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決定され︑いよいよ実行段階に入りました︒そこで本市では︑五十八年十月に設立し国体

置︑デモンストレーション行

訪者が見込まれます︒

三千人︑秋には約二干八の来

気持ち良く活躍し︑観覧でき

え︑清潔で美しい環境の下で

これらの人たちを温かぐ迎

事の実施︑採点方法の簡略化

加えられ︑二巡目以降の﹁モ

るぶコ︑親切運動︑環境美化

など︑回期的な事項が新しぐ

デル国体﹂として全国からの

運動などの市民運動の推進が

貴務を果たすフえでも︑六十

従って︑この二巡目初回の

割を持ち︑更に将来の郷土づ

体の成功を左右する重要な役

的なもので︑運動の成否は国

すが︑表面の競技運営と一体

広

報

六十一年度版﹁市民カレ

ンダーと手びき﹂に掲載す

る写真募集の受け付けが始

まっています︒市では︑市

民の皆さんと市受結ぶかけ

橋として﹁市民カレンダー

と手びき﹂を五十九年度か

ら発行しています︒あなた

の力作をお寄せください︒

掲載写真を募集中
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準備を進めてきた﹁第四十三回国民体育大会宇治市準備委員会﹂を︑去る十二月二十一日
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に﹁実行委員会﹂に発展的に改組︒構成委員も百二十六名から三百五十七名に拡充し︑二

皆さんは次のとおりです︒

市民運動で

注目か浴びています︒

三年京都国体は立派に成功さ

くりに大きな役割を果たすも

これは裏面の地味な活動で

必要です︒

せなければなりません︒それ

のです︒現在︑﹁新しい歴史

人づくり・町づくり

員︵三十九人︶︒

には︑大会運営への市民の皆

に向かって走ろう宇治市市民
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年半後の京都国体開催に向けて︑諸事業の充実︑完成にまい進することとなりました︒
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いて行われたもので︑京都国

▼副会長・北村庄嗣︵市議会

入り︑新役員の委嘱・承認︑

後は競技︑式典︑施設︑輸送︑

議長︶︑同古池二巳雄︵教育

第四十三回国民体育大会宇

議のほか︑同委員会会則か制

交通対策︑消防・警備︑宿泊︑

委員会委員長︶︑同和田安価

体の正式決定と相まって︑今

月二十一日午後二時から︑宇
定しました︒続いての実行委

医療︑衛生︑観光︑接待など

宇治市実行委員会の設立の決

治市文化会館小ホールで第四
員会第一回総会では︑実行委

各分野での具体的な事項の計

信︵体育振興会錨昌会長︶

▼会長・池本正夫︵市長︶

回総会と︑宇治市実行委員会
員会専門委員会規程と︑同委

画︑実施を進めることになり

実行委員会の設立について

さんの力強い協力が必要とな

運動推進協議？の設立に向

けて努力されているのもこの

ひとりの実践︑協力があって

この市民運動は︑市民一人

催するといラだけでなく︑選

また国体は︑単に競技を開

ります︒

︵体育協会会長︶︑同藤井政

第一回総会を開皮蛋した︒
員会への付託・委任事項が報

準備委員会第四回総会では︑

同石井常夫︵助役︶▼常任委

る新委員二百三十一名を紹介︑

は︑国体の憲法ともいわれる

宇治市実行委員会の役員の

東丿︒

治市準備委員会は︑去る十二

▲京都国体成功へ万全を期す（昨年12月21日・実行委員会第１回総会）

告されました︒

現在の準備状況︑第四十三回

国民体育大会開催基準要項の

実行委員命一への組織拡充によ

国体の正式決定など︑四項目

第二三項第一号の規定に萬つ

（競技会場は予定地･単位は人数）

について報告したφと審議に

京都国体の成功へ
市民の英知と力を
その会翠治市では左表の

る人たちの心の触れ合いの場

ためです︒

京都国体では︑夏季大会に

三競技が行幻れ︑特に夏季の

手団欠呼応全国から参集す
水泳以下五正式競技︑秋季大

でもあります︒

こそはにゐて成果を挙げるこ

水泳では宇治市がメイン会場

とが出来るもので︑市民総参

会には陸上競技以下三十一正

大会に来宇てる選手団の人

となり︑大会の開・閉会式が

加の積極的な活動が望まれま

式競技と二公開競技︑そして

数は左表の通りですが︑これ

季節感を入れて︒

▼応募資格⁝市内に在住・

市民の触れ合いの様子を

行事や観光行事を通じて︑

市民のふれあい﹂＝市の

受け付は18日まで

▼テーマ・・・﹁四季を通じた

募集要項

成年男子２部 12
10 120
太陽が丘
498
第１野球場
少年女子
１ 13 14 196
第2野球場
第3野球場
85
4野球場
計
２ 37 38 498
黄緊公園野球場

す︒

算

第725号
(日曜･祝日除く毎日午前９時〜午後6時)

１年

昭和６

: 1
Jh．jト 0774‑24‑ 0 8 0 0

▲高さに挑む（60年10月・市民
スポーツまつり）

定

基

礎

に役員ほか大会関係者を含め

疹

ると︑ピーク時一日︑夏は約

１県

この京都国体は︑二巡目初

Rw

サッカー

基

礎

回大会として︑成年二部の設

県数 小計 合計
監督 選手

12 14 182

成年男子l部１

行ｐれます︒

成年男子１部

初めて加えられたデモンスト

宇治市開催競技・種別と選手団人数

レーション行事四競技が実施

543

￣

￣価 ? ●‑･

47 423
８
１
飛び込み

されます︒

63年京都国体

61年庫版市民カレンダー

ソフトボール

C幽d，

晋
一
が 泳
丘
水
成年女子
泳
場
少年女子

15 32 512 512

少年男子１

太陽が丘
陸上競技場・第２
競技場・球技場Ａ
・球技場Ｂ
西宇治公園グランド

28

55 瑠
52 47 以内
以内
一
水
７

３
少年男子

会

大

季

秋

種別

競技会場

32
成年男子２部
太
陽

競

泳

雙巡

定
算
別
種

競
技
会
場

･水
心

察れ昌ご

宇治こころの電話

発行

青少年問題の悩みなどお気軽に

謡言で言ご

ごｍご川￨

第43回国民体育大会宇治市準備委員会

実行委員会へ改組

消費生活アンケート結果から

ド（ダブル・二段・ベビー）、テニスラケット、
冷凍冷蔵庫、電気あんま機、電気炊飯器、電気オ

レザー張りいす、スリッパ立て、座敷机、ベッ

ようたん形池、車いす、三面鏡、電気あんか、電
子敷毛布、カーペット、応接セット、クラリネッ

ト、籐敷物、編み機、ゴム編み機、編み機台、ラ

ジコン飛行機、和文タイプライター、ロッカー、

ﾍﾞビーフェンス､ベビーた

ン､石油ファンヒーター。

増加傾向の

業者の登録申請

消費者信用

建設工事

譲りたい物

建築や土木などのエ事▽測量

付けます︒▽建設工事関係・：

・建設コンサル関係⁝測量や
建築設計︑地質調査︑建設コ
ンサルなど▽物品・役務関係
⁝物品供給や製造の請負︑各
種の役務提供なぺ
入札参加資格
次の各号の１に該当する人
︵業者︶は登録申請できませ
ん︒▽禁治産者︑準禁治産者
並びに破産者で復権を得ない
人▽昭和61年３月31日現在で

︵建設工事関係業種では︑建

当該営業開始後２年未満の人

設業法による営業の許可︑測
量及び建設コンサル関係業種
では︑業務ごとに市が定める
営業に関する登録︑物品や役
務関係業種では︑当該営業を
行シために必要な許認可等を
得た後２年未満の人︶▽直前

高のない人▽宇治市税か翁納

２年の各営業年度に営業実績

申請に必要な書類

している人︒

申請書︑印鑑証明書︑登記

このほか必要な書類︑記入

簿謄・ぶ︑許認可等証明書なぺ

方法など申請についての詳し

覧ください︒申請要領の請求

いことは︑﹁申請要領﹂をご

︵管財契約課︶

課までお越しこださい︒

やお問い合わせは︑管財契約

土曜日の午後︑日曜日は除く︶

受付業務と区分

舎一階︒

場所は市役所第一プレハブ庁

２月20日から受け付け
加することは出来ません︒
受付期間と場所
２月20日出〜28日吻︑午前

次の３業種区分ごとに受け

門︑ネオン塔︑土木設備など︒

ふるさとむかし話
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なあ⁝⁝︒

象・範囲な芦分からないことは︑

なお︑記載方法や償却資産の対

いにゆがめてな︑一メートル

こうしてな︑ちょうど卵みた

きてな︒かにあぶってやわら

連販に使うたった祖をもろて

︵資産税課︶

資産税課︵き⑩3141︶までお

るんや︒近所の家からな︑注

るんでな︑禄叩きをさせてや

供たちも︑たんと寄って来よ

十四日の咆にはなヽ根の子

なったら日ひ
の出で
を拝お
むが
のや︒

をしてな︑十五日の夜明けに

ぱは本
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んの
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な明
かかし
よあ
その咆
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敷いて︑みんながそこに座っ
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本

ダイダイコチ

ほとんどの家庭に訪問販売

物は︑今すぐ不用品情報セン

は書面で

ターへ登録しでぐださい︒登

測量・コンサル
物品・役務

市では︑昭和六十一年度指
名業者の資格審査の申請を次

鉢、ビデオデッキ。

クーリングーオフ

不用−回報センターに現在

録方法などの問い合わせは︑

▼不用品情報センター

︵商工観光課︶

商工観光課まで︒

登録されている品物は︑左表

していただいている品物も多
数あります︒ぜひ活用してく
ださい︒
市では︑家庭に眠っている
不用品を有効に生かしていた

〒611宇治市宇治菱E

の要領で受け付けます︒申請

ー運搬用かご、スキー靴・板√オーブンレンジ、

されていないと︑工事︑測量

ベビーチェア、全自動カメラ、食卓テーブル、火

33宇治市役所商工観光
課消費生活係︵窓了１

だぐため︑不当稽報センタ

箱、ホームこたつ、扇風機,エレクトーン、ベビ

ーを開設していホチ︒今回の

湯沸かし器、剣道具一式、オルガン、乳母車、本

９時から午後５時まで︵ただ

き用せいろ一式、子ども用自転車、三輪車、ガス

し︑正午から午後１時までと

シングルベッド、テレビ、ピアノ、三輪自転

とコンサル業務︑物品の供給

車、自転車、スーツケース、ペビーカー、もちっ

などの指名競争入札などに参

■譲ってください

４１︶

・譲ります

大和田村の
問い合わせください︒

ださい︒

に︑総務部資産税課へ提出してぐ

申告書は︑一月三十一日㈹まで

列ケース︑金庫など︒

す︑口″カー︑レジスター︑陳

▽工具や器具・備品⁝計算機︑い

冷暖房設備など︒

毎年一月一日現在︑市内で償却

償却資産の申告

▽機械・装置・・・各種機械︑装置︑
所・商店など︶のために使用して
いる人は︑所定の申告をしていた
だぐことになっています︒
償却資産とは︑土地・家屋以外
の有形の固定資産のラち事業に使

却額︵費︶か法人税法または所得

用されているもので︑その減価償

税法のうえから︑損金や必要経費
に算入されるものです︒
例えば︑次のよシなものが償却
資産となります︒
▽構築物・：事業所内の舗装部分︑

１月31日まで

譲って欲しい物︑譲りたい

4§JIU§jS9
６ 乙
んす､電気ブーツ､アイロ

資産を所有し︑事業︵工場・事業

急いでください

のとおりです︒今までに提供

ルガン、ガスフアンヒーター、ガスストーブ、ひ

期間は二月二十八日までです︒

登録中の品物（61年１月７日現在)

消費者コーナー

不用品情報センターへ
欲しい物
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544

一月十九日㈲に︑第十五回
目の市民カルタ大合一が開催さ
れます︒
昨年は︑六十や八が参加し
て熱戦を展開︒競技はまず各
クラス共六︑七人ずつに分か
れてのバラ取りで開始︒上位
士ハ人か選出し︑次にそのメ
ンバーによる一対一のトーナ

各クラス共︑一位から四位ま

メントで順位を決定し未了︒

◇

レクリエーション協会︒

0525︶へ▼主催・・・宇治市

市民綱引き大会

でには賞状と賞品をお贈りし
ます︒ご家族でご参加くださ
い︒

指導者▼定員・：40人︵先着順︶

︵社会教育課︶
独居老人の料理教室

児童書の特別展示

中央図書館の児童書マ・・ナ

・︲︲では︑二月二十七日困まで

と題して︑ぶ戸に関連した児

﹁ゆト唇やポンポン雪の本﹂

童書の特別展示と貸し出しを

▼とき・：１月21日㈹︑午前

行ってい未了︒絵本や読み物

など︑たっぷりそ馬えました︒

10時〜午後３時▼ところ⁝総
合福祉会館料理講習室▼対象

一人暮βしの人▼定員⁝30人

⁝市内に在住する65歳以上の

︵中央図書館︶

ご家族でご利用ください︒

名簿に登載出来る人を調査し

一年一月一日現在で︑選平入

農業委員会では︑昭和六十

選挙人名簿の調整

農業委員会

︵先着順︶▼参加費⁝
100円▼持
参品・：エプロン▼申し込み⁝
１月11日出から社会福祉協議
会︵豊⑩5650︶へ電話で︒
︵社会福祉協議会︶
市民アトリエ
手染め教室

期限は一月十日金です︒まだ

てい康ｙ︒登載申請書の提出

ター

宇治文化セン

子バレ

采ます︶︒選手︱人の合計体重

▼参加費⁝４千500円︵宿泊・

▼とき・：毎月第１日曜日︑

手軽な型染めで︑テーブル

提出していない人は︑至急最

◇全自由席(大人2,000円,学生・子ども1,500円)

が560キロ鰐以下であること▼

少年山の家︵２月１日︑２日︶︑

食事︑テキスト代などの実費︶

五ヶ庄西浦
中田 由紀ちゃん

中央公民館実習室︵２月７日

▼特典・：講習会修了者は︑日

クロスを作ります︒

有馬龍

参加費・：無料▼申し込み・問

以降︶▼内容・：グループワー

本レクリエーション協会公認

寄りの農協各支店か農業委員

▼日程・内容⁝左表のとお
り▼ところ・・・木幡公民館▼講

︵農業委員会事務局︶

会事務局へ提出してください︒

雪まつり

▼とき・：２月８日出午後４

時半〜９日㈲午後２時の１泊

海洋センタ人宮津市︶▼内容

−2日▼と
1こ
1ろ
1・：府立青少年

⁝雪中運動会︑クラフト製作

など▼対象・：小学校４︑５︑６

年生︑またはその親子▼定員

50人︵先着順︶▼参加費⁝小学

生３千円︑保護者４千500円▼

申し込み・：１月27日囲までに

府立青少年海洋センター︵容

一全幕−

い合わせ⁝１月17日白までに
所定の申込用紙︵市民体育課
にあり乖ｙ︶を市民体育課へ︒

ク論︑プログラム論︑ゲームや

２級指導者申請資格が得られ

・吉田誠さん▼対象：市内在

師・：元京都芸術短期大学講師

象・：市内在住の人▼申し込み

エ団公

なお︑優勝チームは︑３月
21日脚に行われる府民トリム
の集い︵綱引きの部︶に本市の
代表チームとして出場するこ
とになっていまず︒
フォークダンス

ダンスなどの理論と実技▼講

水子▼申し込み・問い合わせ
・・・１月Ｈ日から市民体育課へ

⁝宇治公民館︵ａ⑩2804︶

︵京都府青少年育成協会︶

07722②0501︶へ︒

電話202111

Ｉ問い合わせは・宇治市文化センター

初心者講習会

午前10時〜正午Ｔ月のみ第

師・：日本レクリエーション協

宇治フォークダンス同好会

２日曜日の12日︶▼ところ⁝

会上級指導者・中本健三さん

の主催で行います︒

ップの講習▼参加費・：︱回300

宇治公民館▼内容⁝基本ステ

外▼対象・：レクリエーション

▼とき・・・１月19日間︑午前

円▼申し込み⁝各開催日に直

直接︒

８時半▼ところ・・・広野中学校
体育館▼対象・チーム編成・；

き
の初
指め
導と
に合
関評
心会
の︑
あぜ
るん
人ざ
まい
たを
は

ｙとき・：１月19日間︑午前
10時︵受け付けは９時半から︶
ｙところ⁝中央公民館会議室
接会場へ▼問い︷おせ・：岡村

住の婦人▼定員・・・25人︵先着

光芳さん︵豊⑩4343︶へ︒

福祉会館３階和室▼内容・：書

１月19日現在で満16歳以上の

順︶▼教材費・：２千円▼申し
込み⁝１月Ｈ日出か呆幡公

市内に住んでいるか勤めてい

▼日程と内容・：左表のとお
300円▼持参品・・・汚れてもよい
服装▼申し込み⁝教育委員会

マリーンピア

市民で編成された男子のチー

１時Ｉ３時半▼ところ・：総合

▼とき⁝１月26日囲︑午後

２時〜２日間の午後５時︵１

る心身障害者で︒義務教育
世代夕越えた触れ合いで得

直接来館で︒︵木幡公民館︶

一民館︵き⑩8290︶へ電話か

泊２日︶と︑２月７日倒〜３

か終了し養護学校へ通学中で

られる温かい家族関係やモラ

食べながらの交流会▼対象・・・

お知らせ
新年のつどい

月26日困の毎週水曜日︑金曜

ない人︵介護を要する場合は

ルなどについて考兄ます︒

やまぶき学級

日の13日間︵３月21日冊は除

保護者の同伴をお願いするこ

▼とき・・・２月１日出の午後

指導者養成講習会

レクリエーション

▼クラス・：Ａ級︵経験者︶︑Ｂ

Ｌハ︑選手Ｉ人︑交代選手︱人

級︵初心者︶︑Ｃ級︵小学校低学

円︑高校生以上は500円▼申し

ャーは選手か兼ねることが出

の合計12人︵監督とマネージ

ム︒監督Ｌハ︑マネ１︲・ジャー

込み・：当日直接会場へ▼問い

年︶▼参加費・：小・中学生は300

合わせ⁝青柳五一さん︵豊⑩

く︶︒時間はいずれも午後７時

とがあり毒了︶▼参加費・：約

世代間交流教室

〜９時▼ところ・・・くつわ池青

社会教育課︵酋⑩3141︶へ︒

り▼ところ⁝宇治公民館▼対

が出来ません②日本国籍取

︵宇治公民館︶

へ電話または直接来館で︒

け付け後は取り下げること

なお︑作品か雨に央公民館へ

︵母が死亡している場合は

得後は︑現在の外国籍かモ

在までのにの戸︵除︶籍謄本

死亡時までのもの︶③外国

があり米沢韓国など︶③ま

の国の法律により失ラ場合

展示することも予定していま
方式で父母が婚姻し︑その

ていない場合は婚姻を証明

た日本国籍取得後は︑日本

ことが母の戸籍に記載され

合は法定代理人︵親権者︑

ばなりません︒

添付書類

届け出に必要な

称し︑その戸籍に入籍され

人の父または母などの氏を

車４ その為︑市役所に戸
籍の届け出をしなければな
りません⑤日本国籍取得後

法律で定める期限までにい

に重国籍となった場合は︑

ずれかの国籍か選択しなけ
ればなりません︒詳しぐは︑
京都地方法務局戸籍課︵豊

ｋＢせください︒︵市民課︶

０７ｙ酌か１３１︶へお問

文化会館大ホール

2月23日(日)PM2:00開演

ゆきちゃんは、やさしい女の子。

後見人など︶が行わなけれ

電話223141
市民体育課

市民体育のお知らせ
問い合わせ★

出来るふつになりました︒

届け出は62年末までに

①届け出は︑法務局で受

ことにも注意してぐださい︒

〜正午 伝承(暮らしにかかゎるしき 吉 村 亨 さ ん
た') ■ならゎしなど）

１月19日(日)に開催

60年１月１日に
国籍法が改正施行
昭和六十年の一月一日か

国籍取得
届け出に際しての
注意事項
実を記載した母子ぼ堕甫

届け出に際しては︑次の

な芦②本人の出生時から現

書︑出生証明書︑出産の事
人が十五歳以上の場合は本

法務局への届け出は︑本

人自身が．十五歳禾満の場

師
講

ら︑改正国籍法が施行され
ています︒この中で︑①昭
和四十年一月一日から五十

生まれ︑②日本国民であっ

九年十二月三十一日までに

たことが無く︑③出生時
に母が日本国民であり︑④
そして母が現在︑または死
亡時に日本国民であること
Ｉの︑四つの条件を備えて
いる外国人は︑法務大臣へ

世代間交流教室の日程表

演
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宇冷幼稚園・艮

2/14(4)・明るく円満な暮らし③
午印O時
社会生活とモラル
正午

京il府立人学教授

午前10時

京H文iﾋti期大了助教綬

午前9時50分 ・明るく円満な暮らし①

光信隆夫さん

あたたかな家族関係

〜正午

･明るく円満な暮らし②

吻

2／7

作品の仕上げと講評
2/2と咄

白鳥の湖

あなたを守る110番

尤
テーブルクロスの染色
2/21(勿

・開講式
l/27(fl)

型作り（前回の続き）
2/u溺

テーマと内容
き
と

型作り{12万七､型彫り
2／7出

第15回市民カルタ大会
届け出れば日本国籍を取得

市民アトリエ手染め教室の日程表

チャイコフスキー

Ｐ

この欄に掲載するお子さん（60
年１月生まれ）を募集しています。
広報課へご連絡ください。

講義：染色について
下絵説明

い
ず
れ
も
午
後
２
時
Ｓ
４
時

1 mm

笠鴫教瑞さん

肩たたきで、いつもおばあちゃん
の体をいたわってあげています。

容
内
時間
月日

第725号
1986年（昭和61年）１月11日発行
り
よ
だ
政
市
治
宇
(3)

市民の健康と生活を守る国民健
康保険事業︵国保︶が︑膨らむ赤
字で深刻な事態に陥っています︒
昭和五十九年度決算では︑四億六
千三百万円にも及ぶ実質累積赤字
となり︑更に今年度︵六十年度︶
の医療費の伸び率も︑当初見込み

赤字の原因の一つは︑五十

五十八年度全国平均四十三万

一人当たりの医療費︵図②︶は︑

１

より友一︶・二％も高く︑全国

60年度の医療費
再び急上昇
このまま赤字額が増え続け
ると国保事業の存続が危ぶま
れるため︑六十年度は五十九
年度までの実質累積赤字額四
億六千三百万円を凍結すると
共に︑国の補助金削減によ
る影響で生じる赤字分節陛い

９月
８
７
６
５
４
３
２
1
12
11
10

を既に大きく上回り︑このまま赤
字が増え続けると国保事業の存続
Ｉ
％25 20
く

︲︱︱︱11111S1111−Ｉ１

九円と全国平均より四八・六

と︑非常に高くなったためで

五土八億九千五百六十八万円
保特別会計決算では︑単年度
す︒この総医療費を国保加入

妬も高くなっています︒中で

で一億五千四百四万円︑累積
者一人当たりに直すと︑平均

の市の中で十四番目に高額と

九年十月から国の制度が変わ

六千五百三十四円に対し︑本

も入院医療費では︑全国平均

で三億六イエ八百二万円の赤字

なっています︒

すると︑五十八年度では全国

土八万四千百九十三円になり

国庫負担金などを加えた実質
平均十三万五百六十円に対し︑

ます︒全国平均と比較︵図①︶

象にならない人が加入する国
累積赤字は︑四億六千三百万
本市では十五万八千九百八十

度に嘉之しなければならない

民健康保険︵国保︶︒現在宇治
円にも上ってい未丁︒
二円と二回八部も高くなっ

ています︒その内︑七十歳以

り︑国の補助金の率が削減さ

市では六十四万八エ八百二十

ています︒

上または六十五歳以上の寝た

れたこと︑二つには歳出の約

赤字の原因

きり老人を対象とした老人保

九五％を占める医療費総額が︑

また︑老人保健法適用者の

健法の適用者は︑四千百三十

三千七百三十世帯︶が加入し

に当たる約三万五千人︵一万

6多
詐

となりました︒更に︑六十年

が危ぶまれるまでになっています︒

59年度の実質累積赤字
４億６千３百万円に
自営業者や年金受給者など︑

15

市国保には︑全市民の二Ｉ％

会社や事業所の健康保険の対

ノ

三人で加入者全体の二・八

(・57年度分 は 、 年 度 途 中 か ら 老 人 保 健 法 施 行 の た め 推 計 )

％を占めています︒

Ｋ

59

によシな診察︑検査︑投

する伸び率が一二・八％と当

の半年間で︑五十九年度に対

は︑一六十年四月から几月まで

しかし︑六十年度の医療費

るお年寄りの医療費について

老人保健法の適用か受けてい

済むことになります︒また︑

には五万一千円の本人負担で

人に支払われるので︑結果的

療費として後日︑国保から禾

制度を設けてい未了︒

日人間ド″クの検診料補助

入している人を対象に︑半

予防を図るため︑国保に加

成人病の早期発見︑早期

受診をご希望の人は︑印

員に余裕があります︒

鑑と保険証を持って保険年

金課へお越しぐださい︒

続き宇治市の国保に１年

▼対象・・・検診日以前に引き

以上加入している人で︑

40歳以上65歳禾満の人︵

昨年度にこの制度か莉用

した人は除く︶︒

▼費用・・・検診料の７割を補

一万一千四百円︑女性９

助︒本人負担は︑男性＝

一万二千三百円︒

字病院︒

▼実施病院・：京都第一赤十

ンザは︑手を通じても感染

かずる②風邪やインフルエ

546

の本人負担のうち五万一千円
負担となり毒了︒ただし︑こ

二割原
︶を
に行
相ラ
当た
すめ
る︑
百定
八期
土的
八に
万

薬か受けることになり︑

一ヱハ亘二十五円か一時本人
医療費は︑ちょっとした

割︵健
退康
職診
者断
医を
療積
制極
度的
該に
当受
者け
は

初見込んでいた八％を大守ｙ

も︑通院の場合は一医療機関

六十一年三月三十一日まで

一万六百三十五円は︑高額医

万円︶を超える差額の百八十

︵市町村民税非課税世帯は三

しょう︒

急病の場合以外は避けま

割増料金がかかります︒

間︑時間外に受診すると

▽休日や夜

ます︒

とになり

らないこ

果もあが

なり未了︒また︑治療効

三倍と増えていくことに

そのたびにＥ療費は二倍︑

ことで節約出来ます︒次の

▽日ごろから健康管理に努

ことに注意しましょう︒

ましょう︒
医療機関へ支払い︑残りの三
▽症状の経過が思わしぐな
四万三千八百十五円は国保が
いからと︑医者を転々と
は八割︶に相当する四百三十
割︵退職者医療費制度該当者

のがありました︒このような

医療費の改定の影響が考えら

れます︒

五十九年度中で１ヵ月間の
求めたりするよラな受診
こんな例も⁝
をやめましょう︒
高額医療費・老人の医療費
医者を変えるごとに︑同

入院医療費の最高額は︑六百
変えたり︑むやみに薬を

二十万五千四百五十円という

医者を転としない

高額の医療費の場合でも︑七

節約出来ます 医療費

めましょう︒そのため︑
散歩や体操︑
ジョギング
など︑自分
の体力に合
った運動を
したり︑バランスのとれ
た食生活や十分な休養を
とるぷっにしましょう︒
▽回ぶの早期発見・早期治

て︑六十年度の医療費の増加
見込み額に見合う分について

上回っています︵図③︶︒この

についてＩヵ月に四百円︑入

となっていますが︑まだ定

保険料奪吹定しました︒

原因として一つは︑入院件数

院の場合は二ヵ月間を限度に

昭和六十年度の検診日は︑
や日数が増えたことにより入

一日三百円か禾人が負担する

ます︒

つための十分な体力づくり

日ごみ石もウイルスに勝

大＊)V左右１

有無が発病するかどフかに

早めの安静が第一
インフルエンザが大流行

冬将軍の到来とともに増

えて来るのが︑クシャミ︑

った﹁風邪﹂︒冬の風邪の

頭痛︑発熱などの症状を伴

見□︑医療費の負担公緩和

を心掛けましょう︒

ウイルスによるものと言わ

するので石けんと流水で手

風邪の予防は︑①ラがい

三分の二はインフルエンザ

れています︒ウイルスに感

︵流行性感冒︶で︑原因は

料負担の増大にもつながって

染した時でも体の低抗力の

で心気に過ごしましょう︒

今年の冬は︑試邪知Ｑｙ

︒に医師にかかること︒

思わしぐない場合は︑早め

良いもの聚食べる④症状が

る③栄養価が高く︑消化の

に安静②入浴︑喫煙は控え

風邪をひいたら︑①早め

をよぐ洗う︒

市では︑国や府に補助金の

のは︑被保険者自身なのです︒

力ください︒国保制度を守る

に努め︑医療費の削減にご協

皆さんも日ごみから健康管理

て努力していますが︑市民の

国保事業運営の健全化に向け

久世医師会と話見９ワなど︑

増額を強く要望したり︑宇治

来ます︒

です︒医療費が増えれば保険

しようとする相互扶助の制度

国保はお互いに保険料盈出

制度の健全化を

適正医療で

なりかねません︒

負担となり︑生活の崩壊にも

が無ければ医療費全額が本人

支払います︒もし︑健康保険

や健康保険などが医療機関へ

院に関する医療費が一六・九
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昭和五十九年度の宇治市国

平均医療費(1人当たり)の推移

膨らむ赤字で深刻化
国保財政

最近の月別医療費の伸び率（図③）

高騰し続ける医療費
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