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●毎ｎ1日・ｕ日・21日発行

女80，336人

第645号

公害防止に万全策
折居丘陵地に61年3月末完成

宇治市など三市三町のごみの広域処理をすす︒めています城南衛生管理組合

電気集じん機や有害ガス除却

−−
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9⁚・

装置で︑ぱいじんは○・○五

処理した後︑循環式で再利用

からの排水は排水処理設備で

二十八件二十四人の相談が

ろいろな広聴活動を通じて

れるものトト︒市では︑い

さんの意思に萬ついて行わ

市政の運営は︑市民の皆

民の皆さんの身近な要望の

に反映させるとともに︑市

貴重なご意見︑創意を施策

人でも多くの市民と対話し︑

けて行き︑街角や広場で一

め市の幹部が各地域に出か

ることにしてい

要望は︒関係機関へ通知す

くことになっています︒

関係部長が要望や意見か聞

な点についてはそれぞれの

聞βＩ子︒そして︑細か

民一人ひとりの話を直接お

心一場では︑池本市長が市

ありました︒

市民の皆さんの市政に対す

実現にむほて取り組むため

池本市長が出席

る意見や要望・苦情などを

のものです︒

す︒

でも実施しま

ださい︒雨天

軽にお越ＬＩ

け柔す︒お気

コーナーも設

シぐ皿圧測定

していただこ

健康にも注意

くお寄せください︒また︑

チので広

なお︑市政以外の意見や

お聞きレて︑市政への反映

前回の青空市民相談には︑

に努めていまず︒

そこで︑幅広く市民の皆

さんから屋の戸忿聞か

せていただこうと︑本年度

二回目の﹁青空市民相き

を開孝示ｙ︒

今回は︑十月二十二日出

棋島町の宇治市農業協同組

の午後一時半から四時まで

この相談は︑市長をはじ

合︵本店︶で開催し禾ｙ︒

清掃工場の建設か計回︒宇治

折居の国有林の払い下げを受

処理設鯉訴一け︑排ガス︑騒

場は︑最新の技術夕導入した

このぷフに第二ごみ清掃工

みは︑城陽市にある同組合の

在︶から収集された燃えるご

世帯︑三十四万五千人︑九月現

る三市三町︵管内約十万五千

城南衛生管理組合に加入す

通しとなり︑宇治市内に第二

工場の処理能力牽上まわる見

なっています︒このため︑同

日の収垠班は約百八十五ノに

の量も増え︑燃えるごみの一

すみ人口の増加とともにごみ

しかし︑管内の宅地化がす

す︒

に努めていくことにしていま

上牽めざし︑清掃行政の充実

市民の皆さんの牛居環境の向

市と城南衛生管理組合では︑

した︒

さんのご協力を得ア醤工Ｌ笛

音︑振動などは府公害防止条

畏谷山清掃工場︵一日処理能

けるとともに︑地域住民の皆

例などの基準値より厳しいも

力二百丿︶で処理されていま

和三ナで年に曇足︒現在は

す︒燃えないごみは︑城陽市

ノ︵八月現在︶となっていま

みの収集量は一日百八十五

宇治市︑城陽市︑八幡市︑

治市分は仙郷

にある奥山埋立処分地︵宇

山処分地︶で

処理︒搬入量

は一日五十八

ジになってい

し尿は︑八

ます︒

幡市にある沢

清掃工場︵一

一日五百一吋

処理しています︒搬入量は

Ｕ︶で

日処理能力五

ある長谷山清掃工場︵一日

未丁︒

百十

処理能力二百ノ︶で処理し

は︑城陽市に

燃えるごみ

ます︒

理か仔つてい

みと1尿の処

は︑管内のご

仕事の内容

組合です︒

いる一部事務

町が加入して

手町の三市三

久御山町︑宇治田原町︑井

城南衛生管理組合は︑昭

のとなってい乖ｙ︒総工費は

清掃行政充実へ

嘴

︵管理者・：池本正夫宇治市長︶は四日︑宇治折居︵太陽が丘東側︶に建設し

理棟︑計量室︑燃料タンク︑

φ鰐︵一立方μ当り︶以下に

宇

0

駐車場︑緑地帯なご？︒なっ

至

五ナハ億ｌｆ五百万円︒完成

宇

ます第二ごみ清掃工場の起工式を行いました︒一日処理能力百十五ｊの連続

百六土ハ平方むに建設︒本年

てい乖ｙ︒焼却能力は︑一日

至

竃話（0774）22−3141

男79，852人

／

1

度から三ヵ年事業で取り組む

ｔ犬

す︒

することにしています︒

貝

横鳥小学校皐

燃焼式機械炉二基を備えるとともに︑工場からの排水は処理した後︑循環式
で再利用するなど万全の公害防止対策がとられた清掃工場を三ヵ年計画で建
設︒完成は六十一年三月末の予定で︑総事業費は五十八億八千五百万円︒

式機械炉二基により︑二百三

す︒そして︑公害対策として︑

十ノを処翠ずることが1笙

焼却能力は230トン︵1日当たり︶
このほど着工しました第二

ことにしてい卓子︒

燃焼による排ガスは冷却後︑

ごみ清掃工場は︑府立山城総

除去︒塩化水素︑硫黄酸化物
はそれぞれ二〇ＰＰＭ︑9素

当り百十五ノ処理の連続燃焼

合運動公園の東に隣接した丘

施設は︑工場棟を中心に管

青空市民相談
10月2
槇島
2日

〒611京都府宇治
市宇治琵琶33番地

昭和58年
（1983年）
人ロ160，188人（前月比226人増）

発行京都府宇治市

市の人口

城南衛生
管理組合
−■・■−−−■−−−・−−−−■・−−−・■−−

陵地︵宇治折居十八︶三万三

酸化物もＩ︵Ｘ︶ＰＰＭ︵湿り
基準︶以下に抑えβ誓子︒
とくに︑塩化ビニールの混入
による排ガス中の塩化水素や︑
排水中の重金属などについて

台

（ぶ雷雲昌）

城南衛生管理組合

は︑新しい処理設備で二次公

あなたの意見を市政に

は六十一年三月末の予定です

治ｎ

ごみ・し尿を
広域処理

害の発生か防止︑また︑工場

｜日23！りの処理能力
をもつ第二ごみ清掃工場
の完成予想図
61年3月末完成をめざ
し、池本管理者らがくわ
入れ（10月4日、起工式）

建設工事始まる
第二ごみ
清掃工場

青空市民相談会場

ています︒管内の燃えるご
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編集広報課

（昭和58年10月1日現在）

世帯数50，578世帯（前月比26世帯増）

−−−−−−−−−−ｉ

氏名を明記し︒商工観光課
団体︑学校名︑学年︑住所︑
たは5募用紙に︑標語︑所属

▼応募資格・・小・中学生▼

▼5募方法・・・官製はがき︑ま

に移り︑登場人物たちは︑

ヶＩ近
ト畿な
心キ情
宇ー治
美化
ャが
ンペ
ン川のさ

▼締め切り・・・11月4日吻▼入

賞者には通知︒︵商工観光課︶

レクリエーション

指導者養成講習会

工皆稀Ｒ圖の福栄・金曜

面︵1泊2日︶︑ｕ月9畠

▼とき⁝11月5凧Ｔ6日

宇治
川にひっそりと咲ぐ花
▼ところ・・・観光センター二階

ざな
み会の
ぷ︵つ
細光か
展示
場︒
商に
工観
課く
︶ 震え︑
後2時〜4時▼ところ⁝宇

親しむ9節︑市民図書室で

馬大疹ん▼入場・・・無料︒

母女学院短期大学教授︑相

の花と源氏物語▼講師⁝聖

と︑寄せられていまｙ︒

祈りを解明していきたい﹂

︱中島宗次画伯︱
宇治の風景画展
十
一月一日㈹︑
1︶
刄︵
会ず
教育
室は
休ま室
し社ま
︒課︶
たは社会教育課︵豊⑩314
司さん︵豊⑩7471︶︑ま

市民図書

歩こう走ろう
所属を明記し︑ＷＭ日囲必
着で広野町尖山2ｔ223︑長棟
秀之さんへ︒︵市民体育課︶
オリエンテーリング

8時半ト10時半まで受け付け

く︶︑午後7時半から▼とこ

ろ←落市公民館ほか▼対象

⁝市民または市内に勤務して

いて︑レクリエーションの指

導者として役立とシと考えて

いる人▼参加費・・・四千円︵宿

泊︑クラフト︑テキスト料を

含む︶▼講師・・・日本レクリエ

ーション協会上級指導員ほか

▼定員・・・40人▼申し込み・・・参

加費夕添えて市民体育課へ︒

講習会修了者は︑日本レク

リエーション協会公認2級指

︵市民体育課︶

導員の資格が取得でき柔ｙ︒

ソフトボール第3種

公認審判員認定会

▼とき・：11月13日㈲︑午前

9時から︵雨天決行︶▼とこ

ろ・・・宇治小学校▼定員・・・60人

▼費用⁝千五百円▼申し込み

⁝11月5Ｒ出までに神明宮東

9116︑中島一夫さん︵ａ⑩

0707︶まで▼問ｋＢせ

・：中島一夫さんか橋本さん

︵豊⑩26〜︶へ︒

認隻耘者は︑日本ソフト

μ−Ｌぺ
三曲演奏会

貿時〜午後4時︑−落

⁝公民館三階大会議室で︒

俳句会

圈﹂糾頴︑

ボール襲罰三種公認審判員

の資格が与葵9れ︑宇治市ソ

フトボール協会に所属するこ

︵宇治市ソフトボール協会︶

とになります︒

親子バレーボール教室

▼とさ・：11月5・12・26日

半▼ところ・・・伊勢田小学校体

の土曜日︑午後ｌｅＴ3時

育館▼参加費・・・無料▼対象・・・

ほと子30組▼主催・・・バレーボ

ール協会▼申し込み・・・バレー

ボール襲軍務局︵豊⑩−1

41市役所内︑辻久さん︶ま

﹃︵市民体育課︶

30ＲＯ︑

10月

後4時︑汲吊観光セン

大
会
ター二階和室﹃

謡・仕舞

野点席

．菊花展

︵詫薮育課︶

︵豊⑩3141︶ま

スポーツひろぱ

御蔵山小学校︑宇沿小学校

︿バレーボール﹀

︵悪血︶

宇治小学校

︿ソフトボール﹀

北小倉小学校︵悪血︶ｊ

ぺ体力測定・バドミントン﹀

いずれも10月30Ｅ聞︑午前

10時〜正午︑直接会場へ︒
︵市民体育課︶

城南高校

体育施設の開放

▼とき・：Ｕ牙日囲▼開放

施設・・・屋外バレーポールコー

ト︑グラウンド▼申し込み⁝

学校開放運営委員会︵城南高

︵市民体育課︶

校内豊06165︶ま刄

今月は

市・府民税の納期月

十月は︑市・府民税第三期

分の納期月です︒お忘れなく

お近ぐの金融機関でお納めく

自衛官募集

ださい︒︵納税課︶

▼お問にＢや・・宇治募集

︵総務課︶

事務所︵豊収7Ａ9︶へ︒
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募集し柔ｙ︒

お年寄り︑妊婦章九も安心で

ャンペーン京都大会の標語を

す﹂と話されていました︒

﹁源氏物語の舞台が宇治

市推進事業の一環として着手︒

をに
ごみ
公乱
害か
守な
り︑
静か近
な畿中
波
をら含
人生

美化を推進する近畿美化キ

福祉のまちづｙりのための建
また︑庁舎本館玄関にふさ

読書週間記念講演会

動ドア化するためのエ事名竹
築物等環境整備要綱の基本理

を一標
心語に
募集
生きてゅく︒デリ

市では︑庁舎本館玄関を目

つていましたが︑十月十五日
わしく明るく広くなったフロ

十月二十七Ｅから秋の読

は︑読書週間の記念講演心一

第3回宇治
ロードレース大会

▼とき・・・11月23日脚︑午前
8時〜9時受付▼集合場所⁝

︵小雨決行︶▼集合・：府立宇

▼とき・：11月3日脚︑午前
市役所前〜立場林道▼クラス

市璧滸正面駐車場▼コース・・・

と距離・・・下表▼参加費⁝小中

治公園︵塔の島︶▼クラスと
距離・・・下表▼参加費・：個人三

問い合わせは︑市民体育課

百円︑グループは一人百円︒

日の13日間︵11月蜀品一は除

に写した︑宇治十帖の女の

を開き柔ｙ︒ぜひ︑ご来場

書週間が始まり未丁︒灯火

治市公民館▼テーマ・・・字急

10月31日宇治市公民館で

念である﹁人間中心の都市づ

ミミ
−ミ

ーミ
ミミ
−
一一
ー−

ミミ

に完成︑十七Ｅから莉用され

型が展示されています︒ご来

予定の市民文化センターの模

べての人びとが何の不便もな
庁の際には︑貿斥覧ぐださ

市では︑今後も福祉のまち

性別︑生年月日夕受講申し込

能力を養う︒早期発見︑

▼とき・・・10月25日㈹〜1111月

づくりへ向けて︑4近な改善

3日出︑午前9時〜午後5時

完成後︑来庁された主婦は

い︒

﹁買い物の帰りに手荷物か痔

りＩ牽のざして改善しました︒

く安心して暮らせるまちづく

アーには︑来年十一月嬉蔑

工事期間中ご来庁のみなさ

てい未了︒

んには︑ご不便をおかけしま
したがこの自動ドア完成によ
り︑舌右連れやお年寄り︑
車いすの人も気軽にご来庁い
ただけるぶつになりました︒

今回の講演のテーマにつ

み時に︒おやつ代二百五十円︒

いて︑講師の相馬大さんは︑

員20人︶︒希望者は幼児の氏名︑

二︑暴力行為に及んだ牛徒

再認識が問われました︒

｀1111116111111111161ｔＩＩＩＩＩＩｌト

ん︵豊⑩2491︶︑吉田博

入団申し込みは︑照喜名彬さ

他は問いません︒問い合わせ︑

参加資格は︑高校生以上で

だいま団員か群集しています︒

宇治市民吹奏楽団では︑た

団員を募集

市民吹奏楽団

・・・無料︒︵字治青年会議所︶

主催・・・翌署年会議所▼入場

ん︵積木ぐずしの作者︶ほか▼

直そうＩ▼講師・・・穂積隆信さ

の教育の原点1いま親業か見

階大会議室▼テーマ・：家庭そ

金庫本店︵国鯵落駅前︶7

12時半▼ところ・：南京都信用

▼とき・・・一⁝一月26日困︑午後

市民講演会

︵木幡公民館・保健予防課︶

▼保育・・・2歳以上の幼児︵定

▼とき・：10月31日囲︑午

ください︒

ｉＳＭ？するつも紅か﹂との

何をしていたのか﹂﹁これか

﹁こんなになるまで学校は

加えて︑父母︑地域からは︑

力感穿愈じ柔ｙ︒それに

は︑極度の疲労と焦燥で無

序の回復は難しぐ︑教職員

内畑3417︶へ電話か来館で

民館︵豊⑩8290︑木幡

費五百円▼申し込み・：木幡公

︵先着順︶▼費用・・・調理実習

・・・木幡公民館▼定員・：30人

・・・午前10時〜正午▼ところ

▼日程・内容・・・下表▼とき

考える講座

子どもの健康を

お知らせ

考えてい未了︒

を積極的に進めていきたいと

間集団︵突っぱり︶奮が戊

怒りと中傷の声が寄せられ

つかり合った

の生の声がぷ

との連帯はこ

ｆｌヂ︒しかし︑教師と父母

い票畠宍

はどうしていたのか︑重

は少数︒他の大勢の牛徒

諸機関との連携が強化され︑

大な問題です︒

未了︒学校と

非行克服︑学校正常化への

早期治療が最善の予防手

学生三百円︑高校生五百円︑
一般千円▼主催・・・宇治市肺王
競技協会▼申し込み・・・官製は
がきに住所︑氏名︑年齢︑電

伺

って来たのぷふ︑これなら

現代計石の深刻な病理的
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青少年の悩みは︑宇治こ

14歳までの男児、 も し く は 女 児 の み の パ
少年・少女 4〜6ＩＯ．
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リンチが相ついでいます︒
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怠学が始まり︑校内での喫

をてり返し︑ついに挑戦的

煙︑多りにけんかとリンチ

な教師への反抗︑暴言︑暴
力へとエスカレートしてい
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明日からの子育てのため
12／8閑 に

より健康な子どもに育て

この工事は︑障害者福祉都

心の800番
宇治﹁こころ﹂の電話から
反社会的行為といわれる
学校内暴力は︑中学沓串
心に五十二年ごゑ笞急増
し全国的に広がりました︒
宇治市も例外ではなく五
土八年にはピークに達しま
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してぃ求か︑その衝撃と
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市保健予防裏雇貝
木幡公尺館職員
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男子、女子又は混 合 で 構 成 す る パ ー テ ィ

一般クラス 6−8。

市保健予防諜保鯉植
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秋の市民文化祭

男子（56ａｉ以上 ） 、 女 子 （ 5 ｉ 歳 以 上 ） の
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子 ど も の 食 事 （ 真 理 実 g ）市保健予（t諜業養士
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市立横島中学杖
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校へ行参たくない﹂と切々
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へ︒︵青少年対策室︶

オリエンテーリングのクラス・距離表

11／9困 し子くどみも の 成 艮 と か ら だ の

京都文教亀期大学
較授平井新司さん

月日
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Ｉ

ころの電話にはかなりの教

ラパラ勝手で授業中も落ち

温床に︒磁力は尹この

クラス 距離
対象
封象
1部 101・一般■＊］限なし 6Ｓ5 31・中学生女子
7ａｓ2ｋ＞
2Ｓｔ 51 一般男子
小学生男子
8ａｓ21 小学生女子
3部 5ｋ．
高校生男子

予定t＊
テーマ
回

−

してきている今日でも︑こ

着いで勉強が出来ません︒

ですが︑一度崩れた校内秩

31・高杖生・一般女子
9部 51・壮年ｗｓ以上）男子
5ｋ．
中学生男子 ｌＯ部 31 壮 年 （ 3 5 ＊ 以 上 ） 女 子

4部
5部

●

10月24日から

家族クラス 4−61・子どもを含む家族て嘱成する，＜ーｆィ

Ｉ
−

惘人クラス 7〜8ｋ．
中学生以上の俑人

哭

と訴える女子中学生など︒

宇治ロードレースのクラス・距離表

子どもの健康を考える講座日程表
量

自動ドア完
市役所
玄関
教室や廊下はごみで散らか

クラス 距離
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