
安全に自分の市政意見を表明できる場の提示
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分かりやすく市政を伝える

20,30,40代が市政を知る、参加のきっかけに

10代の方へ。あなたが将来、市政がわかるために
表紙　説明

中面　市政

裏面　宇治のこと 　

　

＜お願いを放棄するのはもったいない＞

　 　　　　　　失敗して良いから選挙で市長、議員を選ぶ

私は宇治の市政を知り

ません。知らないので

発信をして、より「知

ろう」と思いました。

この案内は月一回を目

途とします。

ご意見、ご批判、広く

受け付けます。勉強物

の書籍、リンクのご提

供お待ちしてます。私

の活動に好感を持たれ

た方からのメッセージ

も大歓迎です。

fromyoutojapan@g
mail.com

私は知り
ません

　　　
　　　

でした
。
今から気にする
宇治市政
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　読んで。 7.支持する（議員、政党）

5.意見する（投票、意見書等）

2.他人を当てにする

1.無視する

市政の動向を知り自分の利になる行動を取る。

9.問題を考え解決策を唱える

8.自分で情報を調べる

6.同調者の存在を知る

4.意思表明できる場を知る

　　ココ！

高い

低い

労力

これ
だけ
は

3.情報を受け取る

　　　　　　　　　市政理解に必要なこと

、

　　　　　　　　

　
宇治の市政を知ろうと

してから、様々な人と

路上で話をします。ご

年配の方は市政以外に

も、昔の話をして下さ

います。若い方は、市

政を伝えると、情報入

手の方法を知らず、喜

んでくれます。宇治都

市伝説「寺院、茶業界

が宇治を牛耳ってい

る」と興味を掻き立て

られる話まで聞きま

す。老若男女問わず、

話す時間がある方、人

と関わりたいと思う

方、ざっくばらんに話

をしませんか。軽い気

持ちで、ぜひ。

宇治のあれこれ

fromyoutojapan@gmail.com
From you to japanas

　　　　　（吉國光伸）nobu

インターナショナルの日

曜宇治ぶら歩きを月一程

度、少人数で集まってい

ます。（無料）宇治で英

語を話したい方はミート

アップでfrom you to

japanの検索を。ハロー

だけでもいいですし、外

国人の話を聞きたいだけ

でもＯＫです。

宇治にまつわる昔話（古

代から近代）を文学者と

一緒に採集、編集する民

話の会を月一、少人数

（無料）で行っていま

す。自宅でお寿司が作れ

るようになる出張寿司教

室（有料）も併せてご案

内させていただきます。

宇治の温泉話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜寄付のお願い＞

　　　　　ゆうちょ銀行普通預金　記号番号 14400-50902561　名義 From You To Japan

　　　他銀行からゆうちょ銀行へ振込み　四四八店　5090256　名義 From You To Japan

質問、批判の連絡は下記よりご遠慮なく。関係のない話も大歓迎です。

事務作業のお手伝いも募っています。

宇治市明星町3-11-221

宇治民話　「かんじょう坂」

The attempt at success and getting to your best self
is what matters.

Quote of the day

　私の活動目的は、一人でも多くの方に市政への興味を持ってもらうことです。「私たちが見やす

い、楽な形で市政情報が用意されていれば」市政に参加し易くなるかと思います。この案内からご自

身で市政を確かめる、一番は意見、選挙投票で自分の意思を表明して頂ければと思います。元来、市

政無関心者同士、政治活動、付き合いをせずとも必要な時は意見を挙げませんか。

宇治に住んでるから「宇治のこと好きになろうかな」と思い宇治の文化、歴史、市政を知る活動を始

めるに至りました。お忙しい中、最後までご愛読有難うございます。この通信は月一回を目途にオン

ライン、紙媒体で発信を予定しています。宇治文化、町案内も発信しています。

youtube 「宇治のあれこれ」で検索

宇治市に住んでいる60％の人が市にお願いすることを放棄しています。（60％は

選挙不投票率）

あなたがこの先も宇治に住むと漠然に考えるなら10年20年先に「宇治に住んで便

利で良かった」と思えるように自分、自分たちの意見が反映される環境を作りま

せんか。今の市政は私たち60％の市政無関心者のお願いごとを聞かず、一部の人

達のための施策が進んでいます。選挙に1回行って市が変わるわけではありませ

ん。変化には長い時間がかかります。効果も宇治全体で1つ2つと少ないです。

でも、市政に関心を持ち続けないと自分たちに対しての施策が出てきません。

選挙で選んだ人が期待外れだった、で良いのです。私たちが失敗を学んで、市政

を気にかけていけば私たちの声を聞く代表者の質は上がります。市長と議員が市

政に携わりますが、私たちが市政施策の原案を作るのです。これをついつい市長

と議員に任せっぱなしにするので、私たちは市政に疎くなります。市長も議員も

市民にはうわべの発言で、行動は各々の所属団体か個人の経歴に繋がっていきま

す。

私たちが市政を理解するには市民側からの市政発信者がもっと必要です。自分の

コミュニティ間だけの発信者でもいいのです。生活の中で宇治の話題が増えれば

私たちの市政理解が深まる、そうなれば私たちに対しての施策が改善されます。

1人で市政理解を始めるのは大変です。私は半年間、議会と委員会、市役所の担

当課と議員の間を通いつめ、市政の全容は掴めましたが、理解には至っていませ

ん。私が唯一理解できたことは市役所、議員、地方紙も市政を伝えていますが、

発信機関と市民の間の理解度には大きな溝があります。この差を埋めましょう。

may

30年ほど前の話、宇治を温泉地としての観光市にしようと話題になったこと

がある。場所は天ケ瀬ダムの北側、志津川。近所に温泉があれば良かったな

と思うが、今ではすっかり忘れ去られている話。観光化されていれば、今と

は違った宇治になっていた最近の宇治の分岐点。温泉は出たが少量で温度も

低かったので計画は断念。当時の市長は調査に費用をつぎ込んだため、相当

糾弾された。結果論なので批判は当然だが、挑戦も必要。ただ、私たちの知

らない所で、挑戦も失敗もされると話は別。「誰のための開発か」このこと

を私たちは覚えておく必要がある。温泉計画が中止されるまでは、「温泉は

利用できる」としきりに広報されていた。現在では、歴史公園という観光施

設が市税で建設されている。広報に惑わされず、本当に必要か私たち自身で

考える必要がある。

宇治といえばお茶どころ。5月の新芽の頃になると、茶畑で茶摘みが始まり

ます。私は白川へ茶摘みに行ってましてな、白川には、そりゃ急な坂があり

ましてな、そこを越えな白川へは行けませんのや。この坂を、目いっぱい摘

んだ茶を壺に入れ、天秤棒で担いで登りますんや。「これで祭りの着物買え

るわ」なんて、お茶の勘定しながら坂を登るから「勘定坂」やと思ってまし

たんや。壺は重いし坂はきつい。坂を登りきる時、ほっとして気を抜くんで

すがな。うっかり、すべって壺を割ってまいます。前の1つが割れたら、後

ろも1つ割らな天秤棒担げませんやろ。あと一歩のところで、泣くに泣けま

せんわな。ほんまは「感情坂」かもしれまへんな。

＜市外で働き、市外で遊ぶから興味ない？＞

あなたが宇治市に望むこと

From you to japanas

My happiness is my responsiblity.

宇治市の話題市政

歴史公園

過去の多額費用市政

　市長選挙

現在、施行されている事業は10年前に計画された。
未来を決める賛否はあなたの知らない所で今、決められている。

fromyoutojapan@gmail.com

宇治が、
知らない人同士、路上で話し合える町であったらな。 

近年の宇治一大事業で物議を醸し

た計画。京阪宇治駅裏にある二つ

の史跡（太閤堤、莵道稚郎子の

墓）そこに茶畑を併せた観光所が

2021年完成予定。事業費75億円を

市と国で折半し、工事会社は市外

の大企業。「観光客にお金を使っ

てもらおう」から「市民に別の形

で還元を」まで声が挙がる。十中

八九赤字と言われ黒字でも利益は

民間会社に入る。市民にとって良

いことなし。利点は宇治の魅力を

発信する施設が増えることのみ。

市が有事の際に貯めていた基

金が3億円。このお金を宇治

人口で分配するとひとり1600

円程度で対策にはさらに多く

の財源が必要。早期対策を実

行すると市長は表明するが、

市内の優良企業や資産家に寄

付を募るべきでは。全市民の

衣食住確保、自殺者を無くす

ために何ができるのだろう

か。市から市民だけでなく、

個人間の助け合いが話題に挙

がってほしい。

4人家族の入園費は2千円。

（駐車場込み）営利施設では

ないが毎年1億5千万円の損失

がある。建設費100億を掛けた

無駄事業。（宇治の財政は

600億なので1/6程度の規模）

バブルの負の遺産をどう引き

継ぐか、有効活用の議論が続

く。当時の市長にはもっと将

来を考えて欲しかった。

宇治市民の何人が源氏物語を

読んだことがあるか。こちら

の資料館は住民の期待を裏切

り、成功状態。コアなファン

を獲得し、10万人の年間入館

者（宇治観光客は500万人）

を誇り、赤字にならない程度

の運営状況。事業費は42億円

と少し安価。入館料700円は

市民にとって割高。

黄檗、木幡間の山際に15年前か

らトンネルが開通。府道黄檗木

幡間の渋滞を緩和している。ト

ンネル掘削費用100億円。30億

円が市負担。快適な交通手段の

確保を目的とした事業を批判は

しないが、多額費用を要したこ

とは留意。その他近年、2つの

道路開通に事業費200億円。こ

れら3つで市負担、約100億円。

人口減少

宇治市の人口が今年1200人

減少。（人口18万人）新生

児の誕生と高齢者の死亡差

が-700人、転入転出の差

が-500人の結果。自市の人

口減少に是が非でも歯止め

を掛けたいので新規転入者

と、新生児を大切にしたい

施策が在住市民より優遇さ

れる。転入後の市民と成人

納税者になると市から受け

取る施策がない。

今年12月次期4年を掛けた市長

選が行われる。候補者は近日発

表予定。この時期に、現市長、

歴代市長の市政を見直す必要が

ある。候補者の公約も吟味し、

自分にとって住みやすい町を整

備してくれる市長は誰なのか選

びたい。10、20年後の宇治市が

どう良く変わるかがここから始

まる。選挙投票はおみくじ、占

いより現実的。投票は面倒だ

が、無投票の他人任せは勿体な

い。

コロナ問題 コロナ対策 コロナ基金

トンネル工事

連日、宇治市の状況が伝えられ

ている。宇治中心の観光、飲食

業と小中学校への影響話題が中

心。その他地域や、市外通勤者

の事情を知る方法がないのが現

状。感染者10数名で完治者が8名

（5月初め）。爆発的広がりはな

いが、第二波、外出が増える今

後に気を付けたい。公園や、山

場にいつも以上の人が集まり、

余暇を楽しんでいる。普段か

ら、現状くらい余暇を満喫でき

る生活を送りたい。

日々状況が変わるので、頻繁に

市役所に確認することが重要。

市のhpに記載されている。4月

末現在では個人、事業者、学校

各関係の相談口があり、金銭面

から精神面まで相談が可能。ど

のような対策が取られているか

は市のhpで要確認。人との関わ

りが閉ざされているが、不安が

あれば迷わず他人に相談するこ

と。この騒動を気に1人で何とか

する。から「他人を頼って良

い」と思えるようになりたい。

植物園

市政のすべてを理解する前に、何をして欲しいか、市、議員に伝えませんか。

あなたが選んだ市長、議員でなくても構いません。彼らが協力的でないなら、選

挙に参加してあなたの生活を整えてくれる人物に代わってもらうのです。

現状は「少子高齢化で財源が減っている」を理由にサービス廃止や賃料ＵＰの市

民負担を納得させられています。これが本当か確かめてみませんか。

子どもは宝だ。と宇治の議会で毎度叫ばれていますが、子どもが成人し働き始め

ると受け取る施策がなく、「子どもは将来の市の働き手（納税者）」として市に

受け止められている印象がぬぐえません。又、人口維持、増加のために転入者を

増やそうと市税で観光施設を増設し、現市民のアンケートは無視をする。これで

宇治に住み続けてくれ。と懇願されても「はい、喜んで」とは言えないでしょ

う。

市外での買い物が便利、遊ぶ所がある。でも将来、年を取ると移動が大変になり

ます。現宇治市民にとって便利な町になるように市政を気にしていきませんか。

宇治市があなたにして欲しいことを伝えれば良いのです。

全国他市の市政状況
　他市を見ていると、どこも宇治と同じ少子高齢化問題を抱えています。地域差

（観光、産業、住宅都市等）で取り組む施策に差はあれど、他市より魅力を放っ

た市はありません。市長、議員の発言も、宇治市と同じ響かない発言が目立ちま

す。「抜本的な改革を」や「集中と選択、効率化を」、「住民に寄り添った施策

を」など。私たちが市政を気にしないことが問題です。市政を気にする行動が、

市長、議員がどの立場の代表かを否応なく表明させることになり、皆から好感を

持たれようとする行動、発言が無くなります。

市も議員も私たち市政無

関心者の参加を模索して

いますが、市政を理解し

ようと議員に質問をして

も乗り気に答えてくれま

せん。結局は「議員に都

合良い市民が市民」と感

じます。皆さんが市政に

興味を持って28議員の自

浄作用が働けばと思いま

す。1人の議員に任せき

りにせず、党を越えて2,3

人の議員の知り合いを作

り、彼らの姿勢の違いを

知るべきです。各議員の

良い顔にはご用心。

Hard times will always reveal true friends.

宇治市民1人当たり13万

円の市税を年間収めて

います。これだけ払っ

て意見一つも挙げない

のはほんとにもったい

ない。市税の使い道は

福祉に6割、市役所運

営、土木、教育に1割ず

つの内訳。あなたの意

見は直接、市に伝える

方法と議員を通して市

に伝える方法がありま

す。議員の知り合いを

作りましょう。

源氏ミュージアム

youtube 「宇治のあれこれ」で検索


