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宇治茶の郷づくり宇治茶の郷づくり 健康長寿の地域づくり健康長寿の地域づくり

児童虐待防止の取り組み児童虐待防止の取り組み

交通基盤の整備交通基盤の整備

放置竹林の拡大防止放置竹林の拡大防止 野菜産地の担い手育成野菜産地の担い手育成

北大河原トンネルの北大河原トンネルの
本格工事着手本格工事着手

オレンジリボンオレンジリボン
「ラッピングバス」運行「ラッピングバス」運行

やましろ地域 働きざかりのやましろ地域 働きざかりの
健康づくり推進事業健康づくり推進事業

宇治茶体験ツアー宇治茶体験ツアー

やましろ野菜産地担い手養成塾やましろ野菜産地担い手養成塾

やましろ地域
交流フェスティバル交流フェスティバル

放置竹林対策の専門家実践研修放置竹林対策の専門家実践研修

　１月29日（日）に宇治田原町で、２月５日（日）に和束町で、「宇
治茶」を核とした集客ビジネス可能性の検討に向け、京都嵯峨芸

術大学学生中心の企画によ
り「アラサー」世代をター
ゲットにした「宇治茶体験
ツアー」を実施しました。
茶畑や茶に関わる史跡めぐ
り、茶香服などの体験や温
かいもてなし、お茶を使っ
た地元料理などに、参加者
は満足された様子でした。
問農林商工部　企画調整室
　☎0774-21-3211
　50774-22-8865

　野菜産地の新たな担い手
を育てるため、生産者組織
が実施主体となり、関係機
関が連携して、野菜栽培の
実践研修を行う「養成塾」
の取組を進めています。
　平成22年度から京田辺市
で「ナス塾」、23年度から
木津川市で「ナス塾」や宇
治田原町で「胡瓜塾」を開
設し、塾生が知識や技術の
習得をめざしています。
問農林商工部　企画調整室
　☎0774-21-3211
　50774-22-8865

　環境、景観面から危惧される山城地域の放置竹林の拡大を防止するため、
「竹林関係の専門技術者」を育成する講座を昨年度から開催しています。
　平成23年度は12月から２月までの間、木津川市内の竹林で、全６回を実施
しました。内容は、①チェンソー
による竹林整備②竹のチッパー
シュレッダー操作③竹炭製造④
チェンソー実践目立て等の技術
習得です。
　10名の受講者の皆さんの活躍
が期待されます。

問農林商工部　森づくり推進室
　☎0774-21-3450
　50774-22-8865

　児童虐待の防止は府民共通の課題です。このことを広く呼びかけるために、
児童虐待防止を訴えるラッピングバスを３月末まで宇治市・久御山町を中心に
運行しています。
　街で見かけたら、もう１度こどもたちの幸せについて考えてみてください。
問山城北保健所　福祉室　☎0774-21-2193　50774-24-6215

　国道163号は、大阪圏と名古屋圏を結ぶ主要路線であり、沿線地域の生
活道路でもあります。幅が狭く見通しが悪いため事故が多発している区

間で、「（仮称）北大河原トンネル」を主体と
したバイパスの整備を進めています。
　このトンネルは京都府施工としては最長
で、これまで整備を続けてきた工事用進入路
が完成し、いよいよトンネル部の掘削を開始
することとなりました。１日も早い供用開始
をめざしています。
問山城南土木事務所　道路計画室
　☎0774-72-9371　50774-72-0830

　京都府では、耐震性が不足する昭和56年５月以前の木造住宅を対象に、市
町村と協力して耐震化を支援しています。京都府または市町村の耐震窓口へ
気軽にご相談ください。
●木造住宅耐震診断士を自己負担３千円で派遣
●耐震改修経費の３／４の補助金
・本格的な耐震改修助成（最高90万円）：継続
・屋根の軽量化等で耐震性が確実に向上す
る簡易な耐震改修助成(最高30万円)：平成
24年度開始

※市町村により制度の有無、内容が異なります
問各土木事務所　建築住宅室
　乙　訓　☎075-931-2478
　山城北　☎0774-62-2246
　山城南　☎0774-72-9521

【募集期間】
　第１回：４月２日（月）～５月31日（木）まで
　第２回：９月３日（月）～10月１日（月）まで
【対象事業】
　環境保全・子育て支援・地域文化活動 など

　廃棄物の不法投棄や違法開発は、地域の自然環境を破壊し、生活環境を
脅かす重大な犯罪です。
●山林や谷、河川に建設廃材等の廃棄物が
高く積まれたり、投棄されていた

●空き地で木くず等の野焼きがされている
●突然、山や森が切り開かれた
などを発見した場合は、お住まいの地域の
保健所不法投棄担当までお知らせください。
※一般ごみについては、各市町村にお問い合わせ
ください。

問各保健所
　乙　訓　☎075-933-1341
　山城北　☎0774-21-2913
　山城南　☎0774-72-4303

　野菜、果実、花（ポット植え）、鶏肉、冷凍食品、水産加工品、
お茶などの即売や果物、花の模擬セリ販売体験
問㈱京都総合食品センター　☎0774-20-2825

京都府南部総合地方卸売市場
「第２回お花見市場一般開放」
４月８日（日）京都府南部総合地方卸売市場　茶摘み体験、抹茶の碾臼体験、試験茶園・製茶工場の見学・説

明（以上無料）、お茶の淹れ方教室、ホットプレートによる製茶体
験（以上有料）、手もみ製茶実演、ふるさと産品展示即売会　など
問㈳京都府茶業会議所　☎0774-23-7713

　３月４日（日）、木津川市中央交流会館（い
ずみホール）で山城地域を元気にしようと頑
張るNPO等地域団体の魅力を体感できる
フェスティバルを開催しました。
　約1000人の来場者で賑わい、山城の地域
資源をいかした特産品の販売や、木工や
科学などの体験教室、ご当地ヒーロー
や大道芸のステージなど、見て、触っ
て、食べて、もりだくさんの内容で、
来場者にNPOの活動を楽しく体験し
ていただきました。
問企画総務部　企画振興室
　☎0774-21-2049
　50774-22-8865

活力 めざしてめざして協働協働 安心安心 山城交流圏山城交流圏をを・ ・人がつながり支え合う

部門・職種 氏　名
（住所） 概　　　　要

会社員、
パソコン入力

酒井　謙
（向日市）

保険会社で、パソコ
ン入力、清掃、大型封
筒の開封等を担当。

会社員、
野菜カット職
人

高田晃秀
（向日市）

業務用野菜加工販売
会社で野菜カット部
門のリーダーを務め
る。

NPO職員、
清掃作業

辻　敬
よし

直
なお

（宇治市）

大手企業で31年間勤
務、退職後障害施設
職員として清掃等に
従事。

会社員、
商品検査

梅井　泉
（城陽市）

商品検査やダスター
折りに能力を発揮。
機械の操作もすぐに
習得。

会社員、
調理業務

中島裕
ひろ

子
こ

（精華町）

老人ホームの調理部
門で働く。新しい職
員に仕事を教える。

イベント情報イベント情報 住まいの耐震化

許さない！！
しない！させない！

不法投棄を 平成24年度

　来年度も引き続き、地域に暮らす皆さんが協働し、自主的に取り組まれ
る、暮らしやすく魅力あふれる地域にするための「地域力再生活動」を応
援します。
　事前相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

問企画総務部　企画振興室
　☎0774-21-2049　50774-22-8865

地域力再生プロジェクト支援事業交付金地域力再生プロジェクト支援事業交付金
募集のお知らせ

　早期発見することで、がんによる死亡を減少させることがで
きる時代になってきましたが、がん検診を受ける人の割合が少
ない状況が続いています。
　がん検診の実態を把握するため、昨年11月に乙訓・山城地域
の約600事業所の事業主と従業員のみなさんにアンケート調査
を実施しました。
　アンケートに寄せられたみなさんの声を反映して、平成24年
度は 〝わかりやすい検診情報の提供〞 や 〝受診しやすい環境整
備〞 に取り組む予定です。

１位 受診する必要がないと思っている
２位 検診の費用がわからない
３位 申込先や申込方法がわからない
４位 仕事が休めない

未受診の方に聞きました…「受診していない理由は？」

事業所におけるがん検診実施状況

がん検診受診率

　40歳（子宮がん検診は20歳）になったらがん検診を受診しま
しょう！
　市町村では５種類のがん検診を実施しています。詳しくはお
住まいの市町村広報紙又はホームページでご確認ください。
問各保健所　保健室
　乙　訓　☎075-933-1153　5075-932-6910
　山城北　☎0774-21-2192　50774-24-6215
　山城南　☎0774-72-0981　50774-72-8412

のの

宇治新茶・八十八夜茶摘みの集い
５月１日（火）宇治茶会館・茶業センター茶園、茶業研究所

社会参加の推進社会参加の推進

「障害者山城地域マイスター」認定！「障害者山城地域マイスター」認定！
　山城地域にお住まいで障害のある方の就労・社会参加を一層推進するため、高い技
能を有する方々を「障害者山城地域マイスター」と認定する制度を平成22年度に創設し、
この度第２号として７名の方を認定しました。
　障害のある人が地域の人々とともに、人格と個性を尊重して互いに支え合いながら
生活し、障害のある人の「完全参加と平等」が実現できる社会をめざします。

▶認定日　２月18日（土）
問山城北保健所　福祉室　☎0774-21-2193　50774-24-6215

▶マイスター第２号の認定者

大手スーパー、販売

松山律子（木津川市）
● 大手スーパー京田辺店
勤務、困難を克服し自
らの努力で職場に定着

会社員、米袋詰め作業

三宅将
まさ

士
お
（京田辺市）

● 米の袋詰め作業や搬入
等、笑顔での勤務態度
が他社員に好影響

地域
や

京都府地域力再生活動

実施
していない
38％ １つ以上の

がん検診を
実施している
62％

0％ 50％ 100％

乳がん検診 46%
子宮がん検診 45%
大腸がん検診 44%
肺がん検診 46%
胃がん検診 42%

警察署、市町村、広域振興局で
合同パトロールを実施

がん検診は事業所に義
務づけされていません
が、約60％の事業所で
何らかのがん検診が行
われています

わかりやすいがん
検診情報の発信…
が課題です

半数近い方が受診され
ていますが、正社員と
パート・アルバイトな
ど雇用形態によって、
受診率に差があります

ともにはぐくむ地域力ともにはぐくむ地域力

◀商品チェック中の
　松山さん

◀米の袋詰め作業中の
　三宅さん

無補強

耐震補強施工

昭和50年着工の住宅

振動台実験の結果

（独）防災科学技術研究所　提供


