夏以後の異常少雨の影響

で︑近畿地方の水事情は深

百杯分に相当︶の節約にな

︵⁝︶ためすすぎで洗濯を・・・

ります︒

ールが消失する時間的経過は

間半で極大値に達し︑アルコ

場や学校︑病院なぶ矢口

て以来︑市ではこれまで工

城水道が取水制限を開始し

十一月十五日に︑府営山

︵⁝︶歯磨きはコップでうが

一回分で約六十Ｕの節水に

しっぱなしの場合に比べて

電気洗濯機ですすぎを行う

個人差があり未アが︑目安と

需要者に対して節水忿依頼

た降雨は期待

ツに水をくんで

︵⁝︶洗車はバヶ

水でき未了︒

その体積分か節

ておけば︑毎回

ンガを一個沈め

レのタンクにレ

ガを・←腕トイ

のタンクにレン

︵⁝︶水洗トイレ

の水が流失︒

︵六千に︶以上

と一分間至ハＵ

っぱなしにする

すが︑水茎匹し

度︵五上︿百ｓで済みま

ｖｙ．ｒＮがいＭ−ｖれば︑三杯程

いを・：歯か磨く時︑コ″プ

時︑ためすすぎにすれば流

してはウイスキー百に︵牛乳

するなど︑各種節水ＰＲに

の需要は休日

っていまず︒

が溥ぐ︑割り

・・・バケツに水を

（

ところで︑醇う″といラ現

度が高まっている状能蚕さし

刻さの度合いを深めて＞Ｍｉ

象は︑血液中のアルコール濃

求す︒血液中のアルコール濃

した︒

昨年中︑府下で発生した飲

瓶半分︶で約六時間︑清酒三

忿讐︑取水

とは一般的に︑日本酒︵一

しかし︑今

イスキー︵四十度︶

当て配水量が

●

11111

心掛けましょう︒

度は飲酒後約四十分から一時

酒運転事故は三百六十七件で︑

百六十に︵二合︶で約八時間︑

努力︒硯屏では︑市民の

ず︑下戸はその薬なるを知ら

級︶の場合で二百﹃ビ1︲

で八十∝を二十〜

減少する場合

ｌ

年末年始は危険がいっぱい

法律は飲酒運転を
厳しく禁止

死者二十人︑負傷者五百六十

皆さんの節水

安川優交通課長

人でした︒依然として正面衝

ビール大瓶玉で約三時間半

協力を得て水

ず﹂と︑酒ほ芦芒の効用と害

制限開始後の

グラム以上︑または呼箆

ルの場合で七百六十に︑ウ

三十分で飲んで︑

ホースから水を

ｌ

●毎ｎｉ日・ｎ日・21日発行
●●●・・●●・・●●●●●●●

宇治警察署

突や電柱に激突して死亡事故

﹁上戸はその毒なるを知ら

を要するといわれてい未丁︒

ら飲むな﹂とい之頂励言い

毒が共に誦石れているものも

割り当て配水

Ｕにつき〇・二五φグラム

三ト⊥︿十分後の

に備えて︑一

流しつぱなしに

した場合に比べ

Ｃ

編集広報課

12／11

飲酒運転追放市民運動が︑来年一月十五日まで展開されます︒また︑
京都府警察本部も十月二十五日に交通死亡事故非常事態を富冨し︑う年
末にかけて交通取り締まりを強化しています︒宇治警察署管内での十
一月二十五日までの交通事故発生件数は千二百二十七件で︑その内十
七人が死亡︒事故原因も無免許︑飲酒︑速度の出し過ぎなど︑悪質な

につながる﹁棺おけ﹂型の事

古されているにもかかわらず︑

少ないでしょう︒一人ひとり

故が多発しています︒

係にあることをお忘れなぐ︒

飲酒運転による事故は後を断

道路交通法では︑笙八五

以上の時は︑三ヵ月以下の

状態をいい未了︒

後も歩とまっ

条で酒気帯び運転登采止し︑

飲酒運転とその罰

〜飲めば苦い酒の味〜

酒気帯び運転奪恚恐れが
ある人に酒誓少
すめてはならない

酒に酔った状態

と規寓

で車を運転すれば︑

努力が必要で

層の節水への

大丈夫と︑酒夕甘ぐ見るこ

少しぐらいなら
懲役吏陛三万円以下の罰

二年以下の懲役か
五万円以下の罰金に︒また︑

て数分の一で済

︵⁝︶漏水は早目

みます︒

に修理を←霊

道メーターの中にある赤い

の蛇口參差閉めても︑水

星型のパイロ＾トが回転し

ていれば︑どこかが漏水し

︵水道部︶

ていまず︒修理はお早目に

4庁舎正面に掲げられた節水を訴える大略垂幕

一ヵ月で三千Ｕ︵バケツ三

水などに再煩留ずれば︒

Ｕ前後︒洗濯や洗車︑庭の散

の残ひ湯は普通の浴槽で百

︵⁝︶残り湯の活用を・・・ふろ

らせＬ笛しょう︒

節水法をお知

家庭でできる

約にもなる︑

水道料金の節

す︒そこで︑
前記の検出アルコール量

近鉄大久保駅前地域では︑

六十三年の京都国体に向け︑

既に同駅の高架化・府導石

淀線との立体交差化の都市計

画事業がスタート︒府章ｔハ久

保停車場線や同駅前広場の新

設も計回され︑本市南部の拠

点としての整備が重要な課題

同策定委員会は︑京都府立

となっています︒

大学教授の吉野正治さんか萎

員長に︑学識拝談者や府・市

の関係者ら十五人の委員と四

人の幹事︑三人の事務局員で

構成︒委員の任期は六十年の

−

〒611京都府宇治
市宇治琵琶33番地
ｔ話（0774）22−3141

9年
4年）
昭和5
（198

10日（木）

ものが多いようです︒年末の慌ただしいこの時期︑気持ちを一層引き

を与えてい未了︒ここにアル

飲酒運転の危険性をよく考兄

量︵Ｒ是︶五

大白
1／1〜11／25までの状況昨年比ｃｒ．

﹁飲んだら乗るな︑乗るな

ただしさは︑ドライバーにと

マールの︒危険な落とし︹

が飲酒運転の追放に心がけ︑

今年十一月二十五日までの
って︑失ってはならない心の

ちません︒飲酒運転には︑法

宇治署管内での交通事故発生

て︑妬るなら飲まないＬこ

届と夕を奪い︑ついスピ

があります︒

状況は︑発生件数と負傷者数

万一千ノの枠

芦んなに酒の強い人でも︑

楽しいお正月か迎えましょ之

ードを出し過″巡りするぷコ

ぷつにこの時期は交通安全上︑

内にほぽ収ま

律も厳罰で臨んでい毒了︒

締めて︑交通ルールを守り安全運転に心掛けましよう︒

−

とを更に徹底厳守するぶコ︑

は減少しながら︑死者数は大

最狐注意を要する危険な時期

−

酒と車の運転は両立しない関

無免許︑飲酒︑著しい速度違

です︒交通事故防止のため︑

交通事故発生件数1，227件−23Ｅ

です︒また︑特に年末年始は
忘年会や新年会などで何かと

反など︑悪質無謀運転に起因

特に飲酒運転と速度の出Ｌ逼

交通事故発生状況（宇治署管内）

幅に増加︒この傾向は︑府下
全域に共通してい毒ｙ︒

するものが多いことで哭ま

ぎに注意しましょう︒

飲酒の機会が増え未了︒この

た︑速度の出Ｌ逼ぎによるカ

最近の死亡事故の特徴は︑

ープｐの路外淡鴛物件衝突

Ｅ

とは厳に戒めたいものです︒
φリットルにつ咸︶・五φ

多

調きに入る予定です︒

｜

金に処せら元濠ｙ︒

｜

検出アルコール量が血竺

員会はまず︑ ﹁Ａ調きとし
て来年の三月末までに調査費
六百七十万円︵三分の一国庫
負担︶で土地・建物・商業活
動などの現況把握と基本構想
鷺諮で︑公共施設の設計や
資金計画︑工程などを検討︒
六十年度以降は︑この調査結
果か基に籾斎庭寧図り︑地

｜

飲酒の危険な

アルコールは︑見た目には

ＢＩ

などの自損事故︑更に若者の

酔ったように邪入なくても︒

市では︑近鉄大久保駅前周
辺地区の市街地再開発の調査
奎曾尼め︑﹁竿治市大久保
駅周辺地区整借計圃策定委員
きを西足︒第一回委員会を
十月十二日に︑−石市職員心一
館で開孝ました︒
調査区域は︑近鉄京都線−

｜

自動二輪での事故︑老人の横

要なことは︑死亡事故の多く

｜

策定委員会が発足

｜

落とし穴

が京都市と南山城地域Ｖ発生

既に自制心や判断力に悪影響

（宇治讐察署提供）

断中の被害も多発︒そして重

負傷者数1，546人−271
▲一瞬の油断で家庭の幸福を破壊する恐ろしい交通事故

事故
していることです︒依末の慌

§

近鉄大久保駅前再開発に向け

｜

国鉄奈良線︑府導落淀線−

｜

︵都市計画課︶

…………ｔル￣………

｜

三月三十一日までです︒

水の一滴は生命の一滴

゛ｎ万万

｜

元住民と合意が得βれた時点

ｔ

｜

ぶ芒詳細に調査鷺行う﹁Ｂ

にプ¶

｜

市道大久保新田線で囲奔れた

締1卜才7卜……ｓ．：二尚ミ：ミ｀斗水 ≫ ｉ ＾ ミ … … … ｇ ニ ； ｌ ｌ ； ｌ ｊ

｜

約八・四むの地域です︒同委
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；やｉｍｆｍ≫……
。ユ，。‥ｒｍ＾
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節水法あらかると

ピｊごｌ

発行京都府宇治市

みんなで防犯、明るい新年
年末・年始の防犯活動
12月15日（土）〜１月

第686号

ストップ・ザ死亡
1月15日まで飲酒運転追放市民運動を展開中

年末年始を迎入︑忘年会︑
新年会芦飯酒かずる機会が
増えて孝乖ｙ︒それに合わせ
てカラオケ騒音の苦9逼加
して茫乎︒
飲食店などで︑営業に伴っ
て発牛ずるカラオヶ騒音など
は︑府公害防止条例で規制さ
れてい水子︒営業者はもちろ
ん︑利用ずる人も騒音防止に
ご協力ぐださい︒︵環境保全課︶

営業の設備資金に

ください︒︵小倉公民館︶

環境衛牛蚕融公庫では︑飲

環衛公庫の融資

ー ニングなどの環境衛生関係

万全ですか防火への心配り

市民の皆さんも︑自ら防

火意識を高め︑火災で人命

や財産をＪＪＣＣないよう防火

だしさが増してきました︒

十日から﹁無火災で過ごそ

消防本部でぱ︑十二月二

して公晟心が低下し津す︒

意力が散慢にな肥黛に対

さい︒

火対策ｍ・＼度お確めぐだ

この機会に︑ご家庭の防

に一層努めましょう︒

本格的な寒さの訪れや迎

年の瀬も押しつまり慌た

春の準備にと︑これからは

之東年始いをスローガｙ

︵商工観光課︶

ー︑ベビーラック︑歩行器︒

電気あんま機︑ベビーカ

︽譲りまず︾

用目転車︑掃除機︒

″ド︑じゅラたん ＮＡＷ︶

器︑電気オルガン︑二段べ

ス千︲セ″ト︑湯沸かし

︽譲ってｙださい﹀

みぐださい︒

豊⑩3141︶へお申し込

治市商工観光課消費牛活係︑

ター︵〒611宇治琵琶33︑宇

は来庁で︑不用品情報セン

る人は︑電話︑はがきまた

品惣逗辰または希望ず

です︒

墜八十年二月二十八日まで

ていまず︒今回の登録期間

不用品情報センターを開い

効に活用していただこうと︑

放置されている不用品を有

市では︑皆さんの家庭に

︵早治市消防本部︶

からと安心しないでＩ

歳︒うちの子は大丈夫だ

−火遊びの年齢は六〜九

︿子どもの火遊び防止ｙ

いＩ

ゴミなどは︑外へ置かな

−放流魔に員Ｋやすい

のを放置しない﹀

︿家の周りに燃えやすいも

しっかび火の元点検︱

−外出前︑就寝前は特に

④後始末は完全か︒

っているかＩ

−説明書どおり正1こ使

③使い方は正しいか︒

②器具は安全か︒

やすい物がないかＩ

︱近くに力・︲テンや燃え

①場所は危険でないか︒

ェックの実践﹀

︿暖房器具などの防火四チ

火気を多く使用ずる機会が

を実騨ｙヂ︒

として特別に火災予防運動

缶束年始は一般的に︑注

多くなりまｙ︒

ｌｉ＼ｚ

希望り人は︑社会教育課でお

該当する人は︑六十年一月
十五日までにもれなぐ届け出
を済ませてぐださい︒
医師︑歯科医師︑薬剤師と︑
京都市以外の市町村に就業地

営業の人々が︑衛生面の向上︑

食・理容・美容・旅館・グリ
婦出︑准看護婦出の届け出先

経営の近代化を図るため︑店

がある保健婦︑助産婦︑看護

は︑最寄りの保健所︵早治保

｀弓い

求めぐださい︒
なお︑郵送をご希望の人は︑
六百円と送料二百五十円奮添

︵社会教育課︶

でお申し込みぐださい︒

五︑宇治市教育委員会内︶ま

えて社会教育課︵宏指琶四

らせ

7時〜9時▼ところ←ハ久保
小学校体育館︒
参加希望者は︑よ§痔っ

︵市民体育課︶

て直接会場へお越しぐださい︒

年末届け出を

医療関係従事者は

健所豊⑩2191︶︑それ以

−

宇治の遺跡を発行

の遺跡﹂は︑市内の遺跡のう

このほど奢行された﹁早治

22遺跡を分かりやすく解説
市教育委員会では︑市内の主要な遺跡
ち特に二十二遺跡奮驚上げ︑

を失った乳幼児︵就学前︶▼

医師な芦医療従事者の資格

および事業主団体▼貸付金額

・・・財形貯蓄残高の3倍︵最高

三百万円まで︶▼利率・・・年8・

82町︵60年1月1日からは

8・43Ｕ︶▼申し込み・・・金

融機関の財形進学融資業務取

扱店の窓口へ▼問い合わせ・：

雇用促進事業団大阪支部︵豊

06励7695︶ミ

︵雇用促進事業団大阪支部︶

なお︑牛活保護世帯は対象

になりません︒また︑既に

この資金の貸し付けか受け

額以上か返済していること

ている世帯は︑貸付金の半

委員さんにご相談の上︑申

▼申し込み・・・地区担当の民生

えて︑ｐ一月Ｈ日叫から19日

………………………………………………………………

お知

支給額上︿千円︵年額︶▼申

の新・増・改築や器具︑備品

融資条件など詳しぐは︑環

資していまず︒

の購入などに必要な資金を融

外の人は︑府衛生部医療課︵豊
075剛9395︶です︒
︵宏裸健所︶

境衛雲巌公庫業務部︵豊0
3脚5416︶︑套陛宇治
保璧町︵豊⑤2191︶へお

12月11日から受け付け
担保︒返済は4ヵ月据え置

が必要です︒

いたのち20ヵ月以内で月賦

缶沓迦え︑牛活にお困り
の世帯に暮βしの資金年末貸

▼貸し付け対象・・・牛活保護基

込書と住民票︵謄本︶忿添

返済︒
▼貸付金額⁝︵年間︶十万円

し付けをし柔す︒

︵襲福祉協議公一︶

困までに社会福祉協議心一へ︒

ｌまや：
｜ｙ・しす｜

時代︑飛鳥・白鳳時代︑平安

京都府交通遺児

京都府交通遺児奨裳頁乳

奨学金の申請

幼児分︶の申請が始まりまず︒

いま市内には︑縄文時代か

請用紙・：交通労政課にありま

現在の就業の有無を二年毎に

か痔つ人は︑十二月三十一日

〜20ぼ團▼問い命りせ・申請

届け出ることになっていまず︒
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