

ＶＡ／ださい︒なお︑所得税の

縦覧してｙｙださい︒

申請をお忘れなぐ︒
︵管財契約課︶

就職支度金の支給
就職支度金の支給

537 ▲5.1 ▲1.8 580 498
261 1.2 1.2 278 238
日清サラダ法瓶入
1650k
キッコーマン濃口
しよう油瓶入2 I

の﹁隼上り３号墳﹂から出土
した市内初の横穴式石室戈
郡網野町の岡１号墳︑城陽市

す︒石室の移築保存は︑竹野

て調査がされていた菟道隼上
の上大谷古細赳迅などに次

京滋バイパスの建設に先がけ

移築保存することにし︑この
りの丘陵地から出土した古墳
いで府内四番目です︒

文化センターの広場の一角に

ほど復元作業に着手︒今月末
群のうちの一基で︑直径十二

産税課▼不服の申し出・・・評価

史にふれてぐださい︒

いただき︑私たちの宇治の歴

お越しのとき︑ぜひ見学して

文化センターや太陽が丘へ

に完成する予定です︒
μの円墳︒石室は︑玄室︵奥行

︵せん︶道︵奥行きＩ・八μ︑

き三・二べ幅一・五肩︶と羨

幅一
︶は
か４
らな
︑日
羨か
道が
今封
年
月り１
ら玄

固定資産課税台帳の縦覧

囚定資産課税台帳の縦ａ

市では︑里劫間中︑土曜
日も平tＥＰＪ＾り午後五時まで

申告の必要はありません︒

営け付けていまｙ︒また︑市

額などに不服のある人は︑固

出ることがで章垂ゐで︑４

定資産評価審査委員会に申し

月30日出までに文書で資産税

内各所で出張受付︵貝程は二

︵資産税課︶

さい︒

載︶を行い毒了︒ご利用くだ

月十一日号の市政だよりに掲

課へ提出しでぐださい︒

市・
府府
民税
の税
申告
市
・
民
の申告

▼期間・・・４月１日間〜20日

確定申告書名貨一署へ提出し

テレビ︑電気温風機︑ホ″

▼対象・・・この春︑中学校・

―

移築する場所は︑歴史資料
館北西の広場で︑広さは九十
平方μ︒高三μのまんじゅ
う形に土を盛り︑この中に出
土した大小約三百個の石恋几
通り並べて復元し︑歴史資料
今年は４月１日から
固定資産課民履の縦覧が
四月一日から始まり未了︒
前年中に所有権の移転︑地
目恋更︑家屋の新増築などの
あった人︑償却資産奎臍有し
てい今人は︑この機会にぜひ

農業
委委
員会
委会
員 委員
農
業
員

出︑受付時間は午前９時から

た人︑または提出する予定の

トカーペット︑オルガン︑

３３
月1
日ま
で日まで
月51
5

午後４時まで︵土・日曜日も

日までに商工観光課︵〒611

ご覧ぐださい︒なお︑代理縦

行いまず︶▼場所・：市９屏資

宇治琵琶照豊⑩−１４１︶

選挙
人人
名簿
の簿
縦覧
選
挙
名
の縦覧

ものの経験がない人︶▼募

モニターや︑これに類する

ガス炊飯器︑湯沸かし器︑

︿譲ってください﹀ベッド

行器︑ベビー用食卓なぺ

石油ストーブ︑ラック︑歩

Ｃｓ電話でも受け付け毒ｙ︒

不用品情報センター

インスタント

ワイシャツ白の長そで

it ii代

▲印は減

地域別と産業別の両方の最低質金が同時に適用され
る鳩合は, ≪が高いほうの最低賃金が適用されます．

そタヶヤミソl
M

み

小売業 3,786円 474円

集人員・・・25人▼謝礼・・・年額
七千円▼申し込み⁝はがき
に住所︑氏名︑年齢︑電話
番号︑世帯主の氏名と職業︑

各種︑げた箱．いず︑テ・︲
ブル︑冷蔵庫︑オーブント

２月28日まで

ースター︑ラジカセ︑こた

59.12.31

196 ▲4.4 ▲7.1 230 158
933 ▲5.2 ▲3.91.055 945
343 2.4 5.2 358 285
156 A3.1 ▲7.7 170 100

京都府南部地区最低賃金
3 ,509円 439円 59.10.7

卵10≪
鶏

窯業・土石製品製造業3,939円 493円

コーt

卸売業 3,916円 490円

食用油

機械・金属製品等製造 3,934円 492円
業及び自動車整備業

Ｍサイズパック入

出版･印刷･同関連産業3,849円 482円

調査や学習などに取り組み

お気軽にＯｔＳｔｔvださい︒

家族構成盈明記し︑３月９

家庭の不用な品物や︑譲

3,820円 478円
パルプ・紙・
紙加工品製造業

隼上り3号墳横穴式石室

消費生活モニター募集

市では︑昭和六十年度の

＜募集要領﹀

って欲しい品物などがあれ

ついての理解か深めてみま

420

団員を募集

団

︵中央公民館︶

せんか︒▽日程・テーマ・：

来像について学び︑郷土に

移り変わりや干拓田の未

旧巨椋池なのぐる周辺の

郷土史講座

郷土史講座

ーブ︒

ホフマン︑メリルーズドリ

マ ︲﹂ キ潤ダスティンー

︵社会教育課︶

育課︵⑩3141︶へ︒

込み・問い＜[１Ｑ＼⁝社会教

日吻まで︵先着順︶Ｖ申し

集期間・・・３月１日廓から８

など▼募集人員⁝30人▼募

春季ハイキング︑夏季合宿

発表会︑演奏会への参加︑

午後の定期練習の外︑各種

・女子▼活動・・白酒王曜日

なる︑歌に情熱夕痔つ男子

し︑４月に小学校４年隼乙

▼応募資格・・・市内に居住

期生公箔Ｕ柔ｙ︒

宇治市少年少女合唱

宇治市教育委員会では︑

宇治市少年少女合唱団第七

名作作
映画鑑
賞会画鑑賞会
名
映

父親って＾＞＾^ｃ..ｒ＾HJ:在な

んだるコ︒手さぐりで始ま

った父と子の暮らしの中か

急否￡でmiものはトト１０

中央公民館では︑名作映

題に接してみよシと︑今回

左表▽時間・：午後７時︱O5

画牽とおしていろいろな問

は外国の家庭奎題材にした

寺内91︑雲⑩4687︶へ︒

までに小倉公民館︵小倉町

芦と書いて︑２月召昌

および﹁郷土史講座受講希

所︑氏名︑年齢︑電話番号

館▽申し込み・・・はがきに住

時〜正午▽必一場⁝小倉公民

時︒ただし最終日は午前９

映画叢Ｉ望したＪ

ご家族零つって鑑賞して

ください︒

▼とき・・・３月９日出︒第

１回上映は午後３時から︑

第２回上映は午後６時から

▼ところ・：文化会館小ホー

電話または来館での申し込

ル▼申１ 込み・・・２月21日か

らお近ぐの公民館へ︒入場

︵小倉公民館︶

みも膏け付け毒ｙ︒

整理券︵無料︶をお渡しし

800人︶▼上映作

品・・・﹁クレイ了︲・クレイ

毒二先着

京都府立

▼応募資格
・：市内在住の

師

宏吊消費牛活モニターを

消費生活モニターの主な

エレクトーン︑琴︑湯沸か

つ︑もちつき機︑掃除機︑

し６︑石油ストーブ︑自転

ば︑電話次たははがきで不

車︑ベビー用品︑卓球台︑

用品情報センター︵〒611宇
治琵琶嗣宇治市役所商工

釣り具︑健康器︑スキー靴︑

郷土史講座日程表

募集し柔す︒

20〜60歳未満
の女性で︑市
内の市場や小

観光課消費牛活係豊⑩11

あんま機︑編み機︑ミシン︑

41︶へ︒

潔さん

山口

仕事は︑物価や計量などの
調査の外︑身近な問題の簡
単な研究や工場などの施設

売店︑スーパ
ーフケット

顕微鏡︑ひな人形︑タイプ

︿譲ります﹀テーブル︑べ
″ド︑たんす︑５接セ″ト︑

寿さ ん

山本

寿さ ん

山本

(臨地学習)

見学にも参加していただき
李ｙ︒

を巨接する人

3,633円 455円

この公表価格は,2月初めに実施した消費生活モニ
ター店頭価格調査に基づくものです.(商工観光課)

︵商工観光課︶

ライター︑犬小屋なぺ
スキー︑あんま機︑かや︑

木材・木製品・家具・ 3,927円 491円
装備品製造業

お買い物のめやす
消費者物価20（2月分
）

剣道具︑室内美容自転車︑

編み機︑犬小屋︑自動車用

辺*

西宇治高等 学 校 l l 諭

大和街道を歩く

3/31
(日)

巨椋池土地a良区
干拓田の未来像 事務局長

3/29
吻

京都府立

暮
ら

巨椋池

小倉公民館
運営審議会委員
小山一雄さん

3／1
小倉と
巨
(金)周椋
巨椋池

久御山町史
編さん委貝
中務佐市さん

のの

久御山と

3／8 人変
倒 々遷
のと

伏見南部と西宇冶鳥等 学 杖 教 諭
巨r≫ 池

3/15し
倒

で日常の買物

︵ただし︑今
までに公的機
関の消費牛活

繊 維 産 業
(な紗諧諧絆)

小麦粉

うち電気関係の一定 3,571円 447円
の業務に従事ずる者

17▲10.5 ▲15.0 30 13
120 4.3▲61.4 180 80
199 9.9 ▲7.9 228 155
729 ▲1.1 26.8 798 650
キャベツ中玉約Us

356 ▲1.9 ▲5.1 400 255
313 2.0 5.4 430 160
3,727円 466円

砂

3,921円 491円

うち自動車整備業

最低賃金額
効力発生
日 額 時間額 年月日
最低賃金の件名

３月１日から開席

& さけ 切り身100
g
バレイショ 男
爵loog

165 ▲0.6 ０ 185 108
237 1.3 3.0 290 230
884 5.7 ▲1.7 980 748
食料品製造業

レギュラー1 ￡現金

214 ▲3.6 ▲1.8 238 168
ティッシュ 4 0 0 枚 入 l 柏
ペーノ4− ( ク μ フ グ % ・ ス コ ッ チ ( )
サランラップ
台所用
ラップ 30cmX 20m
アルミ
ホイル 25CI11
X 8m
液体ポリ容器220CC
シャンプー 花王エッセンシャル
mi用
粉石けん 2.4kg
すき焼用
牛
肉中程度100 e

129 ▲4.4▲11.e 145 125
151 0.7 ▲3.2 168 118
ガソリン売り

円
1,250
ｌ ､ 5円
50
▲ 7％
.1

,.3S▲ 1 0％. 8
isI店頭
油
i8J配達

封前月比

価格状況
最高 及底
mi年比 m格 (JS格
平均
価格

格
規
名
品

日清小麦粉フラワー
l kg（薄力粉）
ネスカフェ黒ラベル
瓶入150 g

'?警≫
（賢? ）

講

−
アーマ

月日

このぶっに︑消費生活モ
ニターには学習を中心とし
た取ｔ組み︵月一回程度︶に
参加していただ全手﹈︒だ

ター(59年５月、工場見学会)

灯
市営茶室「対鳳庵」

京都府南部地域（京都市・亀
岡市以南）の最低賃金は、下
表で実施されています。
最低賃金が改定
京都府南部地区

文化センターに移築保存
れでも出来ることですので︑

▲工場で脱明を受ける消費生活モニ

1985年（昭和60年）２月21日発行（2）

り
よ
だ
iE5c
m
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