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実施計画つくり推進
宇治市交通安全対策会議︵国・府・市で構成＝会長・池本

が発行する居住証明潜か倖民
票の写しが必要です︒なお︑

れている必要が晋答子ので︑

宇治市の選挙人名簿に驚録さ

念のために宇治市選俗話萎
昌会へお問い︿§好ぐだ声い︒
▼転入前の住所地で投票ので

ｍ安全計画は︑交通安全
対策基本法にもとづいて定め
られるもの1今回の第三次
計画は︑昭和四十七年度から
の第一次︑五十一年度からの
第二次計画に引き続くものと
なってい卓子︒
昭和四十五年をピークに全
国的に減少してきた交通事故
は︑近年増加傾向舎不してき
てい圭Ｅｙ︒そこで︑今回の計
画では︑交通事故の増加傾向
に歯止めをかけ︑特に死亡事
故の防止か伍点に︑死傷者数
の着実な減少を目標に沢の施
策を積極的にすすめることに

5ヵ年で

してい未了︒

行考が安心して歩ける道路

・効果的な恋留匍により歩

を推進する︒

・生涯を通じた交通安令宿腎

第2宇治白川線交

通安全計画に基づき︑

自転車・歩行者専用道

路が整備されている︒

提供等を積極的に行い︑民

活動の促進に必要な資料の

たが︑昭和五十七年度分︒

日程表を掲載していまし

の本紙で︑保健予防年間

例年三月二十一日発行

市政短信

問の自主的な活動気運ｍ

は四月十一日号でお知ら

諸行事に対する援助︒安全

りトぼ市民一般の関心奎局

推進する︒

・交通事故被害占援助活動を

する︒

︵市政だよりの係︶

せする予定です︒

める︒

㈲踏切道の整備ｍ

・踏切道の立体交差化をはじ

め︑保安設備の整備・交通

規制等盈端的に推進する︒

㈲その他の施策

・運転者の労働条件の適正化

固をもとに実施計画をつくり︑

︷礒︑宇治市では︑この計

国や府と協力しあって交通安

・鉄軌4交通の安令泰図る︒

全な零チすめていくことに

を図る︒

・交通の安全を目的八于る団

・自転車駐車対策を推進する︒

していホチ︒

留同団体の育成指導

体︑その他交通に関係のあ

・暴走恣某の強化奎凶る︒

夕確保する︒
・買物・散策道路やコミュニ

る業務侭7曲体について

・救急搬送︒医療体制を整備

・自動車の検査体制の整備を
ティー道路の設置夕推進す

は︑その組織化についての

安全施設など整備

る︒

指導・交通の宜七に関する

図る︒

習などによる教育を充実す

・運転者に対し︑制ぼ的な講

山安令施設の整備充実
・交通安全施設等整備事業に

中村英一宇治観光受貧

森奮耳肖てる会

平井英夫宇治四撰山鳥獣の

会頭
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市務局長

細野富三巨椋池土地改良区

︿−長

林嬰姐宇治市農業協同組

長

とを説明しました︒

放置問題や公害対策の現状な左禰太郎宇治公衆衛生受︷

︵敬称略︶

京大防災研咽町教

授

鷲理事

辻盈子宇治市文化財愛護

士﹇川智恵子宇治市遠合婦人

宇治久世医師会副

会長

9謨脚京都ｍｎｍ苧

川口信博

大阪成蹊女子桁天

同右副喬国長

局長

梶浦栄三郎府宇治地方振興

推進協議会

僑内憲次クリーン宇治運動

治支部長

会六地蔵婦人会長

市議会市民環境常

田村辰夫

任委具笛昌長

良好な環境を守るために︑

教授

加藤彰郎信州大医学部講師

巾嶋Ｂ説子市政モニター

飛田正一宇治警察署長

岸田英夫府宇治保鴎町長・

会が二月二十四日に発足しま

づいて︑宇治市環境保全審議

宇治市環境保全橘本条例に植

屈服京子

︿委員︾

北尾善男

︵副会長﹀

角屋睦

︿会長﹀

さんです︒

委嘱された委員は次のみな

す︒

議していくことになっていま

いての市艮の諮問に対し︑審

境の保全にかかわる問題につ

審議会では︑今後︑都市環

襟心駐車については︑地域

なお︑41での来場はご遠慮く

ら宇治中学侶哺催き祭于︒

三月二十九日囲︑午後七時か

立候補者の立会演説会が︑

▼立会演説会

さい︒

などの管理者にお申し出ぐだ

られるゐぽ︑その施設の院艮

どの不在酋投票指定施設にお

なお︑病院や老人ホームな

秀図会唄務！！＠Ｐ￡つていまず︒

即交通安全教育の充実

ぐるみの指導を充実する︒

・飲酒運転など無謀迎転及び

る︒

関ずる五ヵ年計画などによ
り整備充実を図る︒
口歩行者など温著交通安全
対策
・歩道︑歩行者専用道路を拡
ぷ程Ｔる︒

挙人なにべ殼されているこ

祗辰子︒また︑前住所地の選

とが必要です︒念のために転
入前の市町村の選挙管理委員
会へお問いａわ廿でださい︒

目の不自由な人は9字投票

▼点字投票・代理投票

ができます︒よみかきの不自
由な人は代那授票ができます︒
いづれも︑投票所の係目にお
申し出ください︒

ださい︒
▼郵便による不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病ＪＥ
手帳の交付を受け︑身体に一
定の障害がある人に限り︑郵
便による不在Ｋ投票がでｍｉ

大島和子市政モニター

中野真爾宇治市助役

長

ほ収︑巾僥ぺ言経験者︑

北岡綾子市政モニター

岩本昭造宇治市教育長

崎山好美府宇治土木工営所

各種団体代衣など二十九委員

門川富于市政モニター

荻野和彦京ｔハ農学部助教授

のみなｒｕ−＜？に委嘱辞令が手渡

池田紀子市政モニター

した︒この日︑池本市長から︑

なりますので︒該当する人は

され︑会長︑副会長を互選し

す︒この制度は︑手続や請求

湛粛品萎員会までお問いｃ

た後︑市から︑駅前自転車の
︵選挙管塑菖会︶

わ苓Ｖださい︒

期間が一般の不在煮屁笞異

学識経験者など29委員で

正央宇治市長︶は︑このほど︑第3次宇治市交通安全計画を
決めました︒この計画は︑昭和六十年度までの五年間にわた

票していただきます︒ただし︑

ら宇治巾に転人︒︒一をされた人

混百に︑投票所へ行って

▼不在者投票

投票していただくのが原則で
すが︑出張とか︑病気で入院
など︑どコしても投票所に行
けない場合には︑不在者混作

不在者投晒ぷできる間間は

ができます︒

告︼否日か換票日の前日ま
で︑土・日曜日︑祝日に閔係
なく午前八時半かり午汝五時
まで︑市役所三階の選挙管理

環境保全審議会が発足

る市の交通安全施策の基本となるものです︒この計画のあら
ましをお知らせしましよう︒

選手八名簿に登録されていな

また︑昭和五土八年十二月

▲交通ルールを守って事故をなくそう（大久保交差点）
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男77，755人
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4月11日には

に生まれた人で︑昭和奉宅︿

きる人

士台以後に︑宇治市からＩ示

昭和五土ハ年十二月1μ口
帳に記載されていない人や京

都召ドの各市町村へ転出肖れ

ければなりません︒

都府外へ転出される人は混作

以後に京祁町内の｀⁚市町村か

できないことになります︒

ｍｉれた人です︒住民基本台

年十二月七八Ｅ以前に転入届

みんなそろって投票を

京都府知事の任朋が四月十
五日に満了するのにともなっ
て︑京都府知事選常か四月十
一日間に行われます︒私たち

たの一票か単かしましょう︒

以疫票がで章手八︒この場＜ｎ
には︑宇治市長な謬子る居
住証明潜か住民票の写しが必

関横）

の京都府の発展のためにあな

なＬＶｉに︶とになれます︒この

た人は︑宇治市で堤じてい

は︑転人前の住所地の投票所
なお︑三月一日以咬に宇治
市内で転居届をされた人は︑

101月ａ

114日目球
こ

すい幕（市役所玄

▼宇治市で投票できる人
知事選挙で投票できる人は

昭和一手七年四月十二日以前転居前の住所地の局研で投場合には︑転出先の市町村艮

・ま゛9月

一︒土⁝⁝⁝ｙ〜ｔ ｌＵＪＩ︒⁚日日い︒﹂山川

旦；霜・型
呼びかける大けん

第3次宇治市交通安全計画決まる
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4月11日の投票を

死亡事故防止を重点に
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市の人ロ

宇 ｉ ／ ｒ ｒ ｔ ・宇冶北琶3番地

昭和57年
（1982年）
人口155，590人（前月比109人増）

発行宇治市

（昭和57年3月1日現在）

女77，835人

手帳なくとも輸血

には︑献血ま緊産療機閲へ
血液の需要は年々増加してお

疑問がでてきました︒また︑

たびあり︒この運用について
コレステ？ルや総タンパク

後日︑献血された人令員に︑

献血制度が改正に

提出する必要がなみＩ手︒
り︑将来にわたってこの献血

四月から輸血夕受けた場合

このため︑献血手帳の有無に
者への優先的還元輦葛運用

台帳の縦覧

固定資産課税

案内

かかわらず︑輸血が必要な場

されていましべこラした中

では対処できなぐなると予想

で︑今回献血制度の改正が行

合は血液の供給が受けβれる

われました︒

社会的問題となりました︒そ

を人工的に作ることはできま

だ科学をＥ︶つてして亀血液

いるのですが︑現在のすすん

は︑4月30ぼまでに固定資産

・・・評価額などに不服のある人

階の資産税課ｙ不服の申し出

どおひ︶ ｙとこや雨役所一

まで︵土曜日︑日曜日も車に常

なぶ笙化学検査の結果夕お
知らせし享子︒さらに︑Ｂ型

近鉄は三月十八日のダイヤ
改正1朝のラご
久保駅七時四十二分と八時七
分発の京都行壹君電軍につ
いて︑四両編成からＩ台編成

︲ＶＬＬ ・Ｖ4Ｉ
後4時＝木幡公民館ｙ上略作
品・＝﹁桃太郎﹂︵アニメーシ
ョン・まんか日本昔ぱなし︒
カラー促費券︶︑﹁太陽の

ニメーション︑カラー曾詞

モ子・ホルスの大冒険﹂︵ア

分︶︒︵公民館︶

募集

市職員
ｆｔ体障害者を対象とした市

のプラ″トホームを延長しま

両が大久保駅南側の大久保一

したが︑それでも一両分の車

号踏切上に停車してしまいま
す︒この二本の急行電車の停

消費者コーナー

酸など︑これらの安全性に

も疑凹笞たれていまず︒

中止をしています︒しかし︑

製パン業界も使用の自粛や

してアンケート調査夕行い

在住している−ｎ十五人に対

食パンについて︑市内に

調査結果︾

︽アンケートの

現在でも五〇ＰＰＭまでの

車中は踏切が閉鎖され求ゐ

って︑食パンは米につぐ

べる人が四〇Ｕもあり︑全

ました︒その中でご母日食

食生活の洋風化にともな

主食になっています︒こ

使用は認められているので

で︑危険のないようにご注意

うした中で︑添加物の安全

す︒

ぞル︑保存料のプロピオン

漂白・殺菌の過酸化ベンソ

するための流動パラフィン

パンがか煮笞離れやすく

なかった人がご元ありま

ていない人が一九ぴ︑知ら

感じてる人犯ハ五じ︑感じ

添加物の使用では︑不安を

また︑大久保駅付近の高架

ください︒

工事完成まで駅構内の踏切を

性や量目のばらつ貪苔︑

プでは︑望ましい食パンと

盛芯ない人は一回でしべ

撤去して︑市側に終日の改札

は阿かを老子でみました︒

そのほか︒焼きあがった

食パン聚のぐる問題に消費

職員課で︵玄関でも可︶原則

そこで︑私たちログルー

として本人が身体障害者手帳︑

◇

︵疑問ある添加物︾

食パンは︑小麦粉に食塩︒

油﹃砂糖など名加え︑水

でこねたものを炭酸ガスで

膨張させて焼いたものと言

えます︒

食品添加物の俗用には基

準が定めφれていまずが︑

れているものもあります︒

安忿汪について疑問がもた

とくに︑臭素酸カリウムは︑

小麦粉改良剤として昭和二

十八年に使用が認められた

添加物拿か︑五十一年に

厚生省ガン研究班のテスト

によって発ガン性の疑いが

あると判明し︑大きな問題

となりました︒その後︑消

費者運動の高まりなどで︑

︵商工観光課︶

はないでしよラか︒

のを買ラ生活態度が必要で

ぐ持って︑少しでもよいも

一人ひこり商品知識を正し

そＬで︑私たち消費者も

ぷつに望みます︒

きるパンの製造を心がける

ーカーも︑消費者か安心で

と思います︒また︑パンメ

指導鷺徹底してかりいたい

ので︒品質についての行政

ンを買シという弱い立場な

消賢者は売られているパ

︽まとめ︾

たらよいと思われまず︒

らかなものなど夕目安にし

歯切れや口当昨かよくなめ

のないもの︑④食ぺだ時︑

の︑③色っやがよく︑む召

②表皮の色が均一丿貿罵

体積の割に軽ぐ感じるもの

よいパンタ選ぷには︒①

く実施してほしいものです︒

Ｊ︒に統一した表示制度ダ草

た︒食パンの重さを三友︶

から四一〇Ｊ までありまし

調査では一つっみ三一耳︒

パンの量目は︑食糧庁の

︵量目と選び方︾

ることがわかり濠す︒

加物などに不安か感じてい

で良べられている一哉添

これらから︑多くの家庭

した︒

申込書︑履歴書か痔参のうぇ
申し込んでぐださい︒郵送に

︵職員課︶

実施要眉ど申込書は職員課

よる営に付けはしません︒

にあります︒

幼稚園の
アルバイト教諭
ｙ職種・・・幼稚園教諭ｙ対象
・・ ①幼稚園教諭免許か取得し
ているＬ合公・私立幼稚園を
問わず︑以前に実務経験のあ
る人ｙ申込み・・・市販の履歴書
に必要事項か記入し︑最ｉｙＣＤ
力月以内に撮影した写真を添
付に3月31日までに市教育委
員︿延務課へ︒︵総務課︶

交通指導員
ｙ対象・・・毎朝勤務が可能で
60歳までの健康な人︵男女の

者の関心が高まっています︒

口が設直鳶笛した︒

風味向上

肝炎抗原が陽性の人にはお知

けします︒献血の問い合わせ
にしました︒これは︑市が以

念左ともに︑ご相談らお受

は︑市役所保健衛生課か︑京
前かか応鉄京都線の輪送力増

春の料理教室

催し

このなの︑近妖は大久保駅

れると期待会ｙチ︒

勤時の混雑が少しでも緩和さ

たことにともなうもので︑出

催し

強を︑近鉄へ強く要望Ｕてい

都府赤十字血液センター︵075

︵保健伺牛課︶

1？0111︶へ︒

込み・・・神谷昭三︵四⑩019
8︶さん︑佐藤弘子︵≪⑩5

︵計蒼教育課︶

307︶さんま1

住民検診

市でほ︑職場や学校で喫診
夕受ける機会のない十五歳以
上の市民金星に︑毎年住民
検診を無料で付っています︒
ｖとき・・・3月30日固︑31日
團︑いずれも午後ｔ時かりｖ

日程や場所なとば︑四月一
日に新聞折り込みで案内をお

とｒ乙・・・宇治労働セツルメン

の星野美贅言兄ｖ費用・・・無

季節料理ｙ講師＝・料理研究家

トｙ内容＝・花見を楽しぐする

届けずる予定です︒
︵保健衛生課︶
交通事故相談

戮ただし材料費チ五百円▼
定員＝・いずれもＳ人ｙ申込み

㈲日本損害保険協会では．
ｍ事故でお困りの人のため

ｙ職種上般事務職︑土木

職員か募集し濠ｙ︒
費千五百円を添凡て宇治労働

技師とも若干名▼受験資格⁝

・＝料理開催日をλ口選び材料

セツルメントまで︒定員にな

技師の職務巡行が可能な人②

護者なしに一般事務職・土木

①目力で通勤がでぺかつ介
︵交通労政課︶

戻第締切り事︒

に無料で相談に応にそ蛮チ︒
Ｖとき＝・午前9時半から午
後4時半︵平日︶︑土曜日は
・正午まで︵弁護士相談日は毎
週木臓日午後1時から4時︶
Ｖところ・＝京都自動車保険請

般事務職は学歴盈問わないが︑

月1日までに生次れた人③一

． 昭和26年ｔ月2日から測年ｔ

学校教育法による高校卒業程

※離形とは焼きあがったパンが「焼きがま」から
離れやすくすることです。

ぷっになります︒こフして本
来の意味での献血制度に改正

Ｖとき＝・4月1日から20日

57年度の固定資産課税︵補
充︶台帳の縦覧を行います︒

こで︑正常な血液の必要量を

せぺまた長期の保存もでき

までの午前9時から午後4時

確保するため︑献ぽずる人に

ません︒今まで以上多くの市

血液の需要はｔハきくなって

ご協力を

献血に

されました︒
献血制度がスタＪトしたの
は昭和三十九年かな子︒そ
の当時はまだまだ売血による
血液が大部分で︑そのため輸

優先的還蓉建前八じた運用

出ることができまず︒

評価審鳶吏員会に文書で申し

血後に肝炎が多琴恚など︑

によって献血事業か于すめて
民のみなさんに献血をお願い

︵資産税課︶

しなければなりません︒

しかし︑年齢や塵唄上の理

太極拳教室

きました︒

献血されるときは︑・まず医
師による問診︑血圧や比重の

由から献血のできない人︑ま
た身寄りのない人たちが輸血

Ｖとき・・・4月1日がら9月
30ぼまＶの屋米曜日午後7
時半から9時Ｖところ・未幡

親子映画のつどい

午前10時＝小倉公民館︑同午

ｙとき・ところ＝・3月27日

41︶烏丸通七塞ドル︑日本

後1時←函桁公民館︑同午

求相談センター︵尽帥30

牛命京都駅前ビル京都調査事

公民館Ｖ対象・＝小学生以上で
市内に在住および勤務トそい

務所内︒︵交通労政課︶

別は問いません︶Ｖ勤務場所

毯区内︑菟道第二小学校区内︑

・・・菟導小学校区内︑木幡小学

酵棄
炭酸カルシウム

4月から

る人！貨・・・40人ｙ参加賛＝・
大人二千円︑そこを千円Ｖ申

上の学校忿末課程聚修得し

離形※

度の学力か肴する人里末技

にば︑大別して次のようなも

宇治小学校区内Ｖ募集人員・・・
各校区ｔ人Ｖ申込み・・・市販の
履歴書に記入のう4Ｑ月24ぽ

︵交通労政課︶

までに交通労政課へ︒

訂正
談カレンダーでお知らせしま
した︑青少年相談の日程は︑

流動パラフィン

消費生活モニターＤグループ

防腐剤

師は学校教育法による高校以
かかわらず︑仕事の内容や収

た人⑤視覚・聴覚︑音声言語

活字印刷文︵点宇忿朕く︶に

占の交付か受けている人⑥

者で身体障害者手帳︵6級以

機能の障害者又は肢体不自由

のがあります︒

条件をつけて︑買いたたいた

で章エつ怠裂品にいろいろな

て多額の講習料など夕取り︑

第一は︒内職講習会と称し

入が約束と違フといったヶＩ
スが多く︑これがいわゆる︒
インチキａ？の実態です︒
また︑作年工賃未払いで摘

よる出題に対応できる人⑦昭

発されか業者は几社︑労働者

り︒買い上げか拒侮言ずる

和回答月1日現在宇治市内

まで引壹響市内に住所か肴

老化防止
デンプング＞）コール酸ナトリウム
保水，弾力増強

測定をします︒そして採賜

仕事の種類は︑家庭で内職を

インチキ内職に注意を

を必要とした場合な戸石たび

らせしま哭
◇

希望ずる人が短時間雇用に次

数では七百九十二人︑被害額

ものです︒

する人︒︵竿決試験﹀▼と

9困の誤りでした︒訂正し︑

卯品となっていますが︑24

おわびします︒

パンの添加物に不安

（保存料）

プロピオン酸カルシウム
〃ナトリウム

内職する人の募集ちβに羊
電柱のは昨紙︑週刊誌の宣伝

内職案内が数多く目につ章ま

いで多くなっています︒また

女子就業希望者の希望ずる

す︒そして︑甘幻岳文句に

は八千万円夕超えています︒

が得られる怠示じ︑高額な

に住所夕有し︑申し込みの日

機械を市価の二倍ほどの価格

第二は︑相当高い工賃収入
いわゆるぶ薗寝八夕や摘

これぱ︑ほんの一角にすぎず

発までいかない件数ｉＭ・ＱｉＱ

で売りつけ︑工賃の取ひ決め

朝のラッシュ時

込み・：3月23日から27日まで

ら▼ところ・：市職員会館▼申

きミ3月28日向午前9時半か

と︑相当な被害状況になると

す︒︵交通労政課︶

臭棄酸カリウム

6両の急行が停車

はあいまいにしであるもので
このよシ﹃インチキ内職

パンに使われる主な添加物

近鉄・大久保駅

推測されます︒

膨張剤

乳酸
塩化アンモニウム

広告など︑条件のよｍ＞ Ｍｉ

のって被害にφつケースが多

実質収入が減り続けている中

証料などを支払っだのにも

名額の講習料や機械代金︑保

うと内職にとびついたものの

少しそも家計の足しにしよ

文句にひかれがちです︒

婦にとっアほ︑つい甘い宣伝

で︑家計を憑ふる家庭の主

く︑社会的な問題となってい
ます︒
労働省で吠インチキ内9
夕取り締まる一方で︑内職を
求のる人にも十分な注意之呼
びかけています︒
そこで︑今回は︒インチキ
内回ｒの実例など忿含めお知

用途
漂白，殺菌

添加物名
過酸化ベンゾイル

いのちを救う
あなたの献血

（2）
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