治市では︑健康で快適な市民生活をめざして︑これまで︑水質汚濁一

52年度﹁公害調査結果﹂から

苦情は大幅に減少
一七
気汚染︑騒音・振動などの公害について調査を行ってきましたが︑
ほど︑昭和五十二年度の﹁公害調査結果報告書﹂がまとまりました一
一のでお知らせしましょう︒

二十件以上の原少がみられ︑と

占め︑この傾向は数年来変わっ

公害苦情
まず︑昭和五十二年度中に宇

糖尿病

また︑糟尿病についての映画

な表情でした︒

併痙をまねくだけに瓢もが真剣

り︒放っておくと︑恐ろしい合

栄養士さんの説明に聞き入った

加者は熱心にメモをとったり︑

示コーナーなどが設けられ︑参

食品のカロリーが計算された展

ていません︒これは︑製政業の

電 話 ＠ 3 1 4 1㈹

くに水質関係では半減していま

京 都 府 宇 冶市宇ａ琵竃33番地

それに︑京都市民病院内科医の

積一

ル
ト
十一月に開かれた委員会の概
要は次のとおりです︒
Λ文教福祉常任委員会Ｖ

察しました︒

労者の表彰等についての報告

査のため︑京都市の身体障害

Ｏ十一月三十日・・・所管事項の調

金条例の制定化およぴ技能功

をうけました︒

者ジハピジテージ ンセンタ

Λ建設水道常任委員会Ｖ
Ｏ十一月二十四日・・・所管事項の

﹁︵仮︶宇治市保

たのち︑市から︑

調査のため︑豊中市およぴ神

メ
Λ市民環境常任委艮会Ｖ
Ｏ十一月一日・・・救急業務の概況
と医療体制の実情等について
宇治市内の三救急

事業栂造等によるものと考えら

健医療センター・﹂の取り組み

指定病院を視察し

れます︒Ｊ︷らに︑用途地域別で

を視察しました︒
Λ折居国有林開発対策

Ｏ十一月四日・・・市から︑第二回

特別委員会Ｖ

園︵仮称︶建殷の基本構想︵

案︶等について報告旁つけま
した︒

Λ近鉄対策特別委員会Ｖ

問し︑急行の小倉駅

Ｏ十一月十四日・・・近鉄本社を訪

停軍︑市内三駅合の

整備をはじめとした

諸事項の要里を行い

特別委員会Ｖ

事箇所および淀川大堰工事現

する調査のため︑向島護岸エ

Ｏ十一月十七日・・・淀川改修に関

Ａ宇治川治水対策

︲および聴覚言語センター等ました︒

11月委員会活動から

は︑住居地域と準工某地域で苦

戸市垂水区の下水処理場を視

ところで︑このように苦情件

情の大半を占めていました︒

数が減ってきたのは︑①各ｍ

議会だより

場等を視察しました︒

ＰＰＭと前年度と比べて下回っ

﹁総合運動公園建設栂想懇談

ているとともに︑二酸化窒素に

会﹂における府立総合運動公

ついては︑いずれね平均値がＭ

だこと︑②市が公害発生の事後

ｆｉ≪Ｈ向つていました︒

宇治市の大気の状況は︑イオ

汚染については︑六月五日には

一方︑道硲十八路線に面する

％といずれも昨年より減少して

じめて光化学スモ＾グ注意報が

大気汚染

が40％︑夜間が26％となってお

ウ酸化物の年平均が〇・〇一二

発令され︑回数は九月三日まで

いました︒しかし︑道路握動に

が出きてなおりにくいなどが代

減る︑神経痛が起きる︑おでき

てください︒

示を受け︑栄養士の指導に従っ

り違いますから︑必ず医師の指

えた時間は︑測定時間の七・八

の一時間値〇・〇六ＰＰＭを超

の五回でした︒また︑環境基準

市民のみなさんも︑健康なう

表的なものですが︑全ぐ自覚足

消化されて身体を作ったり︑活

疸︑肺結核︑歯槽膿漏︑皮膚疾

だけでなく︑尿毒足や四肢の脱

などで視力がおとろえたりする

病の原因となったり︑網膜出血

悠笙課では健康相談日に︑ま

相談ください︒なお︑市侭所保

のある人は︑早いめに医師にご

いずれにしても︑糖尿病の症状

ｍ−剤による療法がありますが

インスジン注射療法や経口血穂

その予防が急務になっていま

三〇％以上＊ｉ5≪︶起しており︑

連絡ください︒

お問合わせは文書広報課までご

よりの広告を募集しています︒

広告募集 ただいま︑市政だ

ています︒

の施策をすすめていくことにし

係法令に基づき︑住民忠漂苑

防止条例や︑そのほかの公害関

題に対処するため︑京都府公害

市では︑今後ともこれらの問

その後も検出されていました︒

に変わっているにもかかわらず

たＡＢＳは︑測定当時にＬＡＳ

界面活性剤として徳用されてい

ると考えられます︒また洗剤の

これは︑︷盾排水の増加によ

が前年より上回っています︒

学的酸素妥求量︶の年間平均値

ち十三の河川でＢＯＤ︵生物化

かし︑市内の十九中小河川のう

こ数年間横ばいの状態です︒し

宇治川の水質汚濁状況は︑こ

水質汚濁

しています︒

ここ｀乖と比べるとかなり喊少

％にあたるｌｉＤｔｎ九十二時間で︑
ちから適屁な食事と運動を心が

食餌療法は難しいと思われが

最を具体的に食品交換表を便っ

ちですが︑指示された食餌の適

て教えてもらえますから︑楽し

ところで︑この糖尿病は治療
を瀬正にし︑新陳代謝をコント

状のないこ−ＶＷ≪ｓ＊ます︒
きたいものです︒

ロールしないと︑恐ろしい合併

動する源となりますか︑新陳代

患など︑ついには糖尿病性昏睡

た︑保健所では毎週木曜日の午

このような食餌療法のほかに

い食生活愈町能になります︒

謝の調節がこわれて血液中の糟

で死亡する場合もあります︒

前九時ｙ十時半の一般ク＝＾ｌｌ＾

Λ食餌療法Ｖ
糖尿病は食餌療法が治療の根

分︵プドー糖︶が多くなると︑

うになります︒この病気を糖尿

クで相即忽︷け付けています︒

われています︒この糖尿病は︑

本です︒食餌の適量は一人ひと
糟尿病は︒すい臓″から出る
インスジンの働きが否じ︑体

合と考えられます︒このような

高血圧や心臓病などの成人病の

状態のもとでは︑ご飯やバンの

す︒とにかく︑最大の予防は︑

内の糟がｍ ＾ｍ焼している場

ような糖分の多い食物だけでな

腹八分目といわれるように適量

ことですね︒また︑糟尿病の症

く︑脂肪や蛋白質の多いご馳走

糖尿病は︑家系にその累貿が

の食忠心に努め︑太り過ぎない
ってきます︒

いものです︒

従って治療を受けていただきた

状があれば︑必ず医師の指示に

五〇％以上が糖尿病になるとい

現が糖尿病であると︑その子は

病状としては︑のどがかわい

が臭う︑つかれやすい︑体重が

て尿が多い︑おなかがすく︑尿

ある場合によく発病します︒両

を食べ過ぎないことが大切にな

太らないことが大切

病といいます︒

尿中にもブドー糖が出てくるよ

脈硬化を起こして脳卒中や心臓

症が出てきます︒たとえば︑助

け︑糟尿病の予防につとめてい

理解ｍめていました︒

り︑前年に比べると適合してい

は︑昼間が83％︑また︑朝・夕

値が環境基準に適合しているの

その結果︑夏季と冬季の平均

の測定を行いました︒

し︑公害防止肖設の殴置が進ん

処理よりも予防に貫点を置き︑
監視測定体制を充実させたこと
によると考えられます︒

騒音・振動

青地医師によるスライドを便つ
だ講演も行われ︑糖尿病がなぜ
起るのか・〜︑その症状は・ ︑ど
のような食餌療法をするのか・・・
など︑具体的に臨床例をあげて

一ＩＩ︲ＩＩ自ＩＩＩいａＩＩＩ

の脱明に︑参加者はいっそうの

と久傘の二回︑連続二十四時間

る地域は叔少していました︒

経過︑宇治市商工振興事業基

−一一・−一一
面

の公害防止に対する意識が高揚

市の人口

自覚症状ない場合も
早めに医師へ相談を
ところで︑あなたは糖尿病を
じく理Ｍ︶れていますか︒﹁

自覚症状もないし︑心配するこ
とはない﹂﹁まだまだその年齢
でもないから・・・﹂と意外に放っ
ておかれる人が多いようです︒
たしかに︑糖尿病は中年以上の
肥叫した人に多く発病すｉｉＯＳ向
があります︒
しかし︑最近では︑若い人や
やせた人にも発病しているだけ
でなく︑児童にもしばしば見ら
れるというヶ−スがふえていま
す︒
そこで︑今回の集いから糖尿
病のあらましをご紹介しましょ
うＯ

私たちの体内に入った食物は

￢安江ぷＩ§

（工場・事業所58ｍ 〜70ｍ ）
ＦＭ−61￥73，000家庭用 Ｉ
（点火、消火ワンタッチ）
ＦＡ−4￥109，500
ＦＭ−6ＩＤ￥79，000

各種
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治市に寄せられた公害の苦情は

〜糖尿病の話と映画の集い〜

（昭和53年12月1日現在）
世帯数42，706世帯
前月比72世帯増
人□
146，251人
男
73，534人
女
72，717人
前月比
178人増
Λ糖尿病とその危険性Ｖ

煙突、工事不用／／
青い炎、ダイニチの温風式大型石油ストーブ

ざ難にり

ふえている

会館で︒糟尿病の話と映画の集

ん﹂−十一月二十五日︑市民

観するような病気ではありませ

生を続けさえすれぱ︑決して悲

いる糟尿病は︑正しい治療と養

﹁文明病といわれ恐れられて

正しい治療と養生を

い が開かれ︑若い人からお年

）−はだいじょうぷ？熱心に脱明を聞く参加者
カロ

放っておくと合併症
寄ｓ＞までおよそ百三十人の市民
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灯油価格調査

調査方法は︑昨年■＾同様市内

が注目されていました︒

小さい差益還元
さる十一月二十日に︑宇治市

を東・中・西の三地域に分け︑

消費︷ 居モＩｌターによる﹃灯油
価格調査﹄が行われ︑このほど
市内の灯油販売店︵小売眉︑ガ

宅配価格は六二〇円から七二〇

しは︑五九五円から六九〇円︑

円となっており︑最高値と最安
値との間に九五円からＩ〇〇円

また︑これを地域間で比較し

の開きがありました︒

てみると︑店頭︑宅配の両方と
もに東宇治地域が最も高く︑中

ら十三円の高値となっていまし

宇治︑西宇治地域より五円か

た︒

は七四円安くなっています︒こ

店頭価格で七〇円︑宅配価格で

一方︑昨年同月と比較すると

宅配は小売店が割安
つぎに︑小売盾とガソリンス
タンドを比較してみると︑酒や

ソリンスタンド︶八十三店を対

米殼とあわせて取扱う業者が多

この調査は︑市民ｍとかか
象に︑消費缶弓三ター二十四

い小売店では︑宅配価格がガソ

その結果がまとまりました︒

わりの深い灯油価格について実
人の聞きとりによって行ってい

安定経営のために要里されてい

つておられますか︒いまいちど

▽扶養親族に異助があった人

類を提出しましょう︒

贈らないもらわない求めない

激な値上吟分をとり戻ずまでに

▽生命保険料︑損害保険料を叉

月十五日にも行うことにしてお

格調査は十二月十五日と来年一

得控除を受けている人

を買った人で︑すでに住宅取

▽住宅を新築したり︑新築住宅

払っている人

り︑今後も値動きを公表してい

なお︑モニターによる灯油価

さて︑このように灯油の価格

値動きを公表

は店や地域にょってぱらっきが

い︒

治宇又宇二番七にある公輦臍有

宇治市土地開発公社では︑宇

宅地の入札

での間に確定申告をしてくださ

年二月十六日から三月十五日ま

なお︑次のような人は五十四

▽住宅貯蓄をしている人

ぐ予定です︒
︵商工観光課︶

にかわる大切な手続きですので

す︒この年末調整は︑確定申告
ンがその年の甕写精算する﹁

の宅地を一股競争入札により売

︹入札要領︺

次のような人は勤務先に必要書

金制度を採用しており︑その用して管理すべきものであり︑そ

▽面積・・・六五・一四平方灯

却します︒

途別の種別も多ぐ︑料顧問の格の経費は国と府︑市で負担すべ

▽現場脱明・・・現地で︑12月13日
午前10時〜11時
▽入札・・・市役所地下厚生室で

12月15日︑午後2時〜

三以上を入札前に現金また

▽入札保証金＝・入札額の百分の

は小切手で納めること︒な

行する自己宛のものに限り

お︑小切手は金融機関の発

ます︒

用途別を整理していくことが望ついては︑市費をもって禰助す

事業は生活用水の供について︑行政上の目的のため

くわしくは︑宇治市土地開発
公社︵電話⑩三一四一番︶へお

︵宇治市土地開発公社︶

問い合せください︒

と考えます︒①水源の確保につ︵水道部︶

越しのための﹁くらしの資金﹂

期です︒今年も低所得世帯に年

年末は何かと出賢がかさむ時

年末くらしの資金

いては︑国土開発計画の一環と

担とするについて再検討すべき︵おわり︶

のものは使用者の料金による負上げｖ︶必要必可えます︒

水道事業の経賢のなかで︑次担の限度額を定め︑一定の引き

Λ負担区分の明確化Ｖ減価償却費が増大する中で︑負

します︒れており︑φ粟債利息や施設の

段の努力を払うべきことを要望新規水道の申し込み時に徴収さ

を低額に保つため格えます︒⑤加入金については︑

いるので︑害踊水は︑行政主体で負担すべきと考

給を主な目的としてに水道施殷受増設などする費用へ

ましいと考えます︒第二に水温ぺきと考えます︒④原因者負担

にアプローＩｋするため段階的に｀えます︒③料金の政策的減免に

径別料会震を考えるが︑それする経費は国で負祖すべきと考

第一に将来の料金制度としてロるものであるから︑これらに晏

そこで︑水辺事業懇談会では困など水道事業以外の原因によ

ます︒は︑水質の汚濁が都市政策の貧

差も大きな料金制度となっていきです︒︷采質の保全について

年末調整﹂の月にあたっていま

十二月は︑多くのサラリーマ

手続きを忘れずに

サラリーマン年末調整

が︑あなたの家庭はいくらで買

四一円︑宅配で六七〇円でした

あります︒平均価格は店頭で六

今後も

あなたの消費恚器見直されて

れは過去三年間で最も安い価格

ます︒

ます︒

はなっていません︒

ですが︑オイルシＳツク時の急

ます︒しかし︑店頭価格では逆
に小売店の方が︑高値の傾向に
ありました︒

そこで企業努力としては︑①るために巨額の資本金が必要と

そこで︑応益的料金制度とし

とが要まされてきます︒

談会では︑市として実行可能な

ところが︑市では︑水遭事業

はいかがでしょう︒

＝＼︒＼スタンドより安くなってい

態を把握し︑消賢忠眉に活用し

最安値は
店頭渡しの
まず︑十八μあたりの店頭渡

595円

ていただこうと毎年行っている
ものです︒
今回は円高が著しく進行して
いるので︑わずかに値下がりし
た昨年以上に小西蜘格への影響

めの施殷拡張経費が増大してい水道事業の経営は独立採算制

新規需要や需要増にこたえるたΛ料金体系Ｖ

っていく最大の原因は︑水道のべきです︒

ところで︑水道料金が高くなても︑具体的に定量化しておく

が前提となっています︒務提携をすることの得失につい

は利潤が市民に還元されること府営水温や隣接する市︑町と業
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シリーズ
水道

Λ企業努力Ｖ

かわる安全性の確保などは︑安

需妥増をある程度抑える︑②拡なれば︑できるだけ多くまた客

るためといえます︒をとっているので︑水を確保す

易な合理化と相入れないもので

張経費にそなえて日ごろ財力を観的に料金へ割り当てられるこ

水道事業にとって︑水質にか

す︒

たくわえていく︑③総事業規模

経営の安定化へ
を大きくしていく︑などの努力

企業努力の範囲や方法︑効果な

をはじめてから用途別・政策料

いる口径別料金制度が︑企 の

て電気やガユ事業に利用されて

ばなりません︒企業努力とは︑

どについて調査・定量化する必

なつかしい友人から︑嫁いだ娘からとうれ

しかし︑政治家や立候補予定者からのお歳

しいお歳暮の季節です︒

暮はうれしくないものです︒

政治家や立候補予定者が有権者に金品を送

ることは︑公職選挙法で禁止されています︒

一選挙が行われる年︒候補者と有権者が一体

また来年は市民にとって一番身近かな地方統

正してお託ぴします︒

ｊＩ︒︒

瑠寧

させていただきます︒ここに町

回目以降は大久保幼稚園に変更

椋公会堂は改築しますので︑二

さらに︑会場になっている且

とジフテリアの誤りでした︒

アとなっていましたが︑破傷風

二種混合が百日ゼキとびフテジ

︑また︑四歳をすぎた子どもの

3月22日

第4回＝3月1日︑第5回＝

1月18日︑第ａ回＝2月8日

第1回112月19日︑第2回＝

▽木幡公民館

日程が記載もれしていました︒

しましたが︑次の木幡公民館の

政だより11月21日号でお知らせ

三租混合予防接種の日程を市

訂正とお詑び

︵社会福祉協礒会︶

は12月26日です︒

お申し込みください︒賃付け日

ら23日までに社会福祉協踊会へ

委員さんを通じて︑12月18日か

ｔｘｉｔｘｉｗａｖａｗｉｉｘｉｏｃｉｉｘｉｔｘｉｗｉ

︵選挙管理委員会︶

となって︑よく考えて明るい選挙を実現しま
しょ つＯ

・災害や盗難によｓ≪≪ｆｆｌ除を
受けられる人
・多額の医療費を支払ったため
医療控除を受けられ ︵ｙ人
・住宅を新築したり︑新築住宅
を買った人
・年収額一千万円を超える人
・給与や退職金以外の所得が二
十万円を超えたり︑ニカ所以

︵市民税課︶

上から給与を受けている人

の賃付けを行います︒貸付け金
額は十万円以内で無利子・無担
保︑四ヵ月すえ置いたあと︑二
十ヵ月月賦で返済していただき
ます︒
ただし︑﹁くらしの資金﹂の
賃付けは︑一世帯につき夏期賃
付けと年末賃付けを合わせて年
間十万円以内ですので︑たとえ
ば夏に一一一万円を借りた場合︑残
り七万円まで貸付けを受けるこ

ご希望の人は︑もよりの民生

とができます︒

犬 Ｖこジ｜

．．卜一．雨．．

焔久＾

し

お歳暮に

Ξ室戸店竃0774＠7020百番衡ａ電0774＠2）Ｊ2

平等錠通り店電ｔＴ≫Ｒａ≪代

電話（0774）23−3993㈹

地方発送承ります

十｜二，

〈迎春セット〉

しかし︑独立採算制を前提と
したうえで安価な給水が要求さ
れるので︑事業の推冦にさまざ

業務の推進にあたり︑省力化

まな努力が必要となります︒

や漏水防止策など︑無駄を省く

が璽要です︒

支出が増加してもさらに収入を

要があると考えています︒また

以上のことから︑水道事業懇

といった当然の業務努力ととも

増加させるように利潤の追求と

その一杯ことわる
勇気が事故を断つ

消費生活モニタ―
さる11月29日，宇治川漁業協同組合では，
コイの稚魚2万尾を宇治川へ放流。勢いよく
散っていきました。

いえますが︑水道事業において

に︑企業努力に取り組まなけれ

≫コイの稚魚放流≪

贈物にご注意
公職選挙法

飲酒運転追放運動

1978年・（昭和53年）ｉ2月ｉ日発行（2）

宇治市蔵すごｉｉり
第470号

宇治からの贈りものは何よりお茶が一番です

ご予算やお好みに・応じて特設コーナーでお選び下さい
本場の味を先様へ直送致します

営業時間・平等院通り店は9時〜7時まで営巣年内無休
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