市の人ロ

男78，594人

京滋バイパスに伴う整備を重点に
市民心森や地域市民センターなど

を発表︒その第二弾として横

地域と笠取地域の整備計画案

緑地の保全整備を図る農業振

居地区︒西部は︑良好な生産

ユニテゴ 一設の配置を行ラ住

民館や図書館分館を主体にし

市民の森を配置することにし
ています︒

福祉重点の地域に

莵道・明星町

なってい毒了︒

土地利用計画では︑東部は

軍場を確保することにしてい

祉ゾーンの形成が特徴になっ

の建設に伴ラ課題の解消と福

この地域は︑京滋バイパス

ます︒

後背地の自然保全地区︒中央

てい未丁︒

市街化調整区域を中心に緑の

部は︑低密度住宅の誘導︑コ

さらに︑京Ｅバイパスの建
設に伴い幹線道路の建設を

ミュニティ施設の配置︑道路

工業の用地のうち大きな割合

交通流の発生に対応した周辺

ンターチェンジの設置に伴う

通る京滋バイパスの琵設やイ

五百人と想定︒地蓼集汲に

に伴う関連道路と宅地開発に

スのインターチェンジ︑側道

宅地区︒西部は︑京Ｅバイパ

ある良好な住環境の低密度住

ついては住民と行政が共に取

展望したもので︑その実現に

地域整備計画は︑邸十年を

反映

策定協議会で

住民の意見を

はじめ︑農道・工業道路を整

夕己め︑これらの将来展望を

整備︑歴史的遺産との調和の

どシずるかが主要な課題にな

対応した環境整備︑字治川畔

ミュニティ施設配置地区とし

そこｖｉｉ画案を協議するた

め︑策定協議会を設け︑住民

組むこと盈別提にしてい未了︒

の総意を反映できるものにし

公共施設の配置では︑三室

したコミュニティゾーンとし

域でも策定協議公一の発足に向

ています︒六地蔵・木幡地域︑

けて︑まもなく準備委員会の

参入ホームなどを配置︒京阪

身障害者憩いの家・児童館・

結成を主だった町内会・自治

横島町地域︑莵道・明星町地

老人憩いの家・消費者センタ

会長に呼びかけていくことに

笠取地域の策定協議会に続き︑

ー・保健センタよ刄芯た地

三室戸駅周辺は莵道稚郎子の

域市民センターを配置するこ

る地域の創出と市民的愛情が

″うるおいとやすむきのあ

しています︒

されている北東部丘陵地には

治川東岸線の都市計画街路を

皇子︒

ご理解とご協力をお願いいた

するため︑市民のみなさんの

かよいあラ地域社命を形成

建設︑京Ｅバイパスインター

道路では︑川東京大線や宇

近隣公園を配置します︒

さらに︑中規模開発が予定

とにしています︒

墓を中心にした地区公園︑心

﹃ふるさと農園や特別養護

戸寺周辺は福祉機能を重点に

ています︒

の歴史的緑地と調和のあるコ

整備奎凶ることが基本方向に

この地域は︑全市の農業・

図ることにしていまず︒

備し︑中小企業団地の形成を

六十五年に人口は一万二千

○コミュニティ核

っています︒

Ｎ４

コミュニティゾーン

市ではこのほど︑槇島町地域︑莵道・明星町地域の整備計画案をまとめま

地域に分け︑乍十年を展望Ｕ

島町地域ど莵道・明星町地域

た地域市民センター及びコミ

15ゾーン
西部ゾーン

した︒これは︑今年一月に発表した六地蔵・木幡地域︑笠取地域の整備計画

市では︑昭和六十年舎最

住みたい住んでよかった

て策定し︑﹁みどひゆたかな

の住民アンケート調査﹂を実

ｉゾーン
東部ゾーン

案に続くものです︒近く両地域とも策定協議会を結成し︑計画案を協議する
ことになっています︒地域整備計画は︑市域を十二地域に分けて︑地域ごと
に七十年を展望し策定していくもので︑残り八地域についても順次計画案を

とした磐計回を五十年に策
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まとめ︑六十年四月には完了する予定です︒

罵これを基に︑行政か計画

西部か際く各地区は︑開発

興地区としています︒

可能地があり︑適切な指導で

の整備計画案がまとまりまし

住工混合を解消した職住近接

都市﹂の実現を図っていくこ

て︑市では五十三年と五十五

の鯛つくりを目指すことにし

的に進めていまず︒地域整備

年の二回︑町内会・自治会を

ています︒

た︒これら計画の作成に当っ

今年の一月︑︒六地蔵・木幡

対象にしたアンケート調査と︑

とにしていホヂ︒

横島町東部は企業の集団化を図る生業地区（吹前市営住宅から北東部を臨む）

計画は総ふ昇回に蔵つき︑第
一次牛活圏ごとに市域か干二

市政モニターや市民四千五百

施しました︒これら市民のみ

ュニティゾーンとしての地区

公共施設の配置は︑地区公

なさんの意見・意向か計画作

公園を中央部に配置︒東部に

莵道・明星町地域の
地域整備計画案
●

人を対象に﹁地域整備のため

成の基本に位冊﹃つけて作成し

診療所︑消防出張所を︑西部

は︑民間の中小企業従事者の
横島町地域と菟道・明星町

吃ゾーン
中央ゾーン
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に解
な消
っています︒
住
槇島町

二土八百六十八万三千円︑差

万円︑歳出総額は二百十九億

二百二土︵億五千七百九十九

決算案によると︑歳入総額は

す︒昭和五土︿年度一般会計

会で審議がすすめら元ていま

か提案︒いま︑決算特別委員

会に昭和五土︿年度の決算案

市では︑市議会の九月定例

は︑この剰余金のうち二億三

て黒字決算となります︒市で

す︒これにより︑二年連続し

百四万七千円の黒字になりま

き︑実質収支額は四億五千四

七千七百二土︵万円夕差に引

設事業等に要する財源︶二億

き財源︵総合福祉センター建

より五十七年度へ繰り越すべ

の形式収支から︑事業繰越に

の黒字となり未丁︒

差一億五千五百十二万六千円

円の黒字であったので︑その

が二億九千八百九十二万一千

は︑五十五年度の実質収支額

五土︿年度単年度の収支額

度へ繰越します︒

千四百四万七千円は五十七年

ました︒また︑残りの二億二

基金に積立て︑将来にそなえ

黒字決算が得られた原因と

千万円か岳に積つき財政調整

厳しい今後の見通し

4億5千万円の黒字

しては︑歳入において︑市税収

まだまだ厳しい財政状況にあ

の経済成長率は見込みよりか

ト妬も︑五十七年度は︑国

るといえまず︒

予算額より三千万円増えたこ

市税収入も約三忿円程の減収

が見込まれ︑地方交付税も四

なり落ち込むことが予想され︑

員給与の見直しがあります︒

まるなど︑きわめて厳しい状

千尽日万円も少なぐ配分が決

と︒歳出では︑物件費の節約

一方︑財政の健全度をはか

に占める割合黎ヴるものです︒

般財源が︑経常的な一般財源

的で義務的な経費に必要な一

にしています︒

ものとするため努力すること

め︑ふ応ｙ石行財政を健全な

質の改善と強化乍宮一層進

に陥ることのないよう財政体

再び︑以前のぷ7な財政危

況にありまず︒

市の場合︑八八・二％になり︑

〇％が健全ラインですので︑

て笙したが︒七〇％から八

以前に比べると少しは改善し

うち容易に縮減できない固定

ります︒これは︑市の経費の

る指標に︑経常収支比率があ

や公債費利子の軽減努力︑職

円増えたこと︑地方交付税も

入額が予算額より一億一千万

地十
六
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整の
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計口
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︑基
延地
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の戮つけています︒土地利用計画の面からは︑都市計両用途地域指定や土地利用の現況な戸から三ゾーン
チに
ェ区
ン分
ジし
付て
近い
にま
観す
光︒
対東
策部
のは
駐︑京座バイパスの建設を契機に道路の禾整備の解消︑工場移転な戸歪業の集団化に対
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形式収支黒字となります︒こ

56年度一般会計決算見込み

引七億三千百三十万七千円か
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（昭和57年10月1日現在）

世帯数49，655世帯（前月比7世帯減）

地域整備計画案まとまる

＝槇島町、莵道・明星町地域＝

・︑ないのですか︒ま

税金はどつして
問払わなければなら

問
心︑どのぷつに使われてい
｀のですか︒
﹁税金がなかっ
答たら生肴楽にな

答
るのに﹂と思って
ぃる人は意外に多いのでは
1ｉいでしよラか︒でも本当
にそうなるのでしよフか︒
︒もし税金がなかったら
吊地方公共団体の活動は

労政課までお申し込みくださ
ことに注意しでｙｙださい︒

用する前にもつ一度︑次の

ことに注意してぐださい︒

具を便用1る場合は︑次の

石油ストーブなど暖房器

い︒

Ｏカーテン︑フスマな芦燃

えやすいものの近ぐで使
用しない︒
Ｏ器具の種類ににＩじて正し

Ｏ石油ストーブ等は︑火の

給油してはいけません︒

ついたまま移動させたり︑

歩占金融機関をご利用くだ

︵宇治市消防本部︶

入金×標準所得率﹂といラ収

さい︒︵納税課︶

い使い方をしてぐださい︒

回広場な戸示ある行政どま

入金課税方法になり康ｙ︒

つＯ︒

確かめてから便いましょ

Ｏ器具に故障がないかよく

をしましょう︒

故障がないか確かめて

暖房器具のシーズン

しい取り扱い方の再確認

トーブなどを取り出し︑使

押にＸれにあった石油ス

ｍうシふクです︒

よいよ冬の気配で暖房器具

十一月の声を聞ぐと︑い

Ｏ説明書かエみ︑器具の正

︵交通労政課︶

り未了︒ご不便をかけ康ｙが
ご協力をお願いします︒︵左図︶
▼工事による車両通行止期

︵圭ふ課︶

間：57年10月咎昴から58年
3月31日閑まで︒

このほど︑市道認定基準の

り道路︒

▽幅員4μ未満の道路でも︑

いずれも︑道路敷が市に寄

たか︒保険料を納め忘れてい

保険料は納めていただ章まし

4月から9月分の国民年金

保険料の納付

国民年金

道路内に官民境界が確定し

家へ︑作付状況についてお尋

なお︑これにともない各農

ている里道︵国有財産︶が

付されることが原則です︒く

︵市民税課︶

ご協力をお願いします︒

今月は

季￡︑万一の事故のとき障

害年金や母子年金なＩ示受け

られなくなります︒

もし︑納め忘れの保険料が

市・府民税の納期

あれば︑すぐ納めてぐださい︒

︵保険年金課︶

納期内にお忘れなく納めて

備会を叩茫乎︒

10月は︑市・府民税第3期
の納期月です︒

ください︒なお︑納付はお

出︑午後2時〜4時ｖ小倉公

910019時〜4時︑宇治市観光センターで︒
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◇

市公民館三階大会議室で︒

影会

10月

24日即．

31日回

10月

午前9時〜午後4時︑生長の家一帯で︒﹇菊花展﹈910回日由︑宇治

モデル撮

サート﹈

バレエコン

半トａ時半︑木幡中学校

すが整理券が必要︒ご希

体育館1入場は無料で

望の人は文化祭実行委員

会事務局の宇治市教育委

員会の社会教育課まで︒

保小学校体育館ｖ内容・＝運動

不足がちの婦人を対象にリズ

ト靴を持って直奨罵へお

ム運動・矯正運動など︒

憲法と人権を

越してださい︒︵市民体育課︶

考える集い

人権を考凡る集い﹂を開浙蛋

京都弁謬天守は︑﹁憲法と

対象・＝幼児︑小学燧草年の

す︒︵入場無料︶

はがきに︑﹁そこらの健康を考

える講座受講希望を明記し︑

応町︑氏れ年齢︑電話番号

会議場︵左京区岡崎︶ｖ内容

ｔ時からｖとこう・・京製届

児童を保育し

・・・2歳以上の

②﹁国鉄・教科書・そして悪法﹂

部教授の樋口陽一さん︑講演

法とほ﹂講師は塵畢ハ学法学

⁝講演①﹁日本人にとって憲

ます︒ご希望

訂正

マ市政だより十月十一日号の三面︑栄治に生きる の二段目の記事の中

︵文河広報課︶

講師は作家の井上ひさしさん︒

保健衛生課︶

︵小倉公民館︒

百円か必要︒

子どヤ人三

つ代として︑

先着順︒おや

定員は15人で

込みぐださ吟

書いてお申し

年齢︑性別を

に︑児童名︑

の人は容蒔

を書いで尖最罠館へＶ保育

ｖとき・・・11月6日出︑午後

児童か石つ親ｙ申込み＝・往復

10時Ｉ正午ｙ会場＝・小倉公民
館ｙ定員・・・35人︵先着順︶Ｖ

10時〜正午ｙところ・・・西大久

7万＝10月24日㈲︑午前

婦人体操教室

秋の市民文場励︑十月二十四日から始ま午
り後
ま1
す時
︒開
市場
民︑
の午
み後
なＬ
さ時
んもぶるってご参加ください︒

三曲演奏会

ｈ詣前11時〜午後4時︑宇治

10月24日から

俳句会
人は︑だれもがほ日童辛福に過ごし︑生きる
会こ
にと
加の
入宣
をぴ
お夕
願感
いじ
した
毒い
すと
︒鍋ってい求ふ︑日忿
々除
いく
ろ︶
いか
ろ︑
な直
災接
難市
が役
起所
こ交
っ通
ています︒タた︑交通事故は全国的に増加傾向にあり︑宇治市内でも増え続けています︒思いがけない交通災害に備えて︑宇治市交通災害共済に家族云りって加入しましょう︒障害の程度により見舞金が支給この共済制度は︑交通事故による障害の程度により最低一万円から最高百五十万円の見舞金が支
なお︑町内会や自治会など
地域の組織がない人は︑市内
の最寄りの金融機関︵郵便局

案内
南遊田橋等の

南遊田端︑第二遊田橋の工事

蹟も対象になひます︒

見巨しによｙ︑ 次のよ之逍

市道の認定基準

に着手します︒工事期間中は

市では︑伊勢田町南遊田の

工事に伴う交通規制

車両全面通行止︵終日︶とな

至京都・Ｒ4至大久保

あり︑かつ︑家屋が連なり

ねする場合がありますので︑

計算方法が変更

従来の反別課税方法から﹁収

忿除ぐ野菜︑果実類全てで︑

寂幻るのは︑水稲・普通畑

の申告から寂りります︒

農業所得の計算方法が来年

︵管即課︶

わしぐは管窪管理係ま1
いる道路︒

の周辺で不特定多数の人が

マ幅員4μ禾満の道路でも駅

通行し︑かつ︑家屋が連な
り起終点が公道に接続して
いる道路︒

農業所得の

不特定多数の人が通行して

91（ａＲ4687）

⑥

▽開発許可基準と同等の︑転

て︑七万四1円の市税負担
をしていただいた計算にな
り手︒
このぶつに市税は︑市民

︵宇治市公民館︶

子どもの健康を

考える講座

食生活をとおして︑子戸石

の健康を考えてみませんか︒

Ｖ日程＝・左表ｙ時間・・・午前

2 ％困 栄養と性格形成について京祁看護短期大学教授嶋津峯薦さん

民館ふ⁝一月31日回午前10時
〜正午ｖ木幡公民館＝・10月31
日間︑午後2時Ｉ4時ｙ上映
作品・・・﹁兎の眼﹂灰谷健次郎
原作︵中山節夫監督・カラー
作品︶︒︵公民館︶

出場者募集

市民音楽会

ａ楽か愛好する市民の交流

ｆｔ品問題研究家山崎万里さん
1 ％（ね ｆどもの免ｆｌ−と食生活

税金はなぜ払わなければならないの⁝︒

市民のみなさんから納め

要な役割か渠たしています︒

のみな令硲豊かな暮らじ

ていただいた市税の使いみ

算すると︑十四万六千円の

をするうえで欠かせない重

す︒道路や学校などの公共

ちは︑五十七年度では左グ

税金には︑知っておくと
便利なことがいろいろあり
車ｙ︒税金について日頃感
じておられる疑問やご質問
がありましたら︑市民税課

の場として︑来年二月六日間
に開ぐ︑市民音涜お出場グ
ループ公″集していまず︒
ｖ演奏内容・：コーラス︑器
楽演奏︑低温︑邦楽などｙ
対象＝市民または市内に勤務
する人で作っているグループ
や団体ｙ申込み＝・Ｕ名日圀

なお︑この音涜ぼ︑出場

までに︑宇治市公民館へ︒

ｆ）
宇治市保健衛生課八木架津醐栄養士
5 ％閑 バランスのとれた食生活とは（調理■Ｊｉｉ

割合は︒五〇・九％で百十

施設は荒れ放題となり︑ほ

ラフのぷっになっています︒

分担金・負担金

五億六千万円です︒

染病はまん延し︑火事にな

これを市民一人当りに換

っても消防自助車はやって

行政経費︵歳出額︶に対し

諸収入
｜
使用料・手数料 など

秋の市民文化祭

−ｉ−ｉｉｓし小ｉｔ公民ｒｎ
職Ｕ

6 ％困 ■ｒ−ｒ？のまとめ

市税が歳入総額に占める

蕊

火災予防
までお寄す泄さい︒
福祉の街づくり推進
公民館映画会
市では︑五十七・五十八年
度の二年間︑障害者福祉都市
の指定を受けて福祉の街つく
りに取り組んでいます︒そこ
で︑公民館では推進事業の
一環として映画会を開き専ｙ︒
お近ぐの公民館へお越しぐだ

者で実行委員会を作り︑企画
運営します︒﹈Ｈ月13日出に準

子どもの健康を考える講座・日程表

来ません︒牛孤一に困ったと

Ｏ内はパーセント

きでも福祉の

1

手は差し伸べ

市民の豊かな暮らしに
欠かせない共益費
−−−−・−・−−

られず︑社会
の秩序は乱れ︑
生活は楽にな
るどころか暗ぐ
のになってしまうでしょう︒
国や都道府県︑市町村は︑
住民が健康で快適な牛吝が
で去るよう幅広い分野にわ
たって活動をしています︒
これらに必要な費用は︑
その襲翠吸成している私
たちみんなが︑分担し出し
合っていかなければなりま

の7（ｎＲ8290）
○宇治市小倉公民館…小倉町寺内

ｙ宇治市公民館・＝10丹30日

さい︒︵入場無料︶

宇治市保健衛生課斉葎洋−ｒ−保健婦

3 ％閑 子どもの肥満

○宇治市公民館・・・宇治里尻71の9
｛ａＲ2804）
○宇治市木幡公民館…木幡内畑34

えて
せん︒これが税金です︒

ｆ・どむの兄址は階に心じた身体の使い万
京祁4：教短期人学教授平井新司5ん

4 ％出

予定講師

テーマ

とき

公民館のおしらせ

南遊田橋・第2遊田橋
交通規制個所の略図
昭和57年度一般会計当初予算案

不意の事故に備
交通災害
共
済

税の質問箱
汽て中断されてしまいま

市税の
使途
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