市民のスポーツの場に

電話＠3141㈹
新進堂印刷

の協力をもとめ近く学校開放を実施することになりました︒

つてきています︒しかし︑残念な

られていました︒

望が市民のみなさんから多数寄せ

ツの場に開放してほしいという要

最近︑市民のみなさんにスポー・このため︑身近にある小中学校
一
ツやレクジェージ ンを楽しみた
のグランドや体育館を利用して︑
Ｉ
子どもの遊び場やおとなのスポー

がらだれでもが︑気軽に︑また︑

いという傾向が︑ますます強くな

いつでも利用できるような体育施
そこで︑市では︑すでに各種Ｊ
ポーツ団体や一般市民の方に一部

ロ男女比月

人前

この学校開放事業は︑利用者と

当面は三つの小学校に限って学

いては︑市から管理指導員が派遣

の管理や指導︑安全確保などにつ

くことにしています︒また︑施設

ただく運営委員会でやっていただ

体は︑市民のみなさんで作ってい

てすすめるものですが︑運営の主

理する宇治市の三者が一体となっ

提供する学校︑それに︑事業を管

しての市民のみなさんと︑場所を

市の人口

積

ての議案審議を終了し︑三十六

日に再Ｍされ︑二十五日にすべ

市議会六月定例会は︑七月十三

六月二十日に開会されていた

関し︑七月一日実施を八月一日

案について︑議員から施行日に

うち︑議会議員の報酬額改正議

含め提出されていた十九議案の

可決されたほかは︑すべて原案

トル
六月︶に発生した火災や救急の

災−︒ことし上半期︵一月Ｓ

まず︑火災の関係では︑この
期間中に発生したのは三十二件
で︑過去五年間の平均と比べる
とほぼ同件数ですが︑昨年同期
と比べると八件も増加︒三年連

Ｏ市職員の育刄坏菜に関する条
例の制定︵育児休菜法の適用
を受けない女子職員に制度化
を図るもの︶

か十九ヵ所︶

〇市適路線の認定︵茶屋裏線は

〇市道路線の廃止︵狼筋道ほか
ニカ所︶
○火葬場の設置及び管理に関す
る条例の全部改正︵火葬場の
改修に伴い︑使用料を中心と

して現況にそうよう条例の整

︵年間︶が破られるという心配

左の表のとおりで︑ウッカジ火
災がほとん⁚呪私たちがもう少
し注意すれぱ防げたものばかり

まだまだ暑い日がつづいて気

です︒

つめなおし︑火の元にはくれぐ

れらの火災原因ををもう一度み

がゆるみがちになりますが︑こ

とくに︑建物火災が二十三件

れた用心したいものです︒

もでてきています︒

もあり︑昨年より六件の増︒こ

にもかかわらず︑損害額が大幅

と︑三十二件のうち十四件が五

回︑交通事故二四三回︑一般負

のでは︑急病によるもの四九〇

ヵ月間でＩ︑〇八六回︒主なも

一方︑救急車の出動回数は六

＝救急統計＝

のため︑焼損面積は減っている

にふえています︒

月に集中︒とくに︑五月二十日

また︑これを発生月別にみる

に三件︑五月二十一日にニ件と

傷一六九回などです︒

価に関する意見書

〇昭和五十二年産米の生産者米

Λ可決された意見書Ｖ

氏の選任に同意︶

〇収入役の選任同意︵吉沢耕作

雄氏の選任に同意︶

Ｏ監客員の選任同意︵加納満一

Λ同意された議案Ｖ一

奮︶

福井贅︑至四人の推せん

習︑野上萱︑野田萱ヽ一

Ｏ畠詔諾せ泉認︵佐Ｓ

Ａ承認された議案▽

ｊ削剥刮コ

にあい逝去されました︒三氏は︑

名神高遠道路下り線で︑蛮輦故

察の帰路︑滋賀県甲賀郡甲西町の

月二十八日名古屋万面への業務視

利喜三副組合長の三氏は︑さる七

組合長︑畑田成一副組合長︑吉田

宇治市農業協同組合の太田茂三

浬⁚吐噛田鍵Ｊ雀

火拿・救急は一一九番

農業振興地域整備促進の各審議

固・農地課税・優良農地認定・

市農業委員︑都市計画・総合計

歳︶は︑副組合長のほか︑宇治

吉田さん︵小倉町寺内四九︑53

ています︒

治市自治功労者として表彰され

とめられ︑昭和五十一年には宇

域整備促進審議会委員などをつ

防団東宇治分団長︑農業振興地

市農業委員︑民生児童委員︑消

歳︶は︑副竪長のほか︑宇治

畑田さん︵六地蔵町並四七︑52

て活躍されていました︒

までの間︑宇治市議会議員とし

また︑昭和四十六年から五十年

策協議会長などをつとめられ︑

の各審議会委員︑米生産調整対

総合計画・公害対策・優良農地

宇治市の都市計画・農地課税・

歳︶は︑市農協組合長のほか︑

太田さん︵広野町宮谷八八︑60

お祈りいたします︒

ここに︑つつしんでごめい福を

地方自治︑とくに農業関係に大き

市農協正副組合長逝去

太田・畑田・吉田の三氏

毎年ふえつづけている出動回

いうように︑異常乾燥注意報発
令申に多発しているのが大きな
特樋です︒
次に︑火災を原因別にみると

6月定例会
〇市町村茎福祉協議会の法制
化並びに充実強化泉める意

Ｏ公共料金および社会保険等の

見書

条例の一部改正︵監査委員等

の報酬及び費用弁償に関する
〇水稲無事戻し金の交付︵交付

会委員︑国民健康保険運営協議

価会長︑農業共済事業運営協議

会委員︑宇治市茶生産組合長な

向上並びに健康と母性とを守

会委員︑宇治市農業共済損害評

値上げに反対する意見書

○教育委員会教育長の給与に関

どとして活躍︒昭和五十一年に

れています︒

宇治市自治功労者として表彰さ

Λ可決された決議Ｖ

促進を要望する決議

〇﹁朝鮮﹂の自主的平和統一の

るための意見書

Ｏ自営菜に従事する婦人の地位

の非常勤特別職の報酬増額改

Ｏ市消防団員等公務災害補償条

する条例の一部改正︵教育長

訂︶

例の一部改正︵損害補償の売

市営火葬場の改築に伴い︑一

0市職員定数条例の一部改正︵

の給与増額改訂︶．

〇市非常勤消防団員に係る退職

屁の創設等によるもの︶

実を図るため傷病補償年金制

一万五︑一一九円︶

対象四九三人︑交付金額一八

備を図るもの︶

〇特別職の職員で非常動のもの

ｔ−︲χＩｔｌｌ︱火災統一ｌｕａ＝＝＾

概況がまとまりました︒

続でつづいている火災減少記録

9Ｊ四四匹丿一ぬ訂いに心一ていくことにしています︒

上半期の消防統計

いぜんとして多いク＾カ＝ｓ火

多いウッカリ火災

補正予算など可決
が可決され︑議会に提出されて

また︑意見書四件︑決議一件

どおり可決されました︒

股質問が行われ︑七人の議員が

の委員会に付託されました︒

いた十二罰願は︑それぞれ所管

Λ可決された議案Ｖ

登壇して︑当面の財政運営︑普

悪臭汚水問題の解決策等につい

改修資金賃付事業︵一号︶各

Ｏ農菜共済事業︵一号︶︑住宅

Ｏ一般会計補正予算︵三号︶
た︒

て︑活発な質問が展開されまし

通河川の行政管理︑浄化そうの

十八日︑十九日の両日は︑一

議案の提案説明がありました︒

議・員の報酬額の改正議案等十二

とした一般会計補正予算︑議会

市長から教育・土木事業を中心

再開された七月十三日には︑

した︒

実施とする修正案が提出されて

面

日間にわたる会期の幕を閉じま

議会だより

利用していただいている学校体育

小︑槙島小の三小学校をモデル校として︑体育振興会や育友会など関係者

で︑学校開放事業をすすめるための予算が可決︒当面は︑神明小と大久保

リェーションの場に利用していただこうＩ︒このほど︑六月定例市議会

市民のみなさんに学校のグラウンドや体育館を開放し︑スポーツとレク

体育施設を計画的に開放

まず神明小・大久保小・槙島小で

京 毎 府 宇 ｉ Ｓ 市宇冶琵琶33番地

二十二︑二十五の両日は︑議

8件
3件
3件
2件
2件
2件

（昭和52年8月1日現在）
世帯数41，570世帯
前月比
32世帯増
142，481人
71，916人
70，565人
194人増
特別会計予算

主な火災の原因

万宇治市役所

案審議にあてられ︑追加提案も
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設は整備されていないのが実情で

す︒

校庭で野球を楽しむこどもたち（西大久保小学校で）
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考える
保育を

厳しい保育所の運営
国の方針は保護者負担に

八〇％を国が︑ニＯ％を府■巾が

す︒そして国の定めた運営費から

ば年間所得税二十四万円以上の世

た保育料の基準によらず︑たとえ

宇洽市では︑このように国が定め

切半することになっています︒

また︑国の制度では︑所得税が

と保育料旁四額に抑えています︒

三歳児以上は一万円

三歳未満児は一万九千円

国の定めた保育料を引いたものの

早急に望まれる制度の改善
近年︑宇治市では︑若年労働者

ぞ乳幼児と働ぐ婦人が増大し︑

世帯が急激に増え︑それにともな

保育一丁ドが急速に高まってきま
した︒
現在︑保育所では︑単に母親の
就労を保障するとりっだけでなく

この国の定めた運営費というの

律九万千百六十円として積算され

実情で︑貧弱な内容です︒

六万円未満の世帯に対してのみ︑

は︑国が保育所運営に必要な最低

内容が貧弱な
国の運営費

るため︑さまざまな取り組みをし

基準をつくって︑それを維持する

入所児童の就学前の教育を保障す

ています︒これらの保育所の仕事

たとえば︑人件費で︑保母の給

第二子以降の保育料を二分の一に

は︑本来︑国がすべきものですが
のに足りる費用とされています︒
与が年齢や勤続年数に関係なく一

な保育所の運営が困難とい つのが

現在は︑いわゆる機関委任事務と
ところが︑全国どの市町村でも

ているのをはじめ︑建物の柵修費
では一平万灯につき年間わずか三
百六十一円というように非現実的
な歎字があてられています︒
さらに︑国の定めた保育料は︑
幼児の家庭の負担能力に応じて徴
収する建前をとっており︑その世
帯の所得税や市町村民税などの課
税階層で区分されています︒これ
を具体的にみますと︑市民税の非
課税世帯の場合は保育料は不要で
すが︑年間の所得税額によって九
つのランクに分れており︑たとえ
ば最高の十八万円以上の世帯にな
ると保育料は月額︑
三歳未満児三万九千百七十円
三歳児一万八千五十円

︵九十人定員の保育所で︶

四・五歳児一万五千三百三十円

となっています︒
このように国の基準保育料が高

すべてを保護者から徴収する方針

上になると︑保育に必要な経費の

地の適正な維持管理を義務づけ︑

り︑土地の所有者や管理人にあき

条例﹂いわゆる草刈り条例をつく

市あき地の雑草等の除去に関する

宇治市では一昨年八月︑﹁宇治

年間556件の草刈り指導
をとっているためです︒しかし︑

いのは︑年間所得税が十八万円以

草刈り条例に基づき

この国のきめた運営費では︑健全

して地方自治体の長に委託されて

楽しい給食の時間︵北小倉保育所で︶

住みよい環境づくりへ
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減免していますが︑市では︑独自
に︑一世帯から二人以上の幼児が
入所していれば第二子以降は全て
三分の二に減免するなど︑保護者
負担の軽減に努力しています︒

府負担3，タ／9方円

すすんで
草刈りを

に住んでいたりして︑おい茂った

地域では︑あき地の所有者が市外

けられます︒ことに︑新興の住宅

んぐん伸ぴている光景がよくみう

あちこちのあき地では︑雑草がぐ

しかし︑ことしもまた︑市内の

いただきました︒

により︑草刈りなどの処理をして

昨年度は五五六件の指導をし︑

行っています︒

優良農地を保護するための指導を

市民の隻渦境を守るとともに︑

保育所の運営経費（昭和51年度）

超過負担は三億八千万円

ます︒

あき地の所有者に対し︑適正な管

が︑今年度から︑昨年度指導した

昨年度までは住民から要請のあ

いて助言や指導をします︒

育にも取り組んでいます︒

一方︑宇治市では︑働く婦人のＳ慄育を
一実厖︒さらに︑
強い願いであった長時間保育や乳

Ｏ交通の障害となっている
○人の健康を害する恐れがある
○防犯や火災予防のうえで好まし
くない

虫が発生している

○ウンカやメイまなどの農作物害

○あぜ道や用水路などで︑人の通

はありませんか︒このような状態

というような雑草の茂ったあき地

らは︑雑草などのおい茂っている

力が必要です︒そして︑ことしか

有者をはじめ市民のみなさんの協

市の努力だけでなく︑あき地の所

住みよい環境を守るためには︑

で放置されている場合︑市は所有

行や流水の障害となっている

者や管理者に雑草の除去などにつ

めには︑

配置や民間保育所への運営補助︑

これらの事業による市の負担額

らないのが現実です︒

は︑上の図に示されるように︑昭

和五十一年度の決答兄込みでは三

億七千九百七十五万円となってお

り︑これが超過負担として︑市の

また︑市費の支出総額は︑国の

財政を大きく圧迫しています︒

定めた保育料圭巾の定めている保

育料との差額︑市の義務負担分︑

それに︑超過負担を合わせ︑五億

二︑七三五万円にものぽっていま

市では︑今惨忍脅所の運営に

す︒

ことができます0

︵環境保全課︶

μ当り四十円ほどで市に委託する

刈りができない場合には︑一平方

なお︑あき地の所有者が自ら草

ねがいいたします︒

で草刈りをされるようご協力をお

きました︒要請があれば︑すすん

会等に報償金を支給する制度がで

刈りの要請をすれば︑市から町内

あき地の所有者や管理者などに草

あき地のある町内会や自治会が︑

なっています︒

容を維持することは困難な状況と

措置児童を解消し︑いまの保育内

す︒現在の窮迫した財政では︑未

が何よりも大切になってきていま

といっしょになった根気強い運助

度改善に向けて︑市民のみなさん

／億2，／／Ｏ．万円
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すくすく成長

新しい宇治名産スイートコーン

照りつける太曝に向って顔を
のぞかせているスイートコーン
は︑いま︑収穫の最盛期−︒
都市化がすすむ宇治市の農業
の一つの方向として︑農業改良
普及所宇治嘉一⁝の指導で名産﹁

家のみなさんは大はりきり︒
あなたもいちど︑地元の名産
スィートコーンを味つてみませ
んか︒

Ｉ−11111111111111111−11111111111111111

され︑品質低下を招いている場
合もあります︒
また︑調理食品では品貿と表

に強く望まれています︒

示の点で改良されるよう︑茉界

○選ぴ方
次のような点に気をつけて選

が完全なもの︒ただし︑袋の
内側に霜がたくさんついたも
のは避けましょう︒

︒・認定証マークのついているも
の︒マ ・・ クは︑日本冷凍食品
協会の自主認定Ｍ準に合格し

た工場で作られ︑品質・衛生

・カｔｋカチに凍っていて︑包装むと効果的です︒ないようにしましょう︒

ヽライン︶の下にあるもの︒なお︑持ち運ぴは新聞紙に包三分の一ぐらいにし︑煮すぎ

スケート教室

夏休み親子

ことし新らしく資格のできた

すべてに贈られるものです︒

人などでまだ申晴されていない

人は︑8月20日までに︑はんこ

を持って福祉事務所福祉課まで

なお︑今までにこの年金を受

お越しください︒

けている人や一度申請した人は

︵福祉課︶

その必要はありません︒

15・16日は
休業します

︵社会教育課︶

話03777番まで︒

せは上林書店11宇治橋通り︑電

申し込んでください︒お問い合

ご希望の方は︑当日︑会場で

競歩や黒ん坊大会など

▽レクジ Ｉシ ン競技＝水中

ー︵川封︑Ⅲ朋自由型︶

いずれ■ｍ︶25μ︑50μ︶︑ジレ

▽競泳＝自由型︑平泳︑背泳︵

男女ならどなたでも

▽対乖＝小学校三年生以上の

▽参加料・・・無料

ール︵25μ︶

▽ところ・・・市立東宇治中学校プ

10時から午後1時

▽とき・・・8月28日︵日︶午前

︹水泳︺

番まで申し込んでください︒

長横山昂さん＝ｗ話⑩2038

都軟式野球連盟宇治支部事務局

市民総合
体育大会せまる

8月20日までに
敬老年金の申請を
宇治市では︑毎年9月の敬老

お知
らせ
もどし方のコツ
包装に表示されている説明を
よく読みましょう︒

は冷暗所でゆっくり解凍しま

・生もの・・・冷蔵庫の下段︑また

しょう︒急ぐときは︑包装の
ままきっちりとポリ袋に入れ
て︑流水でもどします︒

類は解凍せずに揚げます︒油

・調理食品−ｎ口″ヶやフライ

揚げるのがコツです︒シ Ｉ

のｍ多い目にし︑少しずつ

マイや中華まんじゅうなどは
そのまま蒸すか︑または電子

ぴましょう︒

ば︑販売店などの冷凍μ Ｉケ

ていて︑ＩＳ荷限界線︵ロードの︒や豆などは︑生を煮るときの

マイナス十八屁以下に保たれ・料理法が親切に記してあるもゆでていますので︑かぽちゃ

レンジで暖めます︒

い基準ではマイナス十八度︶以

・冷凍シ Ｉケース内の温度が・製造年月日の新しいもの︒・野菜類・・・凍結前にあるていど

検査にバスした商品につけら

下を保つように定めています︒
しかし︑実態は︑温度が十分

ース内で解凍迄丹凍結が繰り返

に管理されていません︒たとえ

れています︒

中学卒業
認定試験

会の会場で三千円の敏老年必一を

汗をふきながら⁝⁝

お贈りしていますが︑申請はも

イート＝︲ンの栽培が行われて

ことしで四年目を迎え︑栽培

います︒

面積はおよそＩお︒ことしは︑
日照りつづきで︑一部で作柄に
影響のでているところもありま
すが︑シイタケやフキにつづい
て︑スイートコーンを宇治名産
にしようと槙島や神明地区の農

消費者コーナー

お年寄りの宇治鳳凰大学

宇治フキ﹂の裏作に︑こどもや

○問題点

カメラ
の眼

若い人たちの間に人気のあるス

⑧

知っておきましよう
冷凍食品の利用方法

○冷凍食品とは

やフレオ
ンガスな
どを便っ
て︑負遠
にまたは

瞬間的にマイナユ十五度から十
八度以下に凍らせたものです︒
そのため︑風味や︑栄養価も
比較的そのままに保つことがで
き︑保存性の高いことが特緻で
す︒
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（金）

日

（月）

日

（火）
−
（月）

西小倉集会所

23

日

（火）

六地蔵公会堂

24

日

（水）

大久保小学校一

日

（木）

西大久保小学校

日

（金）

宇治小学校
9月5

日

8月22
宇治市役所

一

9月8
9

29
9月7
9

月

9

月

−

一
月
一
月

23

6−

8月27
小倉小学校

日

（土）

日

（月）

日

（水）−
（金）
（土）−

8
−
8

1−
30−
31

日
一
日
一
日

（木）−
（火）−
（水）

・申込み受付後の日程変更は一切しません。▽
・検診時間は午前9時30分から11時までです。
・受診対象年齢は昭和52年4月1日現在で満ｉｏ歳以上です。
・なお検診後の結果は，異常のあった方のみ通知します。

＜子宮検診＞
医療機関名
山本医院

秋岡産婦人科

場所

検診日時
医療機関名
原則として午前9時〜12時
稲垣産婦人科

木幡

月〜金

木幡

月〜金 午前10時〜11時30分
下村医院

綴

特別事情のある場合，午後6時〜8時

場所
伊勢田

検診日時
月〜土 午前9時〜Ｉ2時
月〜金 午後6時〜8時

小倉

月〜金

午後6時〜8時

午前9時〜12時
午後6時〜8時

宇治病院

久野医院
五ヶ庄 月〜金 午前9時〜11時30分

小倉

月〜土 午前9時〜12時

重永医院

五ケ庄 月〜土 午前9時〜12時

平田医院

広野

火・木 午前9時〜12時

都倉病院

宇治

月〜土 午前9時〜12時

矢田病院

大久保 水・木 午前9時〜12時

近藤産婦人科

宇治

月〜土 午前9時〜12時 ョシダ産婦人科

白砂産婦人科

小倉

注
意
事
項

大久保 月〜土 午前8時30分〜11時30分

月・水・金
午後6時〜8時

・検診は上記医療機関のうちいずれかで，昭和52年8月17日〜10月15日までの間に受けていただ
きます。
・検査数に制限かあるため受診医院を変更していただくことかあります。
・定員は2，750名です。
・受診対象年齢は昭和52年4月1日現在満30歳以上です。
特に産婦人科に受診する機会の少ない中高年層の方は進んで受けてください。
・受診票の再発行はしません。
・検診日は月経後，少なくとも3日以降にしてください。

8月15日から市役所で受付

注意事項

・定員はｌ，ＯＯＯ名です。Ｉ日の受診数は60名です。

胃・子宮検診を受けましょう

（木）

日

日日

日

26

申し込み期間

8月25

申し込み方法

検診料

＜胃検診＞

昭和52年8月11日発行（4）

Ｉ一争一一一一参・一一一

胃検診申込書

子宮検診申込書

一ｅｓｓリ・⁝：線・・・⁝⁝⁝⁝⁝

≡Ｅ≡緑化事業部新設≡Ｅ≡
■事業内容

造園資材一式を安値即売／
特に、小物・白川砂・植木土・肥料・カヌマ土・鉢物その他

株式会社
Ｏ本社宇治市五ヶ庄折坂21−35費32一篇発㈹
○緑化事業部宇治市伊勢田町北山會22−9353Ｏ久御山営業所久御山町外屋敷
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