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５カ年計画や流量増へ
まずは橘島の護岸1事
宇治川・中ノ島︵塔ノ島と橘島︶の護岸工事が始まって
います︒これは宇治橋付近で毎秒千五百ｊの最高流量を確

げ︑計約千平方μ増やす工事

ラオケ騒音への苦情が寄せら

表しました︒いぜんとしてカ

治市公害調査結果報告書を発

ケ騒音に対しては︑宇治響察

となっています︒また︑カラオ

汚染十一件︵一九・六％︶など

臭土ハ件︵二八・六％︶︑大気

四・六％︶と多く︑ついで悪

かには五〇ＰＰＭを超えるも

Ｅ類型︶一〇ＰＰＭ夕超え︑な

市では先月︑五土︿年度宇

れるとともに︑市内二十五の

署との合同夜間パトロールな

ＢＯＤ値は平均二・一〒二・

についでは全で環境基準以下︒

宇治川の水質は︑有害物質

音の環境基準﹂の達戌状況は

調べましたが︑﹁道路交通騒

線な芦至要十二路線について

道宇治淀線や市道小倉久御山

三分の二近ぐが未達成でした︒

率は昼間一〇〇％︑塑ハ○％︑

比べで良好な水質を維持しで

夕九二％︑夜間八三％という

値﹂と比べた場合︑その翌−

また一方︑十一の中・小河川

状況︒一方振動についても全

しぶし︑﹁自動車騒音の限度

では︑全体的に汚濁は横ばい

路線とも﹁道路交通振動の限

いますが︑環境基準︵河川Ａ

もしぐはやや回復の状況︒し

建設省と京都府に提出︒意見

度値﹂以下でした︒

書は︑本市がめ Ｗｈ 快適で

はＢＯＤ値の環境基準︵河川

宇治橋の新設などについて諮

都市 は︑治水の裏付けなく

やす回とゆとりのある住宅

おり︑改修工事か于すめてい

水舎里に置いて構成されて

く上で尊重されることになっ

してありぇないことから︑治

り︑この答申書と市民のみな

てい康司

調和を保つ改修にすべきであ

さんの意見を反映して作成し

意見書﹂を五十三年十一月に

た﹁宇治川改修計画に対する

るなどを内容とした答申があ

治水と景観保全︑河川利用の

その結果︑五十二年三月︑

問しました︒

かし︑二十五の支川・水路で

類型︶か達成しでいません︒

六ＰＰＭと中・小河川などに

道路交通騒音・振動では府

騒音・振動

レベル︒

いては︑ほぼ前年度と同様の

リン︑窒素︑ＡＢＳなどにつ

放つなど汚濁が進んでいます︒

企業の排水が滞留し︑悪臭を

のもあり︑生活雑排水や零細

支川・水路などの汚濁がすす

どによって規制の強化を図っ
ているもののまだ条例の遵守

む状況が明らかになりました︒

が徹底されていません︒

大気汚染

意報の発令状況は二回と前年

観客既し︑長い歴史を育ん

水質汚濁

公害苦情
五土︵年度の公害苦情は五

年度から宇治小学校︵東宇治

土ハ件と前年度の九十四件に

測定局︶でも測定が始まり︑

保し治水対策をすすめる宇治川改修の一環として行われて

月にカラオケ騒音規制か忿一り

環境への監視体制が強化され

宇治保健所に加えて五土八

込んだ京都府公害防止条例が

ました︒宇治市の大気汚染の

比べ減少︒これは五十五年二

飲食店の事業主などの深夜に

一部改正されたことにより︑

おり︑三月二十日までに完成︒中ノ島全体の改修工事は五
十七年から五ヵ年計画ですすめられ︑完成時には現在より
少し細長い島になります︒

炭素︑二酸化窒素については

状況は︑一酸化炭素︑二酸化
る意識が高まったためと考又

環境基答金成していますが︑

騒音を出さないぶつに自粛す

川と派川︵塔ノ川︶の護岸︑河

られます︒

すすめβれており︑宇治川本

高流量を現在の毎秒九百球

床の整備などが行われます︒

改修工事は宇治橋付近の最

伴う府立宇治公園一中ノ島の
ら千五百丿にするため︑昭和

建設省の宇治川改修計画に

改修工事が本格的に始まりま

度より一回減︒

できた宇治川の姿を維持する

光化学オキシダントは達成す
現在すすめられている護岸

川付近の右岸の引き堤の築造

しかし︑苦情件数の中で半

五十七年度から五ヵ年計画で

▲宇治川派川（塔ノ川）の水を止めて護岸工事が始まった橘島付近

した︒

音に関するもの二十五件︵四

音への苦情︵土ハ件︶な芦騒

や︑堤防護岸の強化などが計

るに至ってません︒しかし注
た釦″橋の延長工事に続くも

埋め毒ｙ︒このため︑中ノ島

数近ぐ占めるのがカラオケ騒

ので︑橘島の派川側二百μの

全体は流れに沿って直線に近

工事は︑五土八年度に完成し

で︑工費は約七千万円︒三月

間を現状より二μから八μ広

二十日までに完了ずる予定に

ことが課題でもありました︒

にすれば治水と景観の調和が

そこで︑具体的にどのぷっ

画されています︒

μの広さとなりまず︒

平方μ減の一万四千二百平方

い形となり︑現在より約二百
同公園は市民の憩いの場で
もあり︑また多くの観光客が

とれるのか夕審議するため︑

を設置︒①改修計回と景観と

このほか︑派川にあるいぜ

の調和②宇治橋の保存③第二

訪ずれるところから︑周辺の

き奮日五十む下流に移し︑広

河川改修計画の中でも︑中

市では四十八年十月︑﹁宇治
自然景観にマッチするぷっに︑

くするとともに︑アユなどの

ノ島付近の改修では美しい景

かっている喜撰橋と橘橋も架

橋付近景観保全対策協議戸
擬木コンクリートや自然石を

魚が上れるぷつに高さ五十な

景観を調和

治水と

なっています︒

56年度宇治市公害調査結果

多く利用するなど配慮されて

け替えます︒総工事費は約十

なっています︒また派川に架
本川側約六士八百平方μを削

四億円が見込去？います︒

几例皿

中・小河川の水質やや回復
の階段上のものにすることに

／

います︒

るとともに塔ノ島の北部分な

95ＤｍづｑＨｍ

五十八年度以降は︑橘島の

芦米川側約五千四百平方μを

丿の流量が必要であるところ
から天ヶ瀬ダム下流から桂川
と木津川の合流点までの約十
六Ｊむの間で改修工事が行わ

本市では︑いま行われてい

れるものです︒

る中ノ島付近のほか︑河床の
掘削や山科川合流点付近の左
右岸︑隠元橋付近の右岸︑戦

中ノ島付近改修計画図

天ヶ瀬ダムの下流16キロを整備
宇治川改修計画は淀川改修
計回の一環として策定されて
い車ｙ︒これは︑南郷洗いぜ
1ｔｉＳ：−Ｓｉ宇治橋までの流域に︑
二日間で二百七十一7の豪雨
が降った場合︑天ヶ瀬ダムと
男
賀県︶で洪水調節しても︑な
お宇治僑付近では仮
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編集文書広報課

（昭和58年2月1日現在）

● 毎 ｌ ｌ 1 日 ・ Ｕ 日・2ｉｎ発行

宇治川改修はじまる

カラオケ騒音苦情も16件

訪問販売
宇治市内でも︑強引︑巧みな手口で商品をだまされて買わされた

以内であれば無条件で契約解
粧品︑避妊具︑ミシンなど︒

多い順には︑寝具︑図書︑化

訪問販売される主な商品で

薩か酒きる︒クーリングオフ
ほかに︑建物付属品や自動販

便でお願いします」といって出す

何月何日に、どういう内容の文書

と、1通は相手、もう1通は郵便

を、だれからだれに出したかを郵

局に保管、残り1通は差出人が保

政省が証明してくれるもの。

管することになります。

が三四・六％ありました︒

制芦が︑法律で定められて
売機︑印鑑︑ジーラシステム

そして訪問販売の握同日

いるのを知ってるかについて
な芦石ありました︒

方が最も確実です。これは、何年

でした︒

聞いたところ︑知っている人
が六四・五％で︑知らない人

具店で市販されています。
行20字以内、用紙ｌ枚に26行以内

という被害が増えており︑市役所商工観光課にもこれらの相談が多

なお、内容証明用の用紙は、文
用紙は何でもよいのですが、1

話を聞くだけなら⁝

ト商法

と安易な気持から

正する時は訂正印を押さなければ
申し込みの撤回や解約する場合

くあります︒聞いてみると︑消費者は契約の内容がどんなものか分
かっていなかったりするケースが多いようです︒一方︑セールスマ
ンの方も巧妙な手口を工夫して売り込んで来ます︒そこで︑こうし
た訪問販売などの被害を防止するため︑あらかじめ代表的なセール
スの手口をご紹介しますので︑市民のみなさんに役立てていただき

クーリングオフでの

内容証明郵便の書き

の書面ははがきでもよいのですが、 なりません。

方

を・残すため、内容証明郵便にした す。郵便局の窓口に「内容証明郵
文書は同じものを3通作成しま

となっています。誤字や脱字を訂

▼例文

申し込みの撤回︵契約の解除︶について

私は︑昭和五十八年○月○○日︑貴社セー

ルスマン○○○○氏の訪問を受け︑自宅にお

いて○○○○の購入を申し込みました︒しか

し︑右の申し込みを撤回︵契約を解除︶いた

します︒

なお︑セールスマンが置いていった商品は

お引き取りいただき︑支払済のＯＯＯ円を返

昭和五十八年○月○○日

金してくださるふつにお頼いいたします︒

契約をした時には︑取引条件

を明らかにした書面か清費者

います︒販売業者の名称︑住

に交付することか義珂つけて

所︑商品の価格︑代金の支払

い方法︑無条件解約のクーリ

ングオフ制度の手順など︑後

日のトラブルをさけるために

必要です︒

できるだけ早く

ご相談を

訪問販売では︑セールスマ
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受けた人のうち三五・七§が

不満やトラブルの主なもの

不満やトラプルタ経験︒

商法 とい之石方がほとん

ので印鑑やつぼに多く見られ

かく話盈聞いて﹂といわれ喫

行ける方法があります︒とも

けてみると﹁海外旅行に安く

かったら︑お母さんに印を押

テストをやらせ︑﹁勉強した

してもらいなさい﹂といって

祖先や水子の供養が足りな

向いた先で四時間も五時間も

持ちに付け入るものです︒出

芦外装商品の設置販売として

ス︑ベランダ︑カーポートな

亘本工事商法 は︑テラ

相手方に意λ

アポイン

会の資料から︶

どです︒用件不明で︑ただ﹁電

話之ぐださい﹂と書いたはが

開運商法

る売り方です︒手相か見たり

茶店など蛮Ｅをしているうち

きが淮ます︒そこで電話をか

た﹂﹁しつこい︑強引︑むぴ

姓名判断をしたり︑霊界の話

︒開運商法 と呼ばれるも

やり﹂﹁長時間話しこむ﹂﹁ア

をしたあと︑﹁現在の災いを

商法

子戸石に申込書夕痔って帰ら
せる業者もあり康ｙ︒

いため家族に訪れる不幸を防

ねぱら元て︑契約書に署名し

行われ康ｙ︒
﹁キャンペーン中だから安

ｔＪＶ−ｖれれば半額にする﹂と

ミミ＝ミミミミｌ

−−−一二・−−−■−−−・

安くする﹂というこ−ＶＷｉ︶≪Ｓｉ
求ふ︑まず撮りにくること

ぽ殴厖漂﹂

はありません︒

サードビジネスや内職に︑
﹁もシかりまっせ﹂﹁有利な
お仕事でｙ﹂とのふれこみで
自動販売機など夕売りっける
ものがあり未了︒
﹁お宅は道路に面してぃる
のでょく売れる﹂﹁置かして
くれさ兄すればいい﹂と言っ
て契約奮手め毒了︒サイド
ビジネスにと思って購入した
ところ︑案に相違して売れず
月賦代金と電気料金の負担に

口

泣く例が多いのです︒

その他の手
他にも︑消防署や郵便局︑
保健所な照尽一的機関からの訪
問βレよそおって︑商品を
売りっけるものもあります︒
制服らしいものか醤ているの

息もつがせないぷつに上手
にしゃべるのです︒気がつ
いた登塁・辰材の話で︑断
わろラと思ったのですが︑
断わりにくい状況になりま
した︒

でだまされたといシグ1スが

多いぷコです︒

同うかつに署名︑押印をしないこと屈販芦が
し適
た用
日さ
夕れ
含る
め商
四品
日は
以恩
内吸
な入
らす
無る商品四十三種目︵政令で指定︶です︒生鮮

は解約することができると定

関即金払いをしないこと︒訪販芦で規定され
条て
件い
でる
申ク
しー
込リ
みン
のグ
撤オ
回フ
︑制
ま度
た︵無条件解約︶は商品か受け取り︑現金で一

めてい康ｙ︒この制度は消費

手口は多種多様です︒だから︑

はすべて夕紹介できないほど

このぷつに︒訪問販売など

おり︑すべてのものが解約で

れる商品は政令で指定されて

ありません︒さらに︑適用さ

合までも適用されるものでは

った場合︑使用や消耗した場

する義務は全くありません︒

者が冷静になって考え直す期

間を与λるもので︑﹁クーリ

申し込み撤回や解約する場

ングオフ制度﹂と呼ばれ求ｙ︒

合は︑日曜日や祝日も含めて

四日以内に︑必ず書面で販売

業者に通知を弓汐Ａぱ効力

が生じます︒そうすると︑業

者は申込金夕返還しなければ

ならず︑商品がすでに消費者

者が引き取る義務奮貝うこと

に引き渡されている握ほ業

し妬し︑このクーリングオ

になります︒

私たち消費者の側で︑悪質な

フ制度も︑全額奮裂恐支払

訪問販売に引っかからないよ

◇

きるわけではないのです︒

もし︑あなたが訪問販売で

困っていましたら︑少しでも

早く市役所商工観光課消費生

相談ください︒相談はいつで

活係︵消費生活相談室︶へご

とですから︑ながながと説明

ます︒

相談員による相談も舜けてい

第二︑第四水曜日には専門の

も受け付けていますが︑毎月

ｍいたり︑まして買ったり

業者の都合で来ただけのこ

断わること

はじめからきっぱり

Ⅲ購入憲志のない時は

チェックポイント

なっていまず︒

うな姿勢忿持つことも大切に

4日以内に文書で

は︑﹁市販よ旦旧一段が高かっ

ンケートに答えてと︑言葉巧

に︑契約をさせられてＬ笑い

校門の近ぐで児童に簡単な

みに勧誘する﹂﹃セールスマ

除き︑運を開くには印鑑を作

季﹈︒

ンの言葉と購入時の約束がち

ぴ替えるとよい﹂なμと言っ

がう﹄﹁子ともがほしがるよ

この手口の特徴は︑話ｍ

前などに︑学習用品の売込み

ぎ︑幸せになるためとの話を

なければ帰れない状況になっ

て契約させるものです︒

に来られるとついその気にな

聞かせまず︒お年寄りなどが

う︑子戸石に勧める﹂﹁就学

ってしまう﹂﹁化粧品による

本当に信じてしまう例が少な

くだけなら・：という安易な気

しみ︒肌あれ﹂﹁購入後あま

見本工事

り必要でないと思った﹂など

−−

−
−
一・

・一

一−

−■

−−

−−

−・

・・

−−

−−

−−

■−

−−

知っておこう巧みな手口
ト商法
でしまいます︒

母親テス

くする﹂﹁お宅の場所は目立

指導要領町などの言葉夕便っ

いうのが︑セールスマンのよ

つので︑見本工事としてやら

て︑教育ママ奮必せらせ小・

く使う手です︒また︑﹁あと

祓育委員戸や丈部省

中学生などの学習教材忿欧売
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車リヤカー学習機

器，百科事典、超音波

＜ゆずってください＞
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習機、子ども用自転車．
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まい契約させＧれました︒
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クーリングォフ期間が過
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たぷつです﹂など︒

査を行ってい孝ます︒

単価の違う店が﹂

調査の中で聞かれた︑市民

よれば︑灯油販売の競争が激

芦莉益を少なくしても安くし

しいので原価は変らないけれ

ないと売れない︑とのことで

57年度灯油価格
︵18ｊ当り︶

め︑今後も生活に密着した調

1予う値下がりしました︒値
下がりの原因には︑天候や為

す︒その結果は表のとおりで︑

替相場︑生産国側の事情など

店頭売り価格も宅配価格も少

灯油価格の調査

暖冬で

今年になっで一時冷え込ん

のほかに︑消費者が暖房につ

需要が落ち込む

だ時期もありましたが︑昨年
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さに﹁一つだけ買い未了﹂

たで続けに書類を出して必

と言ったのが油断でした︒
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需要増大しなかったことも見

油のだぷつきがあり︑値下げ
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約してしまったぷつです︒

の要素を持っでいました︒昨

要は相当に落ち込んでいるよ

だけでは効果がない・・・﹂と

年十一月下旬には円安回復の

逃せません︒
られるけれど︑私μ石は素

中で石油業界が第三次値上げ

のみなさんのＪｒをご紹介

うです︒さらに︑世界的に原

を押さないことが大事です

人ですから⁝︒簡単に印鑑

を撤回︒今年になっでからは︑

売る人は商売でやってお

だからと思ったが︑あとで

し︑ちょっとのつもりで開

ＯＰＥＣはじの石油生産国の

契約させられました︒月賦

よく考えでみる支回十二

く耳か痔ったらずるずると

しましょう︒﹁小売店の話に

﹁客によって

万円になるものでした︒

引きずり込次れると思いま

生産枠についでの足並みがそ

後日︑市に相談するなど

もないのにセールスマンを

しで解約1笙した︒必要

した︒

ろわず︑原油の値下げを実施

こフした中で︑市では今年

した﹂﹁円高で暖冬なのに︑価

する様子です︒

度も三回の灯油価格調査倉竹

格が上がっている店がありま

1，783

どの省資源の問題 ｍｍ

空かん・ビンのリサイクルな

ばない不当な販売などの契約

故など︑生活のすべての分野

問題︑クリーニングによる事

ニターを多くの人に経験して

消費生活モニターの方には学

こうした消費者問題の中で︑

市では︑五十八年度の宇治

習を中心として事業に取り組

にわたっています︒
二百万円までを年利五・五

いただきながら︑様々な事業

んでいただき未了︒消費生活

市消費生活モニタ1ふ春集し

に少しでも関心のある女性な

％の返済期間五年以内で︑

ところで︑今では消費者を

か行って去歪した︒

とりまく問題は多種多様な状

消費牛居モニター︱の仕事は

月一回ぐらい集っでいただい

億円までを年利六・五りの
返済期間十年以内で貸し付

ぜひご応募ぐださい︒

らどなたでもでき未ｆｙので︑

この消費生活モニター制度

パーマーケ″トタ莉用して

市内の市場や小売店︑スー

電話でも受け付けています︒

⑩3141番︶へ︒なお︑

番地︒市役所商工観光課︵昔

3月10日までに宇治琵琶33

職業︑家族構成を記入し︒

電話番号︑世帯主の氏名と

はがきに住所︑氏名︑年齢︑

▽申し込み・：希望される人は

▽謝礼⁝年額七千円︒

▽募集人員・：25人︒

経験のない人︒

況です︒食品添加物忿賢島

などの調査か仔っでいただぐ

▽応募資格・・・次の条件に該当

応募要領

とする商品の安全性の問題︑

外︑グループ別に身近なとこ

で︑各方面の専門家による学

また︑住宅金融公庫では

ろで関心を持った問題につい

習会への参加や︑計量︑試買

住宅の建築にあわせ断熱工

で︑自由に調査・研究に取り

けされまｙ︒くわＬｙ︑は取

事や︑太陽熱温水器などの

する人︒

・市内に住んでいる20〜60歳

の女性︒

は昭和四十八年にスタート︒

いる人︒

1，755

家の中に入れないこ♀

省エネルギーは︑単純に﹁エネルギーをむだに使わない﹂

の小売店とガソリンスタンド︑

うβしい店があるそうです﹂

すよ﹂﹁お客によって単価の違

いました︒米穀店や酒店など

っと上手に︑効率的に使う﹂と考えるべきでしょう︒家庭で

市内の灯油販売店を対象に︑

ということでなく︑﹁快適な暮らしのためにエネルギーをも

のエネルギーの消費量は︑気温・日照などの自然条件や住居

﹁暖冬で使用量が少なくなり

1，800
1，795

1．818

1，75（
1，765
1．727
まず︒

学習や調査活動を

集
消費生活モニターを募

取りか電話で調査したもので

消費生活モニターが直接聞き

の形式︒生活様式や家族数︑電気製品の種類と数などによっ

省エネルギーの努力が必要になります︒

社団法人ソーフ ︲︒システ

りますのでご紹介し示す︒

て大きく変化します︒だから︑各家庭での暮らし方の工夫や

住まいの工夫

ーラーシステム普及促進融

1，700

1．80Ｏ
1，813

1，630

1，800
1．778

1，820
1，845

1，750

1，650

1，700
1．800

1．660

最多販売値 1．800
小売店平均 1，780
スタンド平均1，771

最安値

宅配価格（円）
り扱い金融機関へ︒

設備工事に対して割り増し

組んでいただ章季ｙ︒また︑

みんなで楽しぐ工場や流通機

構などの施設見学会にも出か

消費者である市民のみなさん

活モニターやこれに類する

・今までに公的機関の消費生

・日常の買物を直接する人で︑

聚守るとともに︑かしこい消

け手︒

制度があり未了︒くわしぐ

費者になっでいただこうとモ

企業者向け融資の中にも省

は京都府宇治地方振興局商

エネルギー対策低利子融資

工課へ︒

その他に︑京都府の中小

せぐださい︒

融資舎汀っています︒取り
現在︑住宅や事業所などの省エネルギー設備の設ｍ工事に対する融資制度があ
扱い金融機関でお問監Ｂ
省エネ設備に融資
工夫しましょう︒

平均値
鮫高値

57．11．205 7．12．155 8．1．2057．11．205 7．12．155 8．1．20
1，791
1，765
1，745
1，830
1，815
1，775
1，850
1，850
1，900
1，900
1，850
1，850

調査日

店頭価格（円）

へ
事業所用は三十万円以壬

資︒住宅用は三十万円から

ム振興協会の行っているソ

スにすると︑暖房費では六

断熱材掌八れ窓を二重ガラ

外壁・床に厚三○惣μの

なります︒たとえば︑天井・

と近づくため1境がよく

どの表面温度が室内の気温

断熱材牽八れると︑壁な

とが多くなっていホチ︒

最近では︑住宅に断熱材

省エネルギー

忿大井や壁︑床に入れるこ

くらしの知恵

暮らしの情報

機、焼き肉コンロ、自転車（重量用、スポー

せは市役所商工観光課︵宇治

トーン、ポーク・サウンド、ドラムセット、

生かそう不用品を

俐のたんす，応接セット、机といす、本ｎｉ、

られているところです。一方、消費者の側が権利について自党を深

品物の取引方法
光一不言
二段ベッド、テニスラ

情報センターは今月末まで

ステレオ（アンプとチューナー）、マッサージ

琵琶三三番地︑公⑩3141

来庁して︒

キサー、換気扇．ジューサー、冷蔵庫、電気

あなたの家庭にも︑使われ日までとなっています︒この

＜ゆずります＞

番︶へ電話︑はがき︑または

ｔーブン、掃除機、ラジオ、テレビ、エレク

ていない品物がありませんか︑機会にご活用ください︒
−市では︑米男回報セン不用・男迦武され今人も︑
ター″か設けていますが︑こ希望される人も登録していた

不用品情報センター

七％︑冷房費では三五％︵資
料は建設省住宅局︶の節約

動かない空11＾はよい断熱

になります︒

材になります︒一般に建築
用の断熱材も空気を多量に
含む材質です︒だから︑冷
気・熱気の侵入口である窓
には︑二重ガラスやカーテ
ンか莉用するとよいのです︒
カーテンは窓との間の空気
ができるだけ動かないぷつ
に取昨︷付け︑部Ｍの保温に

157

Ｊ§？ｔ
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行器、ベッド、幼児食

Ｘ萍岫臨
1
もちつき器英会か

の制度欠﹁年度は二月二十八だ孝季ｙ︒登録やお問い合わ

登録中の品物

税の質問箱

2月28日から3月13日

火の推進︒

これらの目標を達成するた

ｎ山林火災予防対策の強化︒

め︑避難困難者宅などを訪問
し︑防火指導するとともに︑
各事業所での避難訓練︑消防
計画などの再点検︒山林火災
や通園バス火災防御訓練の他︑
﹁上級防火管理者研究今な

﹁春の火災予防運動﹂が︑
二月二十八日から三月十三日

また︑三月五日︑︒ニチイ大

どを実施します︒

久保店で﹁燃えない工夫展﹂

市・府民税の申告は︑三月
十五日までです︒まだ︑お済
みでない人は︑お早めに申告
してぐださい︒
市役所では︑申告期間中︑
土曜日も平日どおり午後五時
まで受け付けています︒また︑
市内各所で出張受付もします
のでご利用ください︒
なお︑所得税の確定申告書
か税務署へ提出された人は︑
事業税や市・府民税の申告の

市販の履歴書に記入のうえ2

必要はありません︒

月24日までに社会教育課まで︒

吊民税課︶

を莉用していない人▼利用期

︵社会教育課︶

間・・・4月1日〜60年3月15日
までの約2年間▼利用料・・・無
料▼申し込み・：2月28日まで

早期療育教室
ぼ害者福祉都市推進事芦

に必ず本人が印鑑を持って福

の一つとして講演会を開催︒

など家屋の取得日を明らか

②請負契約書か売買契約書

▼ローン控除の場合・・・①金

本③譲渡者の住諾否写し

1時半〜4時▼ところ・：保健

で農業委員会委員選挙人名簿

昭和五十八年一月一日現在

さん▼受講希望者は直接会場

市民病院理学療法士・砂川勇

師⁝ボイタ法についてＩ大津

医療センター2階▼内容と講

を調製しましたので︑関係者

春の料理教室

へ︒︵保健衛生課︶

﹁ひな祭りの料理﹂
▼とき・：3月1日㈹︑午後

られた場合︑該当する選挙人

れ︑または誤りがあると認め

のです︒選挙人名回診にも

名簿とするために行われるも

もれを予防し︑正確な選挙人

し込み⁝材料費を添えて申し

▼定員⁝36人︵先着順︶▼申

だし︑材料費千二百円か必要

智子さん▼受講料・：無料︑た

句料理＝料理研究家・星野美

ひな祭りにちなんで手軽な節

セツルメント▼内容と講師・・・

1時から▼ところ・：宇治労働

は縦覧期間中に文書で選挙管

この縦覧は︑選挙人の登録

す︶▼縦覧場所・：宇治市役所

後5時︵土・日曜日も行いま

3月9日困︑午前8回Ｔ午

▼縦覧期間・・・2月23日困〜

は縦覧してぐださい︒

選挙人名簿の縦覧

▼とき⁝3月2日困︑午後

祉事務所福祉課まで︒応募多

票の写し②冥

融機関な芦召宛行する﹁融

④家屋の固定資産評価証明

農業委員会委員

数の場合は抽せん︒︵福祉課︶

本︒

資額の償繋朧等証明書﹂
その他の要件が必要です︒

理委員会に異議を申し出るこ

孚治労働セツルメント︶

込みを︑電話申し込みは不可︒

健康ランニング
三月十三日㈲に太陽が丘で
ぶんなで走うっ健康ランニ

般︑高齢煮9ｊ＝中学男︑

の部⁝の10〜＝高校男女︑一
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西岡屋会館

︵市民体育課︶

二月は︑固定資産税の第四

固定資産税の納期

今月は

靴をご持参ください︒

場へ︑婦人体操参加者は︑上

参加希望者は︑当日直接会

治小学校＝ゲートボール︒

10時〜正午▼ところと内容⁝
三室戸小学校＝婦人体操︑宇

▼とき⁝2月27日間︑午前

スポーツひろば

に︒︵市民体育課︶

⑩1313︶へ3月5日まで

運動公園︵広野町八軒谷︑豊

者名夕明記し︑府立山城総合

希号︑駅伝はチーム名と代表

別︑職業︵学校︑学年︶︒電話

種目︑住所︑氏名︑年齢︑性

申し込み・・・はがきに出場日︑

百円︑駅伝チーム千五百円▼

高校生四百円︑一般と親子五

円︑中学生と60歳以上三百円︑

子13Ｊ▼参加料＝・小学生二百

レーレース︵3Ｊ︶⁝親17♂︑

男︑大学男は不可︶▼親子リ

子の部とする︒︵小学生︑高校

女の部に分け︑男女混成は男

区間でＩチーム叉編成︒男︒

3Ｊ︑2べ3べ＜Ｃｎの5

小学男女▼駅伝の部・：6べ

校女︑一般︑高齢石叩ｊ＝

西大久（≪集会所 大久保町旦掠28（大久保保ｔ所西）

納期限までにお忘れなく︑

期分の納期月です︒

ださい︒︵納税課︶

宇治市

女子▼団活動⁝毎週土曜日

る︑歌に情熱か痔つ男子・

少年少女合唱団員を募集

宇治市教育委員会では︑

午後の定期絞習の他︑各種

ど▼募集人口

季ハイキング︑夏突Ｅ宿な

発表︑演奏会への参加︑呑

宇治市少年少女合唱団第五

▼応募資格・：市内に居住

期生を募集し果ｙ︒

し︑4月に4︑5年生とな

期間⁝3月1

・：40人▼募集

日から15日ま

で︵定員にな

り次第締切︶

▼申し込み・

問い合わせ⁝

︵ａ⑩314

社会教育課

1︶へ︒

︵商工観光課︶

4時まで︵土・日曜日も平

〜20日間︑午前9時〜午後

▼縦覧期間・・・3月1日㈹

ます︒

礎となる固定資産の価格な

は︑3月31日までに文︷で

評価額などに不服のある人

資産税課▼不服の申し出⁝

土地の地目変史や家Ｍの

日通りです︶▼縦覧場所・：

新・増築などをされた人︑

申し出でください︒▼注意

囚定資産評価審査委員会に

どを記載した課税台帳を見

土地や家Ｍ償却資産を所有

では︑登記地目に関係なく

︵資か税次︶

または︑承諾書が必要です︒

れる場合は︑本人の委任状︑

・・・所有古以外の人が縦覧さ

現況による評価となっでい

なお︑土地の評価につい

ぜひご覧ぐださい︒

されでいる人はこの機会に

でいただける制度です︒

す︒この縦覧は︑課税の基

産課税台帳の縦覧を行いま

昭和五十八年度の固定資

3月1日から20日まで

固定資産課税台帳の縦覧

五十円︒

30日︵夏季も開席︶▼料金⁝抹茶
または前茶︵生菓子付︶一服三百

▼開席期間⁝3月1日から11⁚月

度お立寄りください︒

市観光センターとともに︑ぜひ一

一日から開席します︒隣接の宇治

ます市営茶室対鳳夕が︑三月

こうと宇治川堤沿いに設置してい

本場の宇治茶々祓わっていただ

︵社会教育課︶

昨年の定期演奏会

五ヶ庄寺界這69−ｉ（岡屋小学校印

叩

最寄りの金融機関へお納めく

3月1日から開席

広野町西裏94−1（大久保百番街横）

とができます︒この期間かす
ぎますと︑申し出があっても︑
選挙人名簿に登録することが

︵選挙管理委員合

できませんのでご注意くださ
ＸＯ
レ

干名▼勤務時間・：3月25日〜

高校男女︑一般︑高齢煮官

▼ジョギングーランニング

ング大戸が開かれます︒

31日と4月4日︑5日の8日

Ｊ＝小学男女︑中学男女︑高

▼対象：大学生▼人数・：若

育成学級アルバイト

間で日曜を除く毎日午前9時

市営茶室゛対鳳庵″

大久保町北ノ山107
團
2，・24
旦椋公会堂

し、＆叫呻戸以行は

＿

ｌｌＯ叫〜止午、ｒ後ｎ時−−ｉ時11こ．

目ｉ

，川

■ｉｆ・ＩＩＩ．

五ャ庄芝東28−2

228 東宇治消防分署

ｓ池52−3
小倉町ｉｔ
西小＆集会所

小倉町呻楽田25（三津富ビル）

太陽神戸銀行宇治支店

（旬

伊勢田町毛語Ｏ−1

（心 伊勢田公民分館
2，23広野公民分館
〜午後5時まで▼申し込み・：

哨

まで︑全国一斉に始まります

生しやすい時期にあたり︑火

利用者の募集

老人園芸ひろば

▼ところと区画数⁝西宇治

市・府民税の出張受付日程表

ふｍ区画︑中宇治老人園芸ひ

考人園芸ひろば︵広野町成田︶

小倉町寺内ｍ巨．神社横）
2／21小倉公民館
（！！）
京ｆ5ｆＳ行六地蔵支店
六地蔵町並39
2，22木幡公民館
木幡内Ｍ34（松下電子部品南）

ろば︵横島町外︶＝43区画︵い
ずれも1区画が10平方μで1
世帯につきＬ区画︶▼応募資
格・：①宇治市に住民登録があ
って4月1日現在で満60歳以
上の人②他の老人園芸ひろば

書⑤既存住宅証明書︵これ
があれば②③④はいらない︶
⑥売買契約書など︵または

八百万円以下のと4呈事

▼中古住宅の場合⁝①住民

その写し︶⑦賃貸借契約書

完了日または購入日から六

票の写し②家屋の登記簿謄

︵方ぼその写し︶

なお︑中古住宅の場合は

▼ローン控除⁝①民間金融

し︶︒

吊民税課︶

務署︵容⑩4141︶まで︒

くゎしいことは︑宇治税

にする書類︵またはその写

住宅を新築や購入すると
控除が受けられる
機関か諮誹期間か十年以
上の借入金か受けていると
点草間の返済金額が三十
万円を超えているとき︒

控除を受ける場合には次

︿必要な添付書類﹀

の添付書類が必要です︒
▼新築住宅の場合⁝①住民

225

開公民分館
関町44
5Ｓヶ丘公民分館 撲島町南落を56−20
六地蔵公会堂
六地蔵奈良町35−10
困

この運動は︑春が火災の発

災予防の意識のより一層の普
を開催しますのでぜひお越し

︵消防本部︶

ください︒

きます︒︵企画課︶

住民のみなさんは︑傍聴で

集会所︒

7時半から▼ところ・・・三室戸

▼とき・：2月22日脚︑午後

整備計画策定協議会

菟道・明星町地域

案内

及と︑火災の発生を防止し︑
焼死事故や︑財産の損失を防
ぐことを目的にしています︒
特に︑前半の七日間は車両火︒
災︑林野火災の防止に重点を
尽里子︒
消防本部では︑次のことを
目標としています︒

安全対策の徹底︒

出寝たきり老人などに対する

肺胞における防火対策の徹
底︒

制の強化︒

ａ事業所における防火管理体

倒危険物災害の防止と車両防

市・府民税の申告は

ヵ月以内に入居したとき︒

マイホームを手に入れたが税金は⁝︒

住宅の新築や購入かずる

︵住宅取得控除﹀

と︑住宅取得控除が受けら
れます︒住宅取得控除には︑
⑦定額控除︵一率一万七千
円ごあローン控除︵最高
三万円︶との
二つがありま
す︒この控除
を受けるには︑
住宅を取得し
た翌年に税務署へ確定申告
しなければなりません︒そ
しで︑これらの控除か受け
るには次の要件にあではま
らなければなりません︒
▼定額控除・：①床面積が四
十平方μから百六十五平方
なのとき②合計所得金額が

3月15日までに
念願のマイホーム

春の火災予防運動

問

答

昨年10月24日の山火事（五ヶ庄高峯山）

住宅取
得控除
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