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介護用品チケットの支給

市民税非課税世帯で、要介護認定４か５に該当する高齢者を在宅
で介護している場合に、介護用品の購入券を支給。

【申請方法】８月６日㈪～ 17日㈮に高齢者支援課窓口へ。
▶詳しくは、高齢者支援課（☎66・1018）へ。

児童扶養手当の現況届

８月31日㈮までに来庁し現況届(対象者に案内を郵送)の提出を。
対象は父母の離婚などで父または母と生計を共にできないか、

父または母の身体などに一定の障害がある家庭の児童の父母（父
母に代わって児童を養育している人を含む）。提出がないと８月分
以降の手当が受けられなくなります。なお、現況届を提出せずに２
年を経過すると受給資格が消失します。
▶詳しくは、子ども支援課（☎66・1094）か西支所保健福祉係（☎
77・2253）へ。

　  妊娠中～子育ての情報満載「子育て応援まいブック」 　

妊娠中～子どもが生まれてからの各種手
続きや保育所、幼稚園、子育て支援センター
などの施設案内、悩み事の相談窓口などを
紹介する「子育て応援まいブック」を作成（A
４判、フルカラー、6,000 部）。中総合会館や
子育てに関係する各施設に配架するほか、
母子手帳交付時などにお渡ししています。
▶詳しくは、広報広聴課（☎ 66・1041）へ。

黙とうを捧げましょう　原爆投下の日・終戦記念日

今から73年前、８月６日に広島市、９日には長崎市に原子爆弾
が投下され、一瞬にして多くの尊い人命が失われました。また、８
月15日は終戦記念日です。市では、戦後13年にわたって海外か
らの引き揚げに大きく関わり、昭和45年には引揚記念公園を、ま
た同63年には引揚記念館を建設し、戦争による悲劇を繰り返さな
いよう平和への願いを発信し続けています。

犠牲者の冥福を祈り、全世界の恒久平和への誓いを新たにする
ため、次の日時に黙とうを捧げましょう。

【原爆投下の日】 ❖広島市…８月６日㈪８時 15 分
 ❖長崎市…８月９日㈭ 11 時２分

【終戦記念日】 ８月 15 日㈬正午  　　　　　　　《福祉企画課》

ウズベキスタン舞鶴市民応援団（仮称）会員を募集

市は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックでウズベキスタ
ンのレスリング、柔道のホストタウンを務めます。このたび、同国選手
団を温かく迎え入れるとともにスポーツや文化の交流、事前合宿団
の歓迎などのおもてなしに取り組む会員を募集しています。

【内容】❖事前合宿時の交流とおもてなし
❖スポーツ交流や文化交流の取り組み
❖市民向けの情報発信　など

【申し込み方法】所定の用紙（スポーツ振興課に備え付け。市内の公
共施設などに配架）に必要事項を記入し郵送かファクスでスポーツ
振興課へ。
▶詳しくは、スポーツ振興課（☎ 66・1058）へ。

冷房節約にみんなでおでかけクールシェア

空調の効いている施設や涼しさを感じられる取り組み「クール
スポット」を利用して家庭の電力使用を控え、地球と財布に優しい
夏を過ごしてみませんか。期間は９月30日㈰まで。

【市内のクールスポット】
❖東図書館❖西図書館
❖中央公民館図書室❖加佐公民館図書室
❖城南会館❖あそびあむ
❖西市民プラザ（1階：親と子のひろば、2階：健康サロン）
❖子育て支援基幹センター❖文化公園プール
▶詳しくは、生活環境課（☎66・1064）へ。

市の施設などの地球温暖化防止対策

「第３期舞鶴市地球温暖化対策実行計画」に基づき、市の施設な
どから排出する温室効果ガス（二酸化炭素やメタンなど）の削減に
取り組んでいます。同計画の目標は、平成24年度（基準年度）比
で5.9㌫削減。29年度は10.7㌫（約620世帯の家庭からの年間排
出量に相当）削減で、目標を達成しました。節電・省エネの取り組
みや省エネ機器の導入、施設の規模・利用方法の変更などで電気
使用量や燃料使用量が大きく減少したためと考えられます。今後
も温室効果ガス排出量の削減に努め、地球温暖化防止に取り組ん
でいきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　《生活環境課》

一般競争入札による未利用財産の一時貸付

市が所有する未利用財産を一般競争入札で一時貸付。
【入札日時】８月21日㈫14時
【物件】舞鶴市字上安小字高迫182-5ほか、宅地、517平方㍍、準
工業地域

【申し込み方法】８月10日㈮までに、参加申込書(資産マネジメント
推進課に備付け、市ホームページからもダウンロード可)に必要書
類を添えて、郵送か持参で資産マネジメント推進課へ(郵送の場合
16時必着)。
▶詳しくは、資産マネジメント推進課(☎66・1045)へ。

舞鶴市都市計画審議会

舞鶴都市計画用途地域の変更【和田地区、北吸地区】について審
議する都市計画審議会を開催。傍聴可。

【日時】 8 月 20 日㈪ 15 時から
【場所】赤れんが２号棟
▶詳しくは、都巿計画課(☎66・1048)へ。

お茶の品評会の結果

▪両丹茶品評会（６月 21 日） 
❖玉露の部１位…増茂和子さん（舞鶴茶生産組合岡田下支部）
❖機械摘み玉露の部３位…河田貴代子さん（舞鶴茶生産組合）
❖碾茶の部３位…奥野勤さん（舞鶴茶生産組合碾茶加工部）

▪京都府茶品評会（７月３日・４日） 
❖かぶせ茶の部２位…増茂義郎さん（舞鶴茶生産組合岡田下支部）

▶詳しくは、農林課（☎ 66・1023）へ。

岩がき丼＆岩がきグルメは８月中旬まで！

舞鶴の海の幸、夏が旬の岩がきを
使った「舞鶴岩がき丼」を巿内９店舗で
提供中。このほか岩がき料理提供店や
販売店、かき小屋などの情報を観光協
会ホームページで紹介中。写真をイン
スタグラムに投稿するとプレゼントが
当たるキャンペーンも８
月 20 日㈪まで開催中。
右のコードからアクセ
ス可。
▶詳しくは、水産課（☎ 66・1020）へ。

      本市の魅力ある特産品をふるさと納税返礼品に 

本市の魅力的な特産品を全国に広くPR するため、インターネッ
ト上でふるさと納税ができる「ポータルサイト」を開始します。市で
は、市内の特産品で構成するふるさと納税の返礼品を拡充するた
め、返礼品を出品していただける事業者を募集します。
▶詳しくは、企画政策課（☎ 66・1042）へ。

存在しない家屋が課税されていませんか？

固定資産税は毎年１月１日現在の状況により課税しています。取り
壊した家屋（全部または一部）が課税されている場合や、今年 12 月
末までに取り壊し予定の家屋がある場合はご連絡ください。
▶詳しくは、税務課（☎ 66・１０２７）へ。

市政情報
BOX
土のうステーションのご利用を

台風や大雨による浸水被害を防ぐため、土のうを提供する土のう
ステーションを 11 月 30 日㈮まで開設中（加佐公民館は 11 月 15
日㈭まで）。

場所は平工業団地、赤れんがパーク駐車場、西舞鶴駅東口広場、加
佐公民館。個別配送や回収はしていません。適正な利用にご協力を。
▶詳しくは、土木課（☎ 66・1053）へ。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・
特別障害者手当・経過的福祉手当の現況届

期限内に現況届（対象者に郵送）の提出がないと８月分以降の
手当が受けられなくなります。各手当の対象者は次のとおり。
▪特別児童扶養手当

精神か身体に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を家庭
において養育している父母（父母に代わって児童を養育している
人を含む）。

【提出期間】８月 10 日㈮～９月 11 日㈫
▪障害児福祉手当

精神か身体に重度の障害があり常時在宅介護が必要な20歳未
満の人。

【提出期間】８月 10 日㈮～９月 11 日㈫
▪特別障害者手当・経過的福祉手当

精神か身体に重度の障害があり常時特別な在宅介護が必要な
20歳以上の人。

※経過的福祉手当の新規受け付けはしていません

【提出期間】８月 13 日㈪～９月 10 日㈪
▶特別児童扶養手当、障害児福祉手当に関する問い合わせは、子
ども支援課（☎66・1094）か西支所保健福祉係（☎77・2253）へ。
▶特別障害者手当・経過的福祉手当に関する問い合わせは、障害
福祉・国民年金課（☎66・1033、ＦＡＸ62・7957）か西支所保健福祉
係へ。

市の人口と世帯数
人口  81,382人（-52人）　世帯  34,654世帯（+8世帯）

男  40,566人（-50人）　女  40,816人（-2人）　※平成30年７月1日現在の推計人口。（　）内は前月比
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日　時 内　容 場　所
　８月28日㈫ 10 時 30 分から 本会議（提案説明）

 市議会議場
　９月  ６ 日㈭ 10 時から 本会議（代表質問）
　   　  ７ 日㈮ 10 時から 本会議（一般質問）
　   　10 日㈪ 10 時から 本会議（一般質問、質疑）
　 　  13 日㈭ 10 時から 建　　設

予算決算分科会・委員会
 議員協議会室

　 　  14 日㈮ 10 時から 民生環境
　　   18 日㈫ 10 時から 経済消防 
　　   19 日㈬ 10 時から 総務文教
 　      26 日㈬ 10 時から 予算決算委員会
　10 月３日㈬ 10 時 30 分から 本会議　（委員長報告、討論、採決）  市議会議場

　市議会９月定例会の日程は右表のとお
り。いずれも傍聴できます。
定員は本会議が先着各38人、委員会が先
着各15人。
▶詳しくは、議会事務局（☎66・1060）へ。

市議会９月定例会
（予定）

市議会議員一般選挙

投票日　11 月 18 日㈰
告示日　11 月 11 日㈰

▪ 立候補予定者説明会
【日時】10 月 18 日㈭ 13 時 30 分から
【場所】総合文化会館
▶詳しくは、市選挙管理委員会事務局（総務課内、
☎ 66・1044）へ。

※日程は変更になることがあります。


