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緑の募金による地域緑化事業 申請受付中（第２次募集 )

　緑を大切にする心を育むため、市内において植樹
活動や森林整備、緑化に関するさまざまな研究・啓
発活動を行う団体に活動経費の一部を助成。

【対象要件】❖市内に住所を有する❖複数の構成員か
らなり、自主的組織的な活動ができる❖植樹活動や森
林整備については、継続して適切な維持管理ができる
❖活動する土地の所有者か管理者の承諾を得ている

【助成金額（上限額）】1 団体 15 万円（ただし２次募
集であるため応募状況によっては交付金額が減額にな
ることがあります。）

【申し込み方法】12 月 27 日㈮までに所定の用紙（農林課
に備え付け。市ホームページからダウンロード可）で同課へ。
▶詳しくは、市緑化推進委員会事務局（農林課内、
☎ 66・1023）へ。

住生活総合調査にご協力を

　12 月１日㈰を調査期日として、「住生活総合調査」
が全国一斉に行われます。調査対象となった世帯に
は、11 月 21 日㈭～ 12 月 10 日㈫の間、調査員が
訪問します。ご協力をお願いします。
▶詳しくは、建築住宅課（☎ 66・1050）へ。

市役所における今夏の節電実績について

リーディング産業チャレンジファンド
赤れんがパークで報告会

　意欲ある事業者の新たな挑戦を支援する「リーデ
ィング産業チャレンジファンド（補助金上限 1 千
万円）」の事例報告会を開催します。

【日時】11 月 17 日㈰ 11 時～ 12 時 30 分（展示は
15 時まで）

【場所】赤れんが５号棟（まいづる地場産市場会場内）
▶詳しくは、産業振興・雇用対策課（☎ 66・1021）へ。

赤れんが博物館市民講座

【日時】11 月 23 日㈷ 14 時～ 15 時 30 分
【場所】総合文化会館
【内容】赤れんが博物館顧問の水野信太郎・北翔大教授
による講演「新・日本建築シリーズ『世界に誇る日本
固有の建築物』」

【申し込み方法】前日までに電話で赤れんが博物館（☎
66・1095）へ。

赤れんが博物館　入館無料日

　赤れんが博物館が開館 20 周年。これを記念して 11
月４日（月＝振替休日）は入館無料とします。
▶詳しくは、赤れんが博物館（☎ 66・1095）へ。

年末調整説明会

【日時】11 月 26 日㈫ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
【場所】総合文化会館
【対象】市内在住の個人や市内の法人、支店法人、官公庁
▶詳しくは、舞鶴税務署（☎ 75・0804）へ。

よろず相談・生活資金の貸付

【日時・場所】❖ 11 月 19 日㈫…西総合会館。❖ 11
月 22 日㈮…市役所別館　いずれも９時～ 16 時

【内容】❖生活相談…失業や病気、事故などで生活が
不安定となった世帯が対象
❖生活資金の貸付…緊急かつ一時的な生活資金の貸付

（1 世帯限度額 10 万円）
【その他】世帯の収入額により貸付できない場合あ
り。印鑑と世帯全員の収入がわかるものが必要。
▶詳しくは、保健福祉企画課（☎ 66・1011）へ。

　ヤフー㈱のインターネット公有財産売却システムに
より財産を売却します。

【土地の種別】
❖宅地…市内字朝来中小字八田 170 番 38、313.75 平方㍍
❖宅地…市内市場小字市場 288 番１、952.44 平方㍍
❖宅地…市内字森小字峠 39 番５他４筆、492.15 平方㍍

【申込期間】11 月 13 日㈬ 14 時まで
【入札期間】11 月 27 日㈬ 13 時～ 12 月４日㈬ 13 時まで
【入札方式】入札可能回数は 1 回のみ
【申し込み方法】市ホームページかヤフー㈱の官公庁オ
ークションのページで。
▶詳しくは、管財契約課（☎ 66・1045）へ。

インターネットで市有地を売却

緊急地震速報伝達訓練を実施

　市では、「緊急地震速報伝達訓練」を実施し
ます。今回の訓練は全国一斉に行われるもの
で、国から J

ジ ェ イ ア ラ ー ト

-ALERT（全国瞬時警報システム）
を通じて送られてくる緊急地震速報を、「防災
行政無線」や「まいづるメール配信サービス」
を用いて市民の皆さんにお知らせするもので
す。ご理解とご協力をお願いします。

【日時】11 月 29 日㈮ 10 時 15 分ごろ
【伝達方法】
❖防災行政無線による放送
❖まいづるメール配信サービスによるメール配信
▶詳しくは、危機管理・防災課（☎ 66・1089）へ。

　市役所では、今夏の節電対策として、室温の 28℃設
定や照明の間引き点灯、ピークシフトなどに積極的に
取り組みました。その結果、節電対策期間（７月１日
～９月 30 日）における本庁舎での使用最大電力の実績
は平成 22 年度同期比で 20.1㌫削減となり、削減目標
15㌫を上回りました。今後も節電対策の取り組みを継
続していきます。　　　　　　　　　　　　《生活環境課》

「のれん」と「花灯籠」でまちを演出

　えびす市に併せて、丹波通りの町並みを「のれん」
と「花灯籠」で演出
❖のれんの掲出…11 月 17 日㈰～ 24 日㈰
❖花灯籠のライトアップ…11 月 23
日㈷～ 24 日、17 時～ 20 時

【場所】恵比寿神社周辺
《花灯籠を貸し出し》
　自治会や市民団体などが主催する
催しなどで使用する場合は、花灯籠
を無料で貸し出します。
▶詳しくは、都市計画課（☎ 66・1048）へ。

▲昨年の様子

11月6日、ついにズワイガニ漁解禁！！

映画「毎日がアルツハイマー」を上映

　認知症について理解を深めていただくため、映画
上映会を開催します。

【日時】11 月 23 日㈷ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
【場所】商工観光センター
【内容】認知症の母と向き合う娘の笑いと感動の物語
【その他】入場無料。申し込み不要。脳の健康チェ
ックの講話もあり。

「舞鶴かに マップ」で食って買って楽しんで

　11 月６日㈬、日本海のズワイガニ漁が解禁。
これに合わせ「舞鶴かに 」を食べたり、買っ
たりできるお店を紹介する「舞鶴かに マップ」
を作製。まいづる観光ステーションや JR 東舞
鶴駅観光案内所、赤れんがパークのほか市内外
の「道の駅」などに配置しています。
▶詳しくは、舞鶴かに ＰＲキャンペーン協議
会（舞鶴観光協会内、☎ 75・8600）へ。
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▶詳しくは、高齢者支援課（☎ 66・1012）へ。

市民病院の看護職員の採用試験

【日時】　12 月 22 日㈰９時から
【場所】　市立舞鶴市民病院
【募集内容】　下表のとおり
【受付期間】　12 月６日㈮まで
※土・日曜日は除く。郵送の場合は、12 月６日 17 時 15 分
までに到着したものに限る。

【申し込み方法】
　申込書（市民病院総務課で配布。同院ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項を記入し市民病
院総務課へ。※詳細は実施要項でご確認を。

▶詳しくは、市民病院総務課（☎ 62・2630）へ。

職種 採用
予定人数 受験資格 試験内容

看護師
または
准看護師

若干名

昭和 48 年４月２日か
ら平成６年４月１日
までに生まれた方で、
看護師資格を有する
方又は平成 26 年３月
末日までに資格取得
見込みの方 【作文】

　課題を与える
【面接】

昭和 48 年４月２日か
ら平成６年４月１日
までに生まれた方で、
准看護師資格を有す
る方又は平成 26 年３
月末日までに資格取
得見込みの方で、高
等学校卒業資格以上
の方


