前に使用申し

の場合は︑事

−−

◆ゲートボールコート⁝約

込みが必要で

． ￥１ ：ｒｌｌｌ〜 ｉ ｌｌ！⁝⁝

︵テニスコート︶

ｆ・︲ Ｉ

；ｉ．︒４−１︒ＩＩＩｊ

し

−

‑

96,871人

一般会計補正予算額は十

予算総額は五百四十一億三

千九百二十五万一千円です︒

◇緊急地域雇用特別対策事

: … … … T 上 士 … … … … ニ , ふ … … … … … … … . . ． … … … 。ij、，..＿j

︵ゲートボールコート︶

︵多目的コート︶

４

業費＝五千万円

◇少子化対策臨時特例事業

費＝二億一千六十三万円

◇中小企業振興事業補助金

追加＝七百万円

◇剛宇治廃棄物処理公社補

助金＝七千八百七十万円

◇難視聴対策費追加＝二千

五百四十万円

◇ＪＲ奈良線新田駅構内都

市計画道路宇治淀線こ道橋

新設事業費旦二億六千九百

七十六万二千円

◇一般道路改良事業費追加＝

◇道路維持修繕事業費追加Ｈ

六千百万円

ほか︒

審査委員会委員の選任同意

路線の認定︑固定資産評価

工事請負契約の締結︑市道

木幡保育所建替事業建築

︿その他﹀

など十一件

環境美化推進条例の制定

︿条例﹀

業など二特別会計

このほか国民健康保険事

千二百万円

◇公園維持管理費追加＝二

業費追加旦一千五百万円

◇黄璧公園プール再整備事

六千万円

治

‑ｊ

し.‑

卜祀こいi………

ｆ

｀

・．

ｔ．
ｉ

＝‑

・●

．

一般会計補正予算など

市議会9月定例会が閉会

ヽ−

５４０平方メートルの広さ

す︒

防災計画﹄を作成し︑以来︑

また︑平成七年一月十七
一一｀ＩＩ Ｉ ︲ｌ︒嗜ＩＩ︑

ご覧いただけます︒

･‑

市内在住・在勤か市内の各

で︑クレイ舗装のコートが

使用申し込みなど詳しく
は西宇治公園管理事務所

黄聚公園管理事務所︵033

︵021・8775︶︑または

・

94,194人

女

/A
mm

ふれあい広場などが完成

種団体に属する以外の人は

１面あり︑使用は無料です︒

0平方メートルの広さで︑

◆ふれあい広場・：約140

お︑午後６時から９時まで
の夜間使用の場合は︑照明

２倍の料金になります︒な

代として１面１時間にっき

Ｉ 一 ・″一Ｓ・｀一︲一■■

−−

男

テニスコート・多目的コート・

市が四月から整備を進めてきた西宇治公
園︵宇治市小倉町蓮池二十−一︶のテニス
コート︑多目的コート︑ゲートボールコー
トやふれあい広場などがこのほど完成︒十
一月一日側から使用していただけることに

子どもの創造性１ 月む遊具

ロビーに設置

３００円か加算されます︒

している予約
端末機ででき

などを設置したふれあいと

ますが︑利用

◆多目的コート・：約５００

また︑あわせて１００台

者カードが必要です︒

憩いのスペースです︒

収容の駐輪場が利用できま

面バスケ︒ト︵ズリーオン

す︵駐車場はすでに使用開

・

使用申し込み

始済み︶︒

スリー︶および壁打ちテニ

※使用料金＝昼間は無料
で自由に使用できます︒た
だし︑午後６時以降使用の
場合は申し込みをし︑夜間

・4001︶にお問い合わ

宇治市議会九月定例会は

せください︒

テニスコートの使用およ

九月十七日から十月六日ま

び多目的コートの夜間使用

照明代として１時間にっき

での二十日間の日程で開か

３００円か必要です︒

市では︑今後︑﹃一般対

れ︑一般会計補正予算や環

被災地への支援体制など︑

策編﹄と﹃震災対策編﹄の

境美化推進条例︑工事の請

防災計画・震災対策編﹄を︑

いて︑災害に強いまちづく

二つの地域防災計画に基づ

負契約など十九議案を可決

体における災害予防対策︑

今回作成した﹃宇治市地

りの推進や災害対策の充実

ｒ

(1999)

‑^^sこrりi

ト▽ハ・

19議案を可決・同意

域防災計画・一般対策編﹄

に取り組むとともに︑より

・同意しました︒主な内容

従来の計画にはなかった事

は︑風水害対策を中心とし

充実した内容となるよう︑

は次のとおりです︒

項を加えています︒

た従来の地域防災計画を震

今後ともこれらの計画に検

平成十年六月十五日付で作

災以外の各種災害に対応で

討や見直しを加えていく予

成しています︒

見直しを加えながら︑市の

きるように充実したもので

定です︒

一億五千四百七万二千円で︑

災害が起こった場合の応急

防災対策の基本としてきま

す︒阪神・淡路大震災の際

これらの計画書は︑市役

なお︑補正後の一般会計

主な内訳は次のとおりです︒

対策︑復旧対策などを定め

日に発生した

に注目されたボランティア

所一階行政情報室や中央・

い人たちの安全確保︑大規

︿一般対策編の内容﹀

阪神・淡路大

の育成や活用︑障害者や高

東宇治・西宇治各図書館で

るもので︑宇治市では︑昭

震災を契機と

齢者︑女性など災害によっ

和三十九年に﹃宇治市地域

した︒

して︑震災対

て特に強く被害を受けやす
来の地域防災

模な事故が発生した場合の

＿二で?？?F。＿̲

◆この宇治市政だよりは︑古紙配合率仰％の再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

内線2052︶︒

回企画管理部総務課︵昔

計画とは別に︑

体制︑広域的な応援体制や

︿補正予算﹀

るために︑従

策を充実させ

−．

191,065人（前月比64人増）
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スに利用できます︒

平方メートルの広さで︑半

難

﹁宇治市地域

さわやか宇

テレビ
広報

なりました︒皆さんのスポーツの場︑憩い
の場として気軽にご利用ください︒

Ｏ平方メートルの広さで︑

圃公園緑地課︵昔内線2419︶

十一月一日から使用でき
足にやさしいソフトコート

使用で1300円︒ただし︑

※使用料金＝Ｉ面１時間

９時まで利用できます︒

ります︒夜間照明付きで夜

︵砂入り人工芝︶が２面あ

る施設の内容は次のとおり
です︒
Ｉ ｊａ

施設利用の内容
Ｓ−

−−−−−

･｀m‥‑晶
ｗ゛‑‑'｡マ
ｒ

ごみのないきれいな街に
宇治市環境美化推進条例を制定
10月30日（土）午後5時〜（

一丿

−‑−

〃
･￢７

−￢

15分間）KBS京都UHF34ch

‑−−

宇治市防災会議︵会長＝
久保田勇宇治市長︶では︑
このたび︑﹃宇治市地域防
災計画・一般対策編﹄を作
成しました︒
︿地域防災計画とは﹀
地域防災計画とは︑災害
対策基本法の規定に基づき︑
各地方自治体が︑その自治

一般対策編

◆宇治市政だより⁚︲月１日号は︑10月31日向に新聞折り込みします◆

1121

コ

レ

治公

宇治市地域防災計画

◆テニスコート⁝約１８０

一般対策編』を作成

園
宇治市紡災会議

西宇
『宇治市地域防災計画･

A]

69,356世帯（前月比66世帯増）

ご11'8に

世帯数

昌
察

口
人
の
市

（平成11年io月1日現在）

第1221号

宇i台T↑ii改だより

白市役所ぺお電話

1999年（平成11年）10月21日発行（２）

情報

゛･･

････｀･:゛7...、

･.・･..゛;Iλ････

･・.I

3141

＼ﾉ(代表)ﾉ……=万ﾕゝ:万IIj=jI=万

‑

.ｺﾞﾌ.:……ド……E=7.:･.゛゛='=･E
■■

♂

占

■

.･=･.=･.2i･゛･.=1･･r･.･=で八ヅヅ･;9･Tト･ぐ行･y.‥･=ト………r………}………::･..･=.･･:･･=I･･l･.･
■■

:

･i･.･･:.I

=
‑

.へ■

■■

■■■■■

■■

■■■

■

■

∧回本郷噫やや

■城南勤労者福祉会館

先着70人[〉費用…無料 Ⅲli月15
日(月)までに社会福祉協議会(a22

29日〜12月13日の月曜、午前10時

館(S41‑7450)へ、

‑5650、FAX22‑5654)へ。

■ペタンク
>とき…10月30日出、午後１時

ii/2o出 痴呆になっても安心して暮
らすために

〜４時(雨天中止)t＞ところ…南宇

12/n出

治コミュニティセンター

[illi叫ト沁参＼＼
∧･ｻ

t＞費用…無料

■赤十字救急法講習会

ター（324‑6511）へ。

17点、植物公園20点(入園料が必

レとき…11月21日(日)、午前lO時〜

京都府麻薬･覚せい剤禍撲滅運動

午後５時[〉ところ…中央公民館t＞
対象…15歳以上の人(中学生を除
＜)[＞定員…先着30人卜教材費…
圃日本赤十字社京都府支

｢ダメ。ゼッタイ｣

催し

[〉とき…10月24日(日)、午後１時
凹社会福祉協議会(S22‑

供(一人10冊まで)。E〉とき‥･11
月７日(日)、午前９時〜午後５時

講料…１万1000円。
＜パソコン活用W.98＞[>とき…

さん(322‑8538)

(なくなり次第終了)E＞ところ…

(日)、午前10時〜午後３時半

中高年コース)〉[＞とき…11月25日
〜12月10日の火・木・金曜、午前

10月27日(水)から

９時半〜午後３時半。14回[＞受講

＜木の実展＞r＞とき…10月26日
昌同

〜11時半E〉ところ…木幡公民館[＞

館(332‑8290)。

対象‥一木幡(南山以外)■炭山・

・米消費拡大事業｢お米を使った

商業・法人登記の印鑑証明事

吹)〜11月７日(日)。
生涯学習・スポーツ

料理教室｣

10か月(第１子)までの子を持つ母

[＞とき…11月２日(火)、午前９時

宇治市ふれあいのまちづ

くり運動推進協議会では︑

十一月をふれあい月間とし

て地域での福祉活動やボラ

ンティア活動に対する市民

商工観光課内･昔内線2218

11月はふれあい月間

支え合い〜﹂▽内容⁝模擬

して〜出会い・ぬくもり・

紀︑共に生きる社会を目指

めた冊子︵Ａ４版︑42ペー

の活動をコンパクトにまと

る福祉・ボランティア団体

市内を中心に活動してい

追加接種は一回で必要な免

二回受けていれば︑今回の

福祉教育交流会

店・パネル展示・ステージ

▽とき⁝11月27日出︑午

後１時半ｙ４時半▽ところ⁝

ジ︶を無料で配布します︒

◆ワクチンの免疫効果

子どもの時に予防接種を

疫が得られると考えられま

発表・相談コーナーなど︒

す︒

予防接種の副反応

◆大人に対するポリオ

生涯学習センター▽内容・・・

回狂命稲祉協議会︵022・

5654︶Ｏ

５６５０︑ファックス22・

ポリオ生ワクチンは副反

希望者は総合福祉会館まで︒

でお越しください︒

活動紹介冊子の配布

ポリオワクチンの追加接種について

クチンですが︑接種を受け

のために起こったのではな

できる限り公共交通機関

実践報告・講演︵テーマ＝

福祉教育の現状と課題〜学

ムの変化から〜︶▽参加費・：

校の福祉教育のカリキュラ

Ｉ宇治福祉まつり

無料

圃保健推進課︵昔内線2262︶
応のほとんどない安全なワ

いかと考えられるような麻

た人または接種を受けた人

▽とき・：11月７日㈲︑午

蝉を起こす例があります︒

の家族等で免疫のない人が

接種を受けられることをお

前10時半〜午後３時︵小雨

勧めします︒

きわめてまれに生ワクチン

①ポリオウィルス常在国に

昭和五十年から五十二年

生まれの人はポリオの免疫

渡航される時

◆副反応があった場合

を保有している人の割合が

②お子さんがポリオワクチ
ポリオワクチンの接種に

他の年齢層に比べて低いこ

ださい︒市町村が行う定期

とが厚生省の調査でわかり

予防接種対象者以外の人が

ただちに医師に相談してく

律に基づくものではなく任

受けた予防接種は予防接種

より健康被害が生じたり︑

意接種の対象となり自費で

ンを受ける時

接種を受けることになりま

め︑医薬品副作用被害救済

法に基づくものではないた

ました︒次のような場合は︑

す︒なお︑希望により抗体

※この場合の予防接種は法

検査実施後︑予防接種を受

３５０６・9541︶ へご

研究振興調査機構︵Ｓ０３・

相談ください︒

けることも可能ですし︑抗

種を受けたとしても︑特に

体を有している人が予防接

再度ポリオワクチンの予防

トラブルが起こった時に

は消費生活係に相談して

ください︒クリーニング

に出す前も︑受け取った

時も︑点検はしっかりし

ましょう︒店の人と一緒

に点検する事をお勧めし

なるということはありませ

副反応が発生する率が高く

ん︒この抗体検査費用につ

いても自費です︒

◆ポリオについて

ポリオ︵小児麻庫︶は感

染した人の便中にポリオウ

ロに入ることで感染します︒

ィルスが排泄され︑これが

感染しても九〇〜九五％の

人は症状が出ないで免疫が

できます︒五〜一〇％の人

はカゼ様症状を呈し︑〇︒

一〜〇・五％の人に麻庫が

現れ︑永久に麻庫が残った

り︑呼吸困難で死亡するこ

(京都市中京区・aO75‑311‑5311)

毎月第1水曜日
午後3時〜４時

ます︒衣類を受け取る時

には預かり証を必ず受け

取り︑ビニールははずし

て風通しの良い場所で乾

かしてから保存しましょ

う︒クリーニング事故を

避けるためには信頼でき

る店を選びましょう︒ク

リーニングをしても新品

同様になるわけではあり

ません︒大切な衣類を長

く着るためにも︑ブラシ

をか廿たり汚れがっいた

らすぐに落とすなどの普

段のケアをこまめにする

ことが大切です︒
とがあります︒

毎月第３水曜日
実施日 午後２時〜３時

京都市立病院

ひろげよう

決行︶▽ところ⁝総合福祉

会館一帯▽テーマ・：﹁21世

には︑クリーニング店の

ミスによる場合もありま

すが︑そうでない場合も

あります︒何年か着用し

ているうちに自然に傷ん

だり︑着用時についた汗・

汚れ・擦れがクリーニン

グに出した事により︑表

面に出てきたりする場合

もあります︒

クリーニングの事故原

因を究明するのは大変困

難で︑時間が経つほど更

に難しくなります︒この

事例の場合でも原因がク

リーニングのミスだとは

断定できません︒また︑

全国ク︒リーニング環境衛

生同業組合が定めている

クリーニング事故賠償基

準では︑補償の期間は客

が洗濯物を受け取った後

から六か月以内としてい

ますので注意が必要です︒

(京都市北区･a075‑431‑612l)

福祉の輪を

Ｊ゛．．、．ご゛、

▲元気いっぱいに発表して
いる昨年の福祉まつり

実施機関

額668円の誤りでした。おわびし
訂正します。

の理解と関心を高め︑安心

して生活できる﹁福祉のま

ちづくりの輪﹂を広げるた

めに︑次の取り組みを行い

ます︒

クリーニングの事故

四月にクリーニ

を避ける為には

Ｑ
ングに出した冬物

のコートに大きな穴が開

いている事に気付きまし

た︒このコートはビニー

ルを外さずに受け取った

時のまま保管していまし

た︒クリーニングのミス

だと思うのですが補償し

てもらえるのでしょうか︒

Ａ
クリーニングの
事故が起こる原因

消費生活
相談室から

府最低賃金は日額5,330円、時間

回京都地方法務局宇治支局(S24‑4121)

して暮らせる地域づくり｣
[＞とき・内容…右上表のとおり。
いずれも午後１時半〜３時半[＞と

Kﾛリオ予防接種の実施機関

[訂正]10月11日号の３面、京都

式に変わります。

・市民講座｢痴呆になっても安心

半〜午後２時[〉ところ…広野公民

料…１万4200円。

務がカード式印鑑間接証明方

ちほう

笠取一六地蔵・平尾台の人で生後

侭京都地域医療学際研究所附属病院

くパソコン初級ワード(女性・

6800)へ。

〜11月12日金。

クセス＞[〉とき…n月21日〜12月
26日の日曜、午後１時〜３時半。
６回レ受講料…１万1000円。

回宇治地区保護司会交流フォ

ーラム事務局・小柴さん(a53‑

入園料が必要。
＜菊花展＞[＞とき…10月26日吹]

(30日は３時まで)○発表＝31日

＜パソコン活用データベースア

陽[〉参加費…無料t＞定員…約1000
人

６回[＞受講料…１

万1000円。

半〜３時μところ…文化パルク城

昌同園(2S45‑0099)。いずれも

30日出、午前９時半〜午後４時

１時〜３時半。

Ｄとき…11月12日出、午後ｏ時

昌中央図書館

10月29日倒〜

昌同館(昔20

n月21日〜12月26日の日曜、午後

フォーラム

(昔20‑1511)へ。
■植物公園

μとき…○展示=

E＞とき…11月２日(火)、午前10時

曜、午前９時半〜正午。６回[〉受

生涯スポーツ課(a内線2621)。

テーマ…｢東宇治の古道を訪ねて｣

■第19回木幡公民館まつり

‑1511)。
・初心者ママの勉強会

す[〉参加費…無料(上靴持参)回

〜４時t＞ところ…東宇治図書館c＞
回東宇

＜パソコン初級エクセル表計算＞
[＞とき…11月21日〜12月26日の日

・心をつなぐボランティア交流

治図書館(Q32‑2232)へ。

後６時半〜９時。９回【〉受講料…
１万4500円。

ール[〉対象…だれでも参加できま

E〉参加費…5000円(昼食付き)
圃宇治市読書クラブ協議会・小畑

[＞講師…歴史資料館職員

除籍済み図書・雑誌を無料で提

〈パソコンCAD活用〉[＞とき…11

官公署・その他

[〉とき…11月11日出、午後２時

９回E〉受講料…１万

月26日〜12月24日の火・金曜、午

集合(バス利用)l〉定員…先着58人

半〜[＞ところ…菟道ふれあいセン

中央図書館集会室

R宇治駅か京阪宇治駅に

■読書週間記念講演会

5650)。
■図書・雑誌のリサイクル市

4500円。

昌歴

容…グラウンド・ゴルフ、囲碁ポ

[〉とき…11月10日困、午前８時
50分にJ

■菟道学区福祉バザー

時半〜９時。

料[〉講師…歴史資料館職員

【〉とき…10月24日(日)、午前10時

探訪。若原英式さんと共に｣

護課内、晋内線2303)へ。

日〜12月24日の火・金曜、午後６

マ…山と川と薗畑と[＞参加費･‥無

〜正午[＞ところ…横島小学校[＞内

・秋の市民見学会｢滋賀甲賀方面

部宇治市地区事務局(社会福祉援

〜４時[＞ところ…中央公民館E＞テー

・高齢者スポーツ教室

か同公HI
(昔45‑0099)へ。

薬物乱用は1回でも

くパソコンエクセル表計算応用
B(マクロ・VBA)〉【＞とき…11月26

史資料館(昔20‑13川へ。

要)一回同センター(2S20‑2111)

11月30日まで

■城南地域職業訓練センター
(S46‑0688)へ。

E〉とき…10月29日金、午後２時

レとき…10月26日吹)〜11月14日
(日)レところ・作品数…文化センター

圃子育て支援セン

ら同会館(S46‑0780)へ。

■第28回歴史講座

彫刻展

親t＞定員…先着10人、子ども同伴

体を動かして脳を活性化さ
せよう

〜正午。３回[〉定員…先着25人E〉
参加費…1500円 田10月23日出か

圃IO月23日出から同センター

・第14回宇治市文化センター

X

＜茶の作法教室＞【＞とき…11月

痴呆や寝たきりに備えて
H12
1 /i5出

圃同セン

.¶‑●.:．丁ig:､k‑｡i・・i･.･.−J･‑π−−−･fQ.二。i,゛:λ･2rw.りμぷ:.･･よぴ丿s.4:､し):lμl､:;｀ぷ4:･Jg.ふに

お知らせ

ター

c＞定員…

先着30人c＞費用…無料
ター(昔41‑6723)へ。

圃･の書,いていないも
∠ぐ:りお越し＼ ぐ だ さ J い j … … … … ﾚ … … 万 … … … 1 : : : ･ :

720円

ころ…生涯学習センター[〉定員…

葉の会t＞対象…市内在住の人c＞定
員…先着25人E＞費用…無料 圃同

■■■■〃

8501丿(i別糾牡峠聯奏＼
611
T

BO

館E＞内容…講演と実習c＞講師…若
郵便ぱ∧
・

■■

∧aﾚ22

申込方法
接種希望日の１週間前までに電話で申し込み
及び料金１人 １回4,000円

1122

