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編集

広

報

本市では︑現在二十一世紀に向けて︑京都府南部の中核都市にふさわ

映させるため︑市民意識調査を実施しました︒このほど︑その結果がま

調査結果の主な内容は︑次

れた都市﹂︒魅力については︑

しい﹁夢とロマン﹂のまちづくりを目指して﹁宇治市第三次総合計画Ｌ策定
の作業を進めています︒その中に︑市民の皆さんのご意見・ご要望を反
とまりましたので︑その概要についてお知らせします︒

偏aがないぷつに約三千入を

史・文化﹂という回答が多く

宇治市の恵未れた﹁自然・歴
宇治市のイメージは︑﹁衛

育成﹂と﹁商業振興・商店街の

体としては﹁普通﹂が五五・六

て地域差があり車ふ︑市全

％︑﹁ややよい﹂が二三・三％︑

整備﹂︒文化・教育・スポーツ
については︑﹁美術館・博物

の三占め︑居住年数が少な

して二十年以下の人が約三分

去る十一月二十二日困︑市政モ

ニターの施設見実冪行いました︒

これは︑市の現状を知っていただ

き︑市政について理解を深めてい

ただぐことか白的に昭和四十九年

度から実施︒今年で十六回目とな

当日は午前十時から︑東宇治浄

り毒司

化センター・折居清掃工場・文化

を見学︒参加された四十人の市政

センター・総合福祉会館の四ヵ所

合理的な設備に感激した﹂︑﹁今ま

モニターの皆さんからは﹁近代的・

で知らなかった部分がよぐ分かり

を守るため︑日夜努力されている

よかった﹂︑﹁市民の快適な暮らし

ことに感謝﹂などの感想が寄せら

れました︒

II、文化

のとおりです︒

うるおいのあるまちづくり

い人が多い割りには︑約七九

広報課

企画

センターでの熱唱をドキュメントで。

Ｉ

無作為に抽出し︑郵送により

については︑﹁宇治川などの

涯の人が﹁宇治市に住み続け

中心に100人で構成。12月9

﹁自然・歴史・文化﹂に

今回の市民意識調査は︑今

実施をしたもので︑回収率は

課題はあるもののどちらかと

いえば全体的には﹁住みょい

﹁非常にょい﹂が二・七％あり︑

まち﹂とい之評価をうけてぃ

館・図書館﹂と﹁ｆｔ近なスポー

については︑﹁在宅福祉の充

ツ広場の整備﹂︒高齢者福祉

実忿賢ｙのとした全般的な対

ると思われます︒

親水空間の形成﹂︑﹁コミュニ

たい﹂と答えており︑宇治市

定住意識については︑居住

策﹂が主なものとなっていま

ティー道路・緑道の整備﹂が

に愛着を持たれていることが

す︒

重要であるという内容になっ

地域での活動については︑

わかります︒

てい未了︒
生活環境にかかおる評価に

七％と非常に少なく︑﹁積極

﹁積極的に参加する人﹂は三・

ど参加しない﹂人欠昌せる

的には参加しない﹂︑﹁ほとん

と約半数にもなり︑消極的な

折居清掃工場などを見学

市民参加の第九合唱団

テレビ広報

12月23日（祝）午前10時から

WIφ

ついては︑個々の内容によっ

明

傾向が見られることから︑地

域のコミュニテ″Ｉ形成のう

ぇで今後の課題になると考え

肩来人口については︑﹁二

られます︒

十万人程度﹂とする意見が一

番多く︑最大でも﹁二十五万

人程度﹂と回答され︑大幅な

人口増加は望んでいないこと

がラかがえ毒ｙ︒また同時に︑

市政モニター施設見学会

さわやか宇治

／
９：ｌ
Ｉ

年の七月から八月にかけて︑

かおり、お茶は全国に誇り

なってい未了︒また︑将来の

▲自然環境に恵まれ、歴史と文化の

星都市﹂︑﹃歴史・文化に恵ま

宇治市については︑﹁みどひ
豊かで︑安心して暮らせる︑環
境のよい住宅都市﹂というイ
メージが浮かび上がって章
す︒
将来に向けて実現すべき課
題としては︑﹁公共下水道の
整備﹂がト″プで︑﹁自然環境
の保全﹂︑﹁自然・歴史貧用
したまちづくり﹂︑﹁駅前再開
発・商店街整備﹂と続いてい
未了︒産業については︑﹁宇
治茶・陶芸などの地場産業の

不

その他

へ移りたい
市内の他場所

たい
市外へ移り

み続けた

人口の増加は﹁特に抑制すべ

きでない﹂という意見が約五

八託采拓てぃ未了︒

〜響け/歓喜の歌声〜

大きな魅力
二十歳以上の市内在住者の中
四四・八％でした︒

▽畜産環境対策事業補助金に
八亘︿十五万二千円︒

万五千円︒

(定住意向)

から︑地域・年齢・性別などに

一般会計補正予算案など

▽井川排水機場除塵スクリー
ン修理費に三百五十万円︒
▽防火水槽新設費に九百八十
万円︒

乖ｙ︒今回の補正予算案の主

▽林道災害復旧費に二百土八
と国ぼ事業会計・水道事業会

︿国保事業会計﹀

▽受託工事費に千八百万円︒

費に二千三百万円︒

▽給水管移設工事・路面復旧

︿水道事業会計﹀

三百す１ 万円︒

▽電算システム変史委託料に

な内容は︑次のとおりです︒

入費に六千三百四十万四千

▽㈹五ヶ庄北集会所等用地購

︿一般会計︾

計の補正予算案︑条例改正三
件︑一股一件の計七議案が提

一般会計の補正予４額は四

出されていふ子︒

▽基本健康診査委託料追加に

円︒

︒千二百五十八万五千円︒

千八百二十五万四千円で︑補

千五百四十四万二千円となり

正吸の予算総額は三百九億五

900人
(65.6％)
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市民意識調査の結果から

７議案を審議
宇治市議会十二月定例会は︑
十二月七︲から二十二日まで
の︑十六日間の会期で開かれ
ています︒一般質問は︑十二
日から千四日の三日間が予定
されていふ子︒

・

示三号︶

この定例会には︑平成元年

問.現在の場所に住み続けたいと思うか？

市民第九合唱団は、お母さんたちを

ぜひ、ご覧ください

KBS京都TV
15分間
UHF34ch

21人
(1.5％)
105人
(7.8％)

｢市内に住み続けたい｣が8割
どＣとメｔメコ！︒︒Ｃ ︒︑一ｔ．一Ｊ︒︒

1057

沁

に度石会計補正予Ｕ

住い

12月定例
市議会
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青少年問題の悩みなどお気軽に

●−皿

▲熱心に見学するモニターの皆さん(東宇治浄化センターで)

地域医療の在り方を考えタ
ー老後をどう生きるかＩ

急速に進駐﹃齢化社会の中
ろな視点から府議するパネル

者や市民代表を招き︑いろい
家政大学教授・評論家︶︑徳永

ネラー⁝樋口恵子さん︵東京

パネルディスカッションを開催
で︑今︑私たちは地域社会に

らせ
︵国民健康保険課︶

京阪宇治交通のバス停と同じ
です︒

お知
おせち料理講習会

▼とき・：12月22日廊︑午前
10時Ｉ午後Ｌ時▼ところ・・・木
幡公民館▼内容・：正月向料理

力雄さん︵関西医科大学教授︶︑
塩谷敏義さん︵宇治久世医師
▼指導⁝料理教室講師・寺崎

▼とき・・・12月24日面︑午後
会会長︶︑二宮具子さん︵宇治
ひろ子さん▼定員・：24人︵先

ディスカッションを開去乖す︒

１時〜４時▼ところ・・・文化セ
市民生児童委員︶︑中野真爾

根差した医療と福祉の在り方

また︑日ごろの健辰っくりを
ンター小ホール▼定員・・・400人

を考えなければなりません︒

通じての予防と自己の健康管
▼コーデ″ネ１ター・・・行天良

高校や大学の受験時期が

ない﹂というような苦情が

され︑家庭教師が果てぐれ

○映画﹃田舎の日曜日﹄
講師 美里美寿々さん テレビキャスター

講演
と﹃映
つ
ど
○講演
あな画
た失の
敗する
勇気
があい
りますか﹄

が必要です︒市役所の国民健

︵木幡公民館︶

木幡公民館︵豊⑩8290︶

申し込み・：教材費か添えて︑

三角声ん︑持ち帰り用容器▼

せて︑おかあさんほか︒午前

④２月６日脚＝おはなしχか

体をつかって︑いちにいさん

︵中央公民館︶
消防設備士試験

１１︶へ︒

２時〜▼ところ⁝中央公民館

▼とき⁝12月16日出︑午後

公民館映画劇場

子20組︵抽選︶▼おやつ代・：︱

の子芦七とその親▼定員・：親

きる市内在住の２歳上厩学前

10時〜正午▼ところ⁝中央公
民館▼対象・・・４回とも出席で

︵分︶署で▼願書受け付け⁝12

と講習会要綱の配布・：各消防

区下鴨半木町１の５︶▼願書

ところ・・・京都府立大学︵左京

６時半〜８時半▼ところ⁝中

▼とき...CM月23日㈲︑午後

親子クリスマス会

︵大久保青少年センター︶

当日︑直接会場へ．

▼参加費・：無料▼申し込み・・・

︵光華女子学園人形劇クラブ︶

問い合わせは青少年婦人課︵豊の5162︶へ︒

ニティセンターと青少年婦人課にあります︒

れあいセンター︑中央図書館︑西小倉コミュ

整理券は市役所玄関受付︑各公民館︑各ふ

保絹入場無料︵整理券が必要︶

素敵な人生を送るためのメッセージ

康保険課と高齢者福祉課の窓

へ︒

持ち物・：筆記用具︑エプロン︑

口︑各公民館︑西小倉コミュ

▼入場料・：無料▼上映作品⁝

▼とき⁝２年１月21日面▼

バスを運行します︒帰路も︑

文化センターまでの専用連絡

終了後︵午後四時十五分ごろ︶

央公民館▼対零：親子70人

１午後４時半︑都文化ビルデ

月18日側122日廊の午前９時
保母▼申し込み・：往復はがき

″ング２階︵上京区釜座通り

７８︶へ電話で▼主催・：野外

︵先着順︶▼費用・：三百円▼申

の往信に親子の氏名・住所・電

丸太町上る夷川町380の２︶▼

し込み・：市民体育課︵内線４

話番号︑親の年齢︑子の生年月

活動協会． ︵市民体育課︶

ティーサービス

︿生け花教室﹀
▼とき・..'＾^月24日㈲︑午後

合福祉会館▼対象⁝市内在住

１時半〜３時半▼ところ・・・総

し時〜３時▼ところ：大久保

の視覚障害者▼指導・：都禾生

年末年始

無火災で過ごそう

青少年センター▼内容・：影絵

▼とき・・・12月23日㈲︑午後

クリスマスーミニ劇場

５剛3945︶へ︒︵消防本部︶

問い合わせ・・・㈲消防試験研究

の合格圏へ﹂とか﹁今から

﹁短期間で確実に希望校

甘い言葉に注意

18日剛必着で中央公民館︵〒
Ⅲ折居台１丁目Ｉ︑Ｓ⑩１４

日を記入し︑復信のあて名に

組二百円▼指導・・・中央公民館

るよシな重要事項について

センター京都府支部︵Ｓ０７

﹁京都の茶﹂︑﹁京菓子﹂︒
︵中央公民館︶

これらは︑受験指導など

は︑契約書に記載しなけれ

ご利用ください︒停留所は︑

親と子のあそびの教室
▼とき・内容・：①２年１月
16日脚乙簡ビリビリほか②
１月24日困止

をシたって︑参考書などの

ばならない﹂と定めていま

て︑こねこね③１月30日㈹ａ

学習教材金冗りつける商法

す︒

甘いセールストークに惑わ

でも十分間に合う﹂などの

されずに︑今︑本当にそれ

滋売の条件となると 戸

の提供がなければ︑消費者

が必要かどシか︑十分検討

は十数人のグループ学習だ

聞いて入会したのに︑実際

別指導夕受けるシステムと

訪問販売等に関する法律

が頼りです︒

約書やパンフレ″卜の表示

は間違いが生じやすく︑契

ビス内容は︑口頭の説明で

なＩを︑契約書やパンフレ

口頭での約束と一致するか

素れているか︑塾の内容が

家庭教師が契約内容に含

断される場合をいいます︒

で解約できる制度がありま

契約日から八日間は無条件

クーリングーオフという︑

問販売などによる契約には︑

課内︶に相談しましょう︒訪

消費生活相談室︵自治振興

れたと気付いた時は︑市の

てください︒

火の取り扱いには十分注意し

かり﹂の火事を出さないふつ︑

忙しさに追われ︑つい﹁うっ

火を使うことが多くなり毒男

しさに加え︑寒され禾格化し︑

これからは︑師走のあわただ

用心七つのポイント﹂をそひ

には︑火の元の点検と﹁火の

ましょう︒

か４ ハ切な生命や慰曼寺り

りが火災予防聚心掛け︑火災

を展開しホｙ︒市民一人ひと

スローガンに︑火災予防運動

１２月２０日から火災予防運動

だ悪質な商法の被害にあう

った﹂とか﹁説明では︑契

今年も残すところ半月余り︒

人が︑毎年この時期になる

約金額に塾も含書れると思

と増えて爆ます︒

生や親の気持ちに付け込ん

例えば︑訪問販売やダイ

す︒

①寝たばこやたぱこの投げ

︿火の用心七つのポイント﹀

実行してぐださい︒

家庭でも︑出る前・寝る前

レクトメールなどで﹁家庭

″トで十分チエ″クト蚤し

火災で過ごそラ年末年始﹂を

日出か旦月十日困まで﹁無

消防本部では︑十二月二十
や割賦販売法では︑﹁サー

︵自治振興課︶

ったのに別料金だった﹂な

が契約と違ったり︑だまさ

もし︑契約した後で内容

しましょう︒

が商品を購入しない﹂と判

というのは︑﹁そのサービス

による苦情です︒
契約内容を
十分チェック
家庭教師や塾などのサー

住所・氏名を記入して︑12月

に逆コースで運行し毒ｙので

館でお渡ししています︒

ニテ″センター︑総合福祉会

入場は無料ですが︑整理券

着順︶▼教材費・・・千八百円▼

理が︑強く求められてぃま罵
雄さん︵ＮＨＫ解説委員︶▼パ

︵宇治市助役︶︒

これらの課題を︑学識経験

コーナー

迫ってきました︒受験生や

目立ってい未了︒また︑﹁個

消費者

受験生の親には︑今が一番
精神的につらい時期ですが︑
希望校への入学を目指して
頑張ってください︒

午後1時〜4時15分

教師派遣の契約をしたが︑

家庭教師派遣の契約
実は学習教材の販売だった

2年1月20日(土)

ビスが商品販売の条件とな

ところで︑こうした受験

美里美寿々さん

どの例もあります︒

用され、使用者がこれを保障しないと処罰の対

最低賃金は常雇・パートなど、全労働者に適

象となります。下の最低賃金(10月4日改正)が

守られているか確かめましょう。
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