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を取得︑今年度から処理建設
工事に着手してい未了︒
この東宇治下水処理場は六
地蔵徳永に︑五十七年度から
六十年度の四ヵ年計画で第一
期分貧護し︑六十一年度に

4市3町で流域下水道に

西宇治処理区

同処理場の全体が完成したと

忌恰岩ています︒そして︑

ので︑事業費は約三十億円が

宇治川左岸の宇治市・京都市

道行政客于めるため︑府と

していましたが︑広域的下水

当初︑市単独事業として訂画

川左岸流繕萱下水道︶は︑

の利点が考えられます︒

費で大きな節減が図れるなど

ることから建設費︑維持管理

ともに︑処理場をＩヵ所にす

進されることが期待されると

ため︑国の重点事業として推

きには︑テニスコ ︲ト︑バレ

・城陽市・久御山町・井手町

一方︑西牢治処理ほ︵宇治

ーコート︑グランドなど忿整

の三市二町が調整か行い︑先

︵約五千三百人分︶か石つも

三︑五〇〇ノの下水処理能力

模は第一期計画のうちの一日

いまず︒建設中の処理場の規

えるぶつ取り組むことにして
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理区︵宇治川右岸公共下水道︶

東宇治下水処理場計画所在地／宇治市六地蔵徳永および木幡北島

は一部の地域で供用してもら

備し︑地域のみなさんに利用

伊米津川流域下水道︵四市

に宇治川左岸流域下水道が合

地域の中核都市としで発展し

なぐ土八万人︒京都府の南部

要施設は京都府が事業主体と

なって実施していくことにな

っています︒この事業にかか

る本市の左岸区域の面積はＩ︑

四二︿おで︒計画処翠人口は

十二万六千三百人となってい

ます︒また︑供用開始は右岸

公共下水道と同時期の予定に

このぶつに︑本市の公共下

なっています︒

水道事業は計回されてい康ｙ

−111111111111111111111111111｀惣ｙ

が︑市全域にかかる事業の整

備には︑現在の単価で約一千

三百億円の経費と短かくても

れています︒

五十年といラ年月が必要とさ

め︑みどり豊かな住みたい住

下水道事業の計画的推進に努

て第一歩をふみ出しました︒

事に取り組むなど建設に向け

一部の地域では管渠の布設工

進めることとし︑前年度から

生活環境を充実

市民の協力で

今後︑処理場建設などの主
いただき健夙つくりに役立て

に計回されていた木津川左岸

は認可公客延同区域︵一三

三町︶としてスタートするこ

流域下水道︵八幡市︑田辺町︶

一云︶に全長約二十七 ｔだの

とになりました︒

原則として市町村が設置、管理

また︑管渠︵汚水管︶事業

てもｅつことにしています︒

管渠布設を実施︒六十八年度

できました︒1かし豊かな自

ところで︑市の人口は・︶Ｍ4＞

に完成の予定で︑事業費は四

この新計画は︑対象区域が

然聚守り︑安全で快適な中活

に集水し処理するものです。

環境をつくるうえで重要な下

たがる地域の汚水、雨水を広域的

▲すすむ汚水管布設工事（昨年1月木幡正中で）

流域下水道に排出します。

事

項目
全体計画
第ｉ期計画
敷地面積
ＴＺ，ＯＯＯぱ
42，000ｍ
133ｈａ
処理面積
840ｈａ
処理能力人口 90，740人
14，210人
63．400ｍ ／日
7 ，611ｍ ／日
処理能力
処理方法
標準活生汚泥法性分流式
排除方法
ｌｉｔ＄ｉ方法
オゾン処理，水洗浄

末津川流域下水道計画

拡大し事業計画が大きぐなる

河川流域あるいは内湾流域を単

東・西処理区に分けて整備
宇治市の下水道事業

十億円から五十億円が見込ま
れていまず︒

都道府県が設置し、管理する下

すことにしていますので︑市

水道です。

んでぶかった町つくり牽めざ

位として、二つ以上の市町村にま

水道事業は大今豆ち遅れて

化したうえ河川などに放流するか、

民のみなさんのご理解とご協

●流域下水道とは

いるのが実情です︒

主に市街地における家庭汚水や

力をお願いします︒

します。

このため市では︑下水道の

工場排水を集めて終末処理場で浄

建設を璽点施策の一つとして
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くらしを守る下水道
▲快適な生活環境づくリヘ︵写真は東宇治処理場完成予想図︶
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宇治の風景画展

つぎに深い容器に肉を入れ

す︒使用目的に応じて買い

買っている人が多いよｙつで

ミー

けたもの︑変化のないもの
れ︑ラップが触れないぷつ

ミミ

ました︒調査対象のラ″プ
︵広げたら縮んでいた︶に
にして七分加熱したところ

ミー
・ミ

ミー

−−

ミ

いるかといラ問いには︑ぼ
は︑スーパーマーケットや

三分で溶けて破れたもの︑

−−

いＬが五八％︑μり芥が
分かれ︑十三分間通して加

温度一四〇度前後のポリ塩

脂の多い食品の場合は耐熱

後でもよいが︑魚肉類や油

の耐熱温度セ氏一〇〇度前

エチレン系やブタジエン系

用する場合︑野菜類はポリ

電子レンジでラ？＼プｍ

求めたいものです︒

熱したら︑溶けたもの︑異
容器内にたれ下がったもの

小売店などで購入してきた

や異常のないものなどがあ

十銘柄です︒それぞれの品
常のないものとがありまし

水槽にっけておくと︑金魚

た︒

四二％︒そして︑ラ″プを

名︑原材料名︑添加物︑寸

表示をまず見よう

りました︒

法︑耐熱温度︑耐冷温度︑

同じぶつ に銘柄のラ″プを
かけて加熱︒長石直接肉
アンケート結果から︑品

保護者が負担ずることになっ

質表示奮見ないでラップを

ています︒このうち保護者が

に触れた個所は︑四分後に

化ビニリデンの方がよいよ
うです︒＝ｋ＞ｆ＼しても電子レ
ンジで使用する場合は︑深
めの容器を使い少し9盲一を
抜くすき間をつくって眼つ
とよいぷつです︒
また︑柔軟剤︑安定剤︑
防曇剤︑滑剤などのラ″プ
に含まれている添加物が人
体に影響がないのか︑食品
へ移行しないのかなどの不
安をいだきました︒もちろ
ん︑無添加表示のラ″プも

いては︑国が入所できる基準

負担するものか保育料といっ

︵商工観光課︶

︵措置基準︶か次のぷフに設

ありました︒

けています︒

保育料は︑前年分の所得税

ていホヂ︒

す︒保育料はＩ率でなぐ︑十

や市民税額か基準に決定しま
③母親が死亡︑行方不明など

また︑保育料は国で徴収基

七の階層に分かれていまず︒

準額を設け︑ほとんど毎年改

ふるさとむかし話

みなさんは︑﹁匝み﹂とい

などとゆばれるＳｔｆがありま

は正原のことでヽ心戸ホ但に

はそれぞれの政予に擲してヽ

す︒ウワンは和敏︑ショウボ

前臨︵釦感や泣汚尉かなどに

う言葉を知っていますか︒と

ともありますが︑そのか脚は

や浄難を㈲めていた診難慧春

きには﹁かみ﹂と訃かれるこ

逮り拠けることができる郷い

そのかが伽いたので戈

測の毅があったところから︑

ずＬＩようとち″うしん図子は︑京都を中の
心こ
とと
す︶
るの恥喀浙を誓郷￡

路次のことです︒

附酎心刎にヽおくから倣われ

てきた言葉ですが︑行きどま

とは言いません︒いまでは︑

どのかもキかれていますｏ＾

ずし﹂・﹁はむらのずし﹂な

ほそみちずしりになっている
な細
い道
防は
砂︑
に図
は子
ヽ﹁ぢぞうの

ロージとか︑おけロージなど

ました︒そのお洽献さまは︑

儲圃の彫いお洽厠さまがあり

いずＬろじこどぅと言って︑図子も路次も獄
距の
同Ｓｒｆには肪緻洽廓と11う

されていますが︑むかしのμ

はヽきっちりと託恥を倣い俳

負担していただき︑あと三割

収基準総額の七割を保護者に

なわち五土︿年度︶の国の徴

即予があり︑むかしをしのぼ

が建っているといった場所で

畷似られていてヽ祀眼にも毅

図子が多いところは︑町が

を聡似っていたところです︒

裁くから﹁廓枇眼﹂という眼

ます・またヽはむらの可みは

いま石筝階の孵に肌されてい

等によりり災した︒

は市が負担し︑保護者負担の

けていたのです︒

市では︑これらの基準に従

軽減を図りました︒また︑兄

定され未了︒市の場合は︑五

い﹁保育に欠ける﹂要件の高

せ
せる
るか
名で
でか
呼ば
ばれ
れて
てい
いた
たの
ので
です
す予眼という眼恰がぽえられて

十七年四月に改定︒前年度︵す

い児童石ら︑三歳未満児と三

弟が入所した場合︑第二子以

⑥家庭が火災︑風水害︑地震

歳以上児それぞれの定員夕勘

降の保育料を二分の一に減額

⑤ほ親が病人や心身障害者の

心身に障害がある︒

④母親が病気やヶがあるいは

の理由で家庭にいない︒

仕事か石つている︒

②母親が家庭内で家事以外の

①ほ親が外で働いている︒

溶け︑縮み︑破れました︒

・−

・●ａ

鶏肉︵もも︶を皿に入れ

が死ぬ実験をテレビや新聞

使用上の注意などの品質表
示をチェック︒
さつま芋を各銘柄のラ″

加熱しました︒・＝一分後では

1

﹁保育に欠ける﹂要件につ

−−

した。今回は保育行政のあらましについてお知らせします。

なったり︑変化のないもの

1

回答者の感想では︑﹁便利

﹁品質表示だけ見ても有害

い﹂などでした︒
が出ました︒六分後︑・弓
プ同士がくっついてしまっ
たもの︑変化のないものも︒
九分後には︑溶けてぐっつ

つぎに︑さつま芋と鶏肉

いて離れないもの︑少し溶

1

する児竜福祉施設です︒

−−

ｌ

容を充実させるため︑国の制

しますと︑保育所を運営する

保育所が開設し児童が入所

についてお知ら芦笛す︶

︵次回は︑保育所の運営経費

独自施策奮犬施しています︒

明け保育︑障害児保育などの

⑩

ワンのズシーショウボのズシ

側にひろがる町の中には︑ウ

政予は︑ほかにもたくさん

︵歴史資料室︶

くの図子を調べてみませんか︒

あるはずです︒みなさんもぶ

うじＩＬどおりょうたとえば︑宇治娑通りの両

出てくるだけになりました︒

争
寄り
りの
のおお
話譲
の中
のに
孵
︑に
とヽ
きど
とききどき刷の影心戦をだったのです・

どまれられヽぶくに砂むお肘を戦をとする眼献でヽ心崇一

が︑いまではそのかもはとんいます・いずれもＳｒｆの蔵倣

ところがありヽ加奮眼にはむ

ところでヽ伺島眼にはヽ轟
あることは︑111うまでもありうじしないおお
むみ佛・一Ｅ一かみ肘と中ばれた
ません︒宇治市内にも多くの

案しながら入所措置を行つて

国・府・市・保護者が

経費が必要となります︒この

度をこえて長時間保育︑産休

運営費は国︑都道府県︑市と

運営費を負担

これらの他︑市では保育内

しています︒

抜け路次
い未了︒

世話をしている︒

図子は

−−

についても国の剔氏基準を上回り、さまざまな取り組みをしてきま

︵もも︶盈便って︑電子レ

護者の委託を営け保護者に替

−−

1

ンジでの加熱テスト欠行い

わって保育することを目的に

−−

市では、母親の就労の保障と児童の健やかな育成のために児童福

−

消費者コーナー

祉の理念に基づき、保育行政をすすめています。今日まで、市民要

︱

実施し
た︑ー
アンケート調査
で見たかについて︑︒いい外
今回は消費牛居モニ
タ
が七五りで︑ぼいＬが二五
主な結果が次のぷつに出
Ｂクルー︒プの研究のまま
とめをご紹介し％とま
す︒
した︒
いラ結果でした︒

1°

︱

ラッラ
プの使
用にプ
ついが
て︑ 普
◇最近︑食品用
″

宇治市の保育行政

自

年次計画で施設が充実
市では︑昭和二土︿年に初

−

めて小倉双葉園保育所を開設︒

わせて二十ヵ所となり︑今年

25
2

︿口口では︑公立︑民間立を合

四月には更に︑一ヵ所が開設
できる予定です︒
特に︑人口が急増した時は
市民の要望に応え毎年一ヵ所
から二ヵ所開設するとともに︑
既設の保育所の増築か好い︑
定員聚増やしてきました︒そ
の結果︑今年四月で全保育所
の定員は二千七百十人となり

5

食品ラップ

58（年）
57
56

及︒スーパーマーケ″トや小売店でも食品を包むのに

−−．．．．．．．．−−−−−−−−−−−−−．−．．．．．・・・・−−−−−．．．．．．．．．4
1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

55
54
53
52
51

使う目的に応じて

自

50

使用してい康ｆｙ︒ところが︑食品をＩフップで包み電子レ

︱

49

八八％︑︒時々僅アがＩ〇

︱

48

ンジで加熱した時︑溶けたり縮んだり︑破れた経験か
く原ま
アと答
えた︑
人はポリエチ
なの
でつ
い使の
ってし
まう
﹄ プに含
プ︵一定の大きさ︶で包み
ら関心か痔ちましたｊ︒
た
レ
ン
ラ
″

1

47

モニター研究
Ｂグループ

％︑
嵯わ
ないて
Ｅが二
％で水
し 槽の金
まれている添加物に
よ
っ
︑
か無
魚
害かが
わから
死
ない
ん
人がだ
多 実験を
柔らかくなったもの︑熱ぐ

1

ます︒

一応

た︒ 使用の目的は︑︒冷蔵庫

1

保育に欠ける

保育所施設と定員の推移

での保μ卜が六二％︑︒保

1

46
45

新聞などで知ったこともきっかけでし実た
験で︒
溶けるものも

−

児童が入所

10

・−−−−・−−−−−

ミミー¶

存とともに電子レンジでの

︱

ところで︑保育所はどの家

15
1

●

調理 が三三％︑ぜの拶

望に応え年次計画的に保育所を増設、施設の充実とともに保育内容
︱

庭の児童も無条件で入所でき
るものではなぐ︑児竜福祉法
第二四条により︑﹁保育に欠
ける﹂要件のある児童を︑保

20
2

●

台所の必需品に が五％︒添加物の含次れた
ラ″プ
があることを知って
近所の方六十人金屋
に

生活に根ざす保育所

1983年（昭和58年）2月11日発行（2）
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2月16日〜3月15日

今年も︑市・府民税の申告
をしていただぐ時期になりま

︿申告が必要な人﹀

るか︑提示していただぐ必要

収書や証明書を申告書にそλ

療費控除夕受けるときは︑領

なお︑生命保険料控除や医

料︒お気軽にご利用ください︒

談所が開かれ乖ｙ︒相談は無

治商工会訊所などの共催で相

支部が中心に︑納税協会︑宇

ませください︒

人︒ただし︑給与所得だけ
受付時間はいずれも︑午前十

ｍ昭和57年中に所得のあった

があります︒

2時Ａ時半▼ところ⁝小倉

研究レポート︑俳句︑短歌︑

トフラワー︑各種手芸作品︑

書︑水墨画︑つまみ画︑アー

水彩画︑拓本︑写真︑児童画︑

の恩がえし﹂︵アニメーショ

公民館▼上映作品・：﹁たぬき

ン11分︶︑﹁花のき村と盗人

木彫など▼申し込み・：3月15
日までに小倉公民館へ︒

たち﹂︵アニメーション26分︶
﹁下町のおぱちゃん先生﹂︵児

家庭教育学級

小・中学生は何夕考え︑求

めているか︒大人は＼ｖｒ％ある

▼日程と内容⁝左表▼とこ

で拓を共に考えましょう︒

後1時半〜3時半▼定員⁝30

ろ・・・宇治市公民館▼時間⁝午

人︵先着順︶▼申し込み・・・宇

治市公民館へ︑電話か来館で︒

菅野（3賢さん

小倉公民館まつり

児童文学研究

童劇映画31分︶︒入場無料︒

発表作品を募集

者
3／22肉
「子どもにとってａｓとは」

で勤務先から給与支払報告

日・23日︑3月1日・2日︑

青少年腱全育

時から午悛四時まで︒

3月15日脚︑期間中は土曜日

8日〜Ｈ日▼木幡公民館・・・2

「子どもをとりまく
広遠議会会長
3／15（・幻
環ｊ 笠 鴫 綬 瑞 さ ん

かけで約二五丿を

十一月から二月に

ほ芦栽培しでいで︑

寒風に吹かれてセリの収穫︵棋島町で︶

﹁君がため春野

我が衣手に雪は降

栽培方法は︑秋

京都市場に出荷︒

に出でで若菜摘む

りつつ﹂旧暦で

には尽きるとの俗説からだ︒

多年性のセリも四十二年目

ｒこ牝わざに西十二の厄
年に芹は食わ汐と一啓示

ピーナッツあえなど︒

やおひたし︑目先を変えで

物に︒そのほか︑セリめし

でもチョ″卜気取っでなべ

早春の香りは格別︒ご家庭

シャキとした歯ざわりと

八百屋に並んでいる︒︱

一東百五十円ぐらいで︑

さしずめ自然健康食品︒

ごら1ゐる﹂とあるから︑

体を肥健ならしの︑食をお

い血脈を保し︑気を益父

また﹁本草経﹂に︒精を養

含まれ︑感冒に有効である︒

弱い発汗作用か鎧す成分も

養分はビタミン類が中心︒

と呼ばれるのもラなずける︒

から︑労多く﹁キ間売り﹂

での手作業である

く中︑水に洗われ

厳冬期で寒風の吹

く育ぐむ︒収穫は

水中で茎を白ぐ軟

第に水を深くし︑

らない状態から次

リを定植し水を張

の彼岸の頃︑種ゼ

一亭Ｚ岑年は二月

十三日が元旦︑七

草は十九日︒七草

がゆを徊っにしで

も︑新暦と旧暦で

は趣が異なる︒立

春か扇套岑頃に

なっでぷコやく草

木も芽塗モ草も

その七草﹁セリ︑ナズナ︑

摘めるのである︒

ゴギョウ︑ハコベ︑ホトケ

のうちセリは︑他のが昔の

ノザ︑スズナ︑スズシロ﹂

年度日本陸上競技協会登録者

名か伝えでいないのに比べ

原産はジャワで︑日本で

古今同じ名であるのが出色︒

も沼や沢︑小川︑水田など

に自生する多年草︒栽培起

戸中期には東京足立本木町

源は明砥七はないが︑江

︿バドミントン・卓球﹀

字治の特産

私の台所

用しで三戸の農家が六〇7

干拓田の豊かなわき水夕莉

現在宇治市では︑巨椋池

地とされでいたようだ︒

と仙台郊外などが良質の産

ント︵き⑩2315︶へ︒

申し込み ・・宇治労働セツルメ

費用・・・三百円▼定員⁝40人▼

と宇治茶の出し方・飲み方▼

働セツルメント▼内容・：講演

1時半から▼ところ・：宇治労

▼とき・：2月23日出︑午後

宇治茶の飲み方教室

学校体育館︒︵市民体育課︶

7時Ｆ9時▼ところ・・・神明小

▼とき・・・2月17日出︑午後

スポーツひろば

17日までに市民体育課︵豊⑩
3141︶へ︒吊民体育課︶

日出の午後▼申し込み・・・2月

は除く▼選壬堪考必一・：2月19

日現在満15歳以上の人で︑57

▼参加資格・・・市民で3月20

に出場する代表選手を募集︒

い﹂の中の市町村対抗リレー

開かれる﹁府民トリムのつど

三月二十日㈲︑太陽が丘で

宇治代表選手を募集

市町村対抗リレー

福祉事務所社会課へ︒︵社会課︶

者手帳と印鑑をご持参のうえ

付を希望される人は︑戦傷病

の認定を受けている人で︑交

受け付けています︒戦傷病者

者乗申券引換証の交付請求を

ａｍ−さん

▼里幼間・・・2月16日團〜

も午前9時から午後5時まで

第二回小倉公民館まっりを
三月に開催︒日頃の学習の成
果を発表見回︑地域の人々

れた男子︵採用予定1人︶

は受け付けません︒実施要領

3／8（・幻
「観子・ｔ関係」

書が市役所へ提出されてい
る人や税務署へ確定申告さ

受け付け柔す▼ところ・・・市役

第5回子ども映画会

後悔するから︑今がんばって前の

ご学校用務員⁝昭和17年4月

2日140年4月1日に生ま
れた女子
▼試験⁝2月20日面︑午前
9時から▼ところ⁝宇治中学
校▼申し込み・：市販の履歴書
に記入し︑最近6ヵ月以内の
本人の写真をはり︑申込書を
そ凡て清掃作業員の希望者は
職貝課へ︑それ以外は教育委

と申込沓は担当課で配布▼受

Ｉ専門指導貝

▼宇治商工会議所・・・2月22

れた人は除きます︒
ｃ5給与所得者でも︑農業所得︑

日・11日ｙ京都銀行小倉支店

月25日・28日︑3月8日・10

⁝2月24日︑3月3日・4日

人について行こうと思う﹂と︑ひ

2日〜40年4月1日に生ま

っ清掃作業員・：昭和22年4月

市職員を募集

橘島支店︒︵企画課︶

7時半から▼ところ⁝市農協

▼とき・・・2月15日脚︑午後

市青少年対策

ひ学校調理員・・・昭和22年4月

れた男子

2日〜40年4月1日に生ま
琴裁えよシとする勝気な答えが

二人は同世代の女子高校生に︑

西村さんから辺ってきた︒

﹁楽な方に行李やすいと思う︒苦
しいことにも立ち向かって欲しい﹂

彼女たちの次の目標はインター

ときっばり言いきった︒

ハイ了洒躍することだ︒上羽さん
は︑﹁駅伝で走らなかった分︑イ
ンターハイで力を発揮する﹂と決

二人とも小柄でおとなしい︑は

付期間⁝2月14日側119日出

員会総務課へ提出欠郵送で

にかみやだが︑うちに秘めたもの

正午︒︵職員課・総務課︶
戦傷病者の乗車券

は大きい︒目標零ハ今辿げ︑記

めている︒

平井新司きん

録を更進していってほしい︒
︵にしむらじゅんこさん＝五ヶ
床広岡谷在住︑うえばひろこさん

昭和五十八年度分の戦傷詞

今村要遺きん

をもつ親として）閉丿式

日本性教育研

ｒ育ちゆく子どもとその

大学教授
「子どものからだの

所市民税課︑支出役所にお
越しになれない場合は︑左表

・9日〜Ｈ日▼京都銀行大久

▼つどい⁝3月12日と13日

とっながりを深めましょう︒

▼作品発表・：3月19日〜21日
▼人形劇のっどい・・・3月25日︒
︿募集作品﹀日本画︑油絵︑

お知らせ

京菰文概短期

住民の方は傍聴できます︒

「子どもの心の兌達」

家賃︑その他の所得のあっ

沿屏で出張受付けし示すの

お友だちと見にきてね︒

でご利用ください︒︵市民税課︶
保支店⁝2月23日・24日︑3
▼とき・・・2月19日出︑午後

引き渡しされている土地
であれば︑申告しなけれ

ご注意ぐださい︒

ぱなりませんので

地域整備計画
策定協議会

楳島町地域の地域整備計画
の策定のための協議会を開催︒

開濤式

たすら走ることに集中し苦しさを

走っていヱ古しいとき︑﹁後で

月8日110日︒︵宇治税務署︶

昭和五十七年一月一日

数回にわたって合

の間に一回吏陛︑

から千二月三十一日まで
小規模事業者の申告の手助

非課税土地・特
例譲渡および免除
の認定を受けよう
とする人も︑申告
書とともに認定申
告書か扱出しでＩ
ださい︒用紙は資産税課
にあります︒︵資産税課︶

問︑五回の合宿と十回の練習会で
実力をつけ︑緊張した忠刄塞っ

この二人の成長今宵返って東

た上羽弘子さんの二人は東宇治高

宇治高校陸上部顧問の吉田先生は︒

クから︒女子マラソン が正式種

手の発掘を目的としてさる一月

﹁端から見ていても怖いぐらい上

目となったのを契機に︑女子中・

二十三日に京都市内で開かれた第

り調子だった︒西村は一年と少し︑

校の二年生︒

一回全国都道府県対抗女子駅伝競

たわけで︑それがＩラとい＞＜ｒ＼限ら

上羽でも三年という短かい経験し

れた距離夕全速力で走るという具

走大会︒この大心一で京都府チーム

区︵一ｊ︶蔵﹁ただ向こうまで

体的で明確な目標が与λられ︑ま

は第二位と素晴しい成績だった︒

全力で走り︑柏木選手に引き継げ

たいい先輩に恵去ぞ︑その雰囲

かなぐ︑全ぐ未知の力夕秘めてい

ぱよい﹂と夢中でかけぬけた西村

オリエンテーション
2／22（幻

究会常任理＊

3／29肉性 の 指 導 」 （ 小 ・ 中 学 生

た人︒

ついて源泉分離選択課税を

ＣＯ配当所得があり︑所得税に

受けた人︒
剛利子所得のある人で︑所得

｛ｎ公2804）
○宇治市木幡公民館…木幡内畑34
の7（ｎｃ8290）

淳子さんと︑惜Ｌでも出場の機会

その京都府代表選手の一人︑九

長距離ランナーの強化と新しい選

来年のロサンゼルスオリンピ″

移っていなぐても現実に

ください︒なお︑登記が

税﹂の申告をして

に﹁特別土地保有

二月二十八日まで

地夕取得した人は︒

準面積︶以上の土

計五千平方μ︵基

けなずるため︑税理士会宇治

相談所を開設

所得税の確定申告

○宇治市公民館…宇治里尻71の9

気の中で開花していった﹂と語る︒

家庭教育学級の日程表

引換証の交付

早春の香りセリ

発達」

3／1（・灯

講師
京Ｍ育大学
教授
栗田侈5ん
内容
日

○宇治市小倉公民館小倉町寺内
91（ｎｃ4687）
1木幡南山畑在住︶

②

税で総合課税夕受けた人︒
Ｋ雑損控除や医療ｅ控除など
を受けよラとする人︒

けよシとｙる人︒

㈲純損失や繰越して控除ｍ

出張受付の日程表

公民館のおしらせ
第1回全国女子駅
伝京都代表選手

はのがしたが補欠選手として半年

宇治に生きる

（16）

した︒次のぷ7な人は︑申告
が必要ですので︑早めにおす

特別土地保有税申告は2月28日まで
西村淳子さん（17）上羽弘子さん

お早めに市・府民税の申告
︵右が上羽さん︑左が西村さん︶

153

ところ
とき
％ 小ａ公民館
（月）京都銀行六地蔵支店
％ 木幡公民館
（火）伊勢田公民分館
％ 広野公民分館
團 西小介集会所
弘 旦椋公会堂
固 開公民分館
％ 紫ヶ丘公民分館
Ｓ 六地ＩＳ．公会堂
％ 東宇治消防分署
側 西大久保集会所
弘 西岡屋集会所
（火）太陽神戸銀行宇祐支店
受付時間は午前10時−正観
午後ｌ時−4時ただし太
陽神戸銀行は3時まで）

ひたすら走る

1983年（昭和58年）2月11日発行第620号
だより
宇ｉ台ＨＪ正ｃ

医療費が国保を圧迫
特集

されていることです︒また︑
ここ数年の経済不況は保険料

のに対し市では十三万九十
八円と︑一万九士︿百五十三
円も高くなっていホチ︒また︑
老人医療受給者一人当たりの

Ｏ″ひＯＦＤ
4Ｑ︶りａり﹂

のになっています︒しかし︑

市としては︑国保財政がいく

0

Ｏゾ弩ご

154

用語解説

超過負担・・・本来︑国が負担すべき

35 ≪Ｏ−／／／ ｏ），562
85．70しーててこ89，809．ぐ：／
80．003

98765万円

57

56

の基礎となる所得の伸び夕低

医療費では︑全国平均三十八

で︑入院件数や日数も急増し

保険料の負担か多くしていた

ら厳しくとも被保険者の命と

く白しを守る保険事業か砥止

することはできません︒そこ

で︑引き続き国や府などに補

助金の増額や制度の抜本的改

正を強く要望していくことに

しています︒被保険者のみな

さんもこの機会に︑限りなく

急騰する医療費夕どのよｙつに

しＩ歯止め‰痴けるのか︒

どのぶつにすれば健全財政に

なるのかを考えていただぐよ

ラお願いします︒

かかることになりふチ︒ただ

し︑国保の資格はそのまま残

り︑医療費以外の給付は国保

から支払い︑保険料も納めて

老人保健の運営は︑国・都

いただ章示ｙ︒

道府県・市町村・国保などの

保険が共同し負担︒負担割合

は︑保険に加入している老人

と︑それに係る医療費をもと

に積算し毒ｙ︒市の場合︑老

入割合がそれほど多くないの

．／

一一−−−−−・国平均1人当たり医療費

下させたため︑保険料収入は

万四千九百土︿円であるのに︑
市では五十五万七千五百三

五十七年度見込みで大十七万

円と実に大真喘たぴがあり︑

円ほどが予測され大変な状況

ごろから市内の病院の新・増

になっていること︒五十四年

問一人当たりにすればい

たことや︑一日当たりのＥ療

だぐことになり未了︒また︑

／
〆／

ず︑国保の財政状況が好転す

で︑大きな負担軽減にはなら

ることにはなりません︒

／

2

伸びていません︒

入院医療費が
二・九二倍に

問国保の財政を圧迫して

問では︑医療費が急騰し

です︒

ている原因はどこにあるので

答要因として︑医療費の

すか︒

五年間で実に二・三七后にな

設が続き︑ベッド物石増加︑

請求方法が︒出来高払い制芦

り圭した︒このうち特に︑入

くらの医療費になるのぶふ︒

費が全国平均よりも高くなっ

期日までに保険料を納められ

5045
る所得が少ないといラ特徴を

答五土八年度の被保険者

ていることが考えられ水子︒

6055

答国保はその制度上︑長

持っています︒これは国保が︑

一人当たりの医療費は︑全国

．4

人の医療費が非常に多く︑加

る原因の一つでした︒

参人保健法では︑対象者の

され︑老人保健で医療機関に

医療について国保から切り離

130，098／

−・一宇治市ｌ人当たり医療費

制度上の矛盾が顕著に
国の責任で対処を
宇治市の国民健康保険は︑昭和三十六年に事業開始以来︑地域の
医療保障の中心として大さく発展をとげてさました︒しかし︑最近

いる医療費の急騰はどれぐら

答五十一年度では十八億

いの額になるのです︒

一千五土八万円であった医療
費が︑五土︿年度では四十二

︿顔康保険が五・八％ぷふ

院医療費は二・九二倍と増え

億九千九百七十三万円になり︑

ら︑大きな開きがあり康ｙ︒

管掌健康保険が九・一％︑組

お年寄りなどは︑ど夕しても

最新医療機器による検査など

年企業で働き退職した人や中

必然的に少ない収入と大政な

平均で十一万四百四十五円な

●．●
384．916

療から負担していました︒こ

−Ｓ

J゛ミ
352 948

〆−ｆ

55

54

53

の医療費の急騰は︑国保財政に大変な影響を及ぼしています︒そこ

五六・一％が国の補助金です
少ない収入
大きな医療費

ています︒

答たとえば医療費に対す

小零細企業の従業員や自営

医療費需要という宿命を負わ

困難になり︑借金によって支

払うことになります︒この借

金の利息はみなさんの負担に

なるのです︒五十七年度での

利息だけでも一千四百万円に

／。

で︑市民のみなさんから寄せられた質問に答え︑この厳しい状況を

問宇治市の国民健康保険
が︑毎年この割合が低下し︑

お知らせしましよう︒

は赤字だと聞いてまふ︑ど

長年据え置かれたままなのが

その補助率も一定でないうえ

答昭和五十七年度で二億

病気にかかる率が高くなりま

る補助率は︑四十一年から四

業者︑年金所得者など知会

すが反面︑保険料の基礎とな

〇％に据え置かれたままです︒

保険に加入できない人を対象

問国保の財政はどのぷコ
になっているのですか︒

みんなの手で守ろう

もなる見込みです︒

に︑ど切よ之諮力をしてい

問市は︑国保聚守るため
保険料が嵩いＬとの意見も

るのですか︒

関係予算は︑非常に厳しいも

答五十八年度の国の国保

ありますが︑そのほとんどは
医療費にあてられています︒
医療費が増加すればずるほど

″

−

．，ぐ

・110，445

ア＿，，−−

1

ａａ二

゛317．363
／／ ≒85．362
゛240，428

210．675

52

年度51

のような状況ぶふ︒

九千七百万円ほどの累積赤字
問保険料収入はａｊ．ｃ＼Ｍつ

るのは︑まず国保の財政基盤

このため︑急騰する医療費と

にした地域保険制度です︒従

ていますか︒

が大変弱いこと︑それに医療

補助額の差が膨大なものにな

って︑お年寄りや経済的に不

問国からの補助率は戸戴

現状です︒

費の支払いが急騰しているこ

っています︒また︑補助基準

安定な人が多く加入していま

ぐらいですか︒

とです︒

額も低額で︑補助そのものが

す︒五土︿年度でみた場合︑

因となるものとして考えられ

答国保加入者である被保
ないものもあり︑五土八年で

六十歳以上の人の加入割合は

︒誤った受診″を
しないこと

問大変厳しい国保の状況
に対して被保険者はどのぶコ

二月一日から老人保健法が

411

れが国保財政Ｍ＜1Ｋ︶Ｖ圧迫ず

保険制度から︑三割広又医

の医療費の七割を国保などの

していた老人医療制度は︑そ

以上の寝たきりの人を対象と

七十歳以上の人と六十五歳

的としています︒

医療の確保をめぶことを目

施行されています︒この法律

でに納めていただぐことです︒

第三に︑保険料は必ず期日ま

健康管理に努めてぐださい︒

や十分な休養など︑日常的な

り︑バランスのとれた食生活

自分の体にあった運動をした

散歩や体操︑ジョギングなど

外は擢脈乙ださい︒第二に︑

かかり康すので急患の場合以

休日に受診すれば割増料金が

をしないことです︒時間外や

を求めたりする誦つた受診

を転々としたり︑むやみと薬

答第一に︑経過が思わし

な点に注意ｙればよろしいか︒

ないと医療機関への支払いが

険者の保険料と国からの補助
は七億九千万円余りの超過負

二〇・一％になり康Ｋ政府

みんなの国保を

金で吏だっています︒五十
担が生じてい卓子︒

が見込まれています︒この原

1人当たりの医療費の推移

は︑老後の健康保持と適切な

老人保健法の関係は

くないからといって医療機関

国民健康保険と

305，027

557

一宇治市70＊以上l人当たり医療費
・−一国平均no歳以上1人当A：I）医療費

六年度では︑歳入総額のら弧一

盛んになってきた中高年のスポーツ

市内医療機関と病床数の推移
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