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　姉妹都市や友好都市との市民交流など、市民団体が取り
組む国際交流事業に補助金を交付します。

【対象事業（補助額）】
《姉妹・友好都市関連事業（事業費の３分の１以内）》
❖姉妹・友好都市の市民を招いて行う事業
❖団体の構成員 10 人以上が姉妹・友好都市を訪問する事業

《在住外国籍市民関連事業（事業費の２分の１以内）》
❖団体の構成員 10 人以上が在住外国籍市民と交流する事業

【対象経費】印刷製本費、会議費、旅費、通信運搬費など
【対象団体】❖主に市内で活動
❖ 10 人以上で構成され、過半数が舞鶴市民
❖１年以上の国際交流活動の実績がある

【申し込み方法】　所定の用紙（みなと振興・国際交流
課に備え付け。市ホームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、７月 31 日㈭までに同課へ。
▶詳しくは、みなと振興・国際交流課（☎ 66・1037）へ。

国際交流事業に補助金を交付

　簡易包装の推進、店頭での牛乳パック・トレーの
回収など、ごみの減量化に関する 15 項目のうち、
３項目以上実施する小売店を「マイ・リサイクル店」
として認定しています。
　マイ・リサイクル店は次のとおり（届出順）。
❖さとう西舞鶴駅前店 ❖さとうバザールタウン店
❖舞鶴市役所労働組合売店 ❖みやもと金物店
❖丸二金物店 ❖田中屋文具店 ❖東舞鶴志摩至誠堂
❖ベルマートいいだ旬工房 ❖京ヤ ❖安達金物店
❖シオミ❖フクヤ白鳥店❖フクヤこうじや店
❖フクヤ東舞鶴店 ❖フクヤ伊佐津店 ❖フクヤ西舞鶴店
❖フクヤ中舞鶴店 ❖リサイクルブティック COCOA
❖らぽーる（エール）❖児島食品❖にしがき下福井店
❖にしがき福来店 ❖にしがき北浜店 ❖にしがき東舞鶴店
　なお、新たに認定店としてご協力いただける小売店は、
生活環境課までご連絡ください。
▶詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

マイ・リサイクル店

重複地番解消作業の実施

　河辺中、西屋、室牛、河辺由里、観音寺、河辺原、栃尾、
大山、田井、成生、野原、中田、赤野、多祢寺、平、佐波賀、
千歳、大丹生、瀬崎、三浜、小橋における土地の重複地番
解消のため、「山地（山林・原野などの山間地）」の地番変
更を７月に実施し、作業完了後に土地所有者に通知書を送
付します（変更後の手続きは不要）。
▶詳しくは、法務局舞鶴支局（☎ 76・0858）へ

２つの給付金の申請を受け付け中

　４月から消費税率が引き上げられたことに伴い、所
得の少ない人や子育て世帯の負担を緩和する臨時福祉
給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請を受け付け
中。同給付金の申請書は、下記窓口か電話で請求して
ください。市ホームページからもダウンロード可。
　申請期限はいずれも平成 26 年 12 月 1 日㈪まで。
▶詳しくは、舞鶴市役所臨時福祉給付金支給担当（☎
62・0520）へ。

全国消費実態調査にご協力を

　全国消費実態調査は、国民の暮らし向きを家計の面
から総合的にとらえ、我が国の所得、消費および資産
の水準や構造を明らかにすることを目的とし、５年ご
とに行われています。７月下旬から統計調査員証を携
帯した調査員が準備調査のため、調査対象地域を訪問
します。ご協力をお願いします。
▶詳しくは、総務課（☎ 66・1044）へ。

森林活動や緑化活動に助成～緑の募金による森づくり推進事業～

　森づくり推進委員会（旧舞鶴市緑化推進委員会）では、
市民の皆さんや企業・団体からいただいた緑の募金を活
用し、市内で森林保全活動や植樹、緑化に関する研究啓
発活動を行う団体を対象に活動費の一部を助成します。

【対象団体】次の要件をすべて満たすこと
❖市内に住所を有する団体❖複数の構成員からなり、自主

的・組織的な活動ができること❖森林保全活動や植樹につ

いては、継続して適切な維持管理ができること❖土地の所

有者または管理者の承諾を得た場所で活動を実施すること

【助成金額】❖森林保全活動、研究・啓発活動…上限 10 万円
❖地域緑化活動…上限５万円　※申し込み多数の場合は選考

【申し込み方法】８月 29 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。
▶詳しくは、市森づくり推進委員会事務局（農林課内、☎ 66・1030）へ。

　雇用対策協議会では、就職活動に活用していただ
くため、舞鶴を拠点に活躍している企業を紹介する

「舞鶴企業ガイド」を作製しています。
　この度、2014 年度版が完成。56 社の事業内容
や特色、勤務形態、採用実績などの情報を掲載。
企業情報は同協議会ホームページ（http://www.
maizuru-koyou.org/）でも公開。冊子希望者には
無料で送付。
▶詳しくは、舞鶴市雇用対策協議会事務局（企業立
地・雇用促進課内、☎ 66・1021）へ。

舞鶴企業ガイド 2014 版が完成

▪国民健康保険高齢者受給者証
　国民健康保険に加入している 70 ～ 74 歳の人に交付し
ている「舞鶴市国民健康保険高齢者受給者証」は、７月
31 日㈭が有効期限。新しい証を７月中旬に発送します。
▪後期高齢者医療被保険者証
　現在の「後期高齢者医療被保険者証」は７月 31 日が
有効期限。新しい証を７月中旬～下旬に発送します。
▪後期高齢者医療保険料納入通知書
　平成 25 年中の所得に基づき算定した、平成 26 年
度の後期高齢者医療保険料が決定。通知書を７月中旬
に発送します。
▪限度額適用認定証　更新の手続きを
　病院の窓口での支払いが限度額までとなる「限度
額適用認定証」、市民税非課税世帯の人で入院中の
食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額
認定証」は７月 31 日が有効期限です。必要な人は
更新の手続きを。証は７月下旬に発送予定。
▪国民健康保険特定健康診査（集団健診）

【対象者】40 歳～ 64 歳の国民健康保険加入者
【期間】７月～ 11 月
【場所】保健センター、大浦・加佐地区の公民館
【健診内容】問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血
液検査・心電図・診察

【健診当日の持ち物】国民健康保険証、受診券、問診票
【その他】無料。６月下旬に受診日を指定した案内を
送付済（受診日の変更可）。
▶国民健康保険についてのお問い合わせは保険医療課

（☎ 66・1003、☎ 66・1106）、後期高齢者医療制度
についてのお問い合わせは同課（☎ 66・1075）へ。

国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

テーマ 内　容 担当課
私たちの暮らしと
公共交通について

　公共交通は私たちの生活になくてはならないものです。車に依存している私たちの生活を見つめ直し、
公共交通の良さについて考えます。 企画政策課

ストップ！住民票や
戸籍謄本等の不正取得

　住民票や戸籍謄本等の不正取得は重大な人権侵害です。全国で後を絶たない不正取得事件の概要や、本
市の不正取得防止施策についてお話しします。 市民課

市民病院の
概要について

　市民病院は、平成26年４月に新しく倉谷地区に建設した新病院に移転し、スタートしました。その診療
内容や設備の概要、また今後の運営などについてお話しします。 市民病院

スポーツツーリズム
（スポーツ＆観光）

の推進について

　平成27年にインターハイ（レスリング競技）を誘致するなど、スポーツを通じた観光交流（スポーツ
ツーリズム）を積極的に推進することにより、市民も来訪者も舞鶴でのスポーツを楽しめる環境（ソフ
ト・ハード）を整備していく取り組みについて説明します。

スポーツ
振興課

市民負担の
公平を確保するために
～舞鶴市の債権管理～

　市民負担の公平性・公正性を確保し、安定的に行政運営を行うため、行財政改革の一環として債権管理
の適正化を図る取り組みを進めています。
　市税や保険料などについて、支払う能力があるにも関わらず納めない方には、強い正義感を持って臨
み、さまざまな事情により支払うことが困難な方には、寄り添って相談に乗るという基本姿勢のもと進め
ているさまざまな取り組みについてお話しします。

債権管理課

生活習慣病の
予防について

　40歳以降に増加するがん・高血圧・脂質異常・糖尿病などの生活習慣病の予防や改善について、分かり
やすくお話しします。 健康増進課

人権教育について
　いじめをはじめとするさまざまな人権の問題について、ちょっとした誤解や偏見、行き違いにより発生
している現状や課題について、市民の皆さんと一緒に考えます。DVD等の教材活用。 社会教育課

胸骨圧迫による心肺蘇生と
AEDについて

～舞鶴PUSHプロジェクト～

　緊急時において、救急車が到着するまでに迅速で的確な応急手当てができるよう、胸骨圧迫による心肺
蘇生とAED（舞鶴PUSHプロジェクト）について、実技を入れながら分かりやすくお話しします。 健康増進課

　市民の皆さんに市政の現状を分かりやすく説明するため、
注文に応じて市の職員が直接伺う「まちづくり出前講座」
を実施しています。メニューは全部で 100 品。新しく加わっ
たメニュー（８品）は下表のとおり。ぜひ、ご注文を。

【出前時間】原則として平日の９時～ 21 時。90 分程度。
【会場】申込者で準備。市内ならどこでも可。
【対象】市内に在住・在勤・在学している人で構成するおお
むね 10 人以上のグループ（政治・宗教・営利活動を除く）。

【注文方法】注文書に必要事項を記入し、１か月前までに郵
送かファクスで広報広聴課へ。市ホームページからも可。

【メニュー・注文書の配置場所】市役所本庁（同課、受付、
情報公開コーナー）、西支所、加佐分室、各公民館、大浦・
城南会館、東・西図書館ほか

【その他】メニューにない内容も相談に応じます。

新メニューを追加！出前講座を注文しませんか

文化公園プールを開設

【日時】７月 19 日㈯～８月 28 日㈭ 10 時～ 18 時（７月 31
日㈭は 14 時まで。８月１日㈮は終日利用不可）

【料金】❖幼児（３歳以上の未就学児）100 円
❖小・中学生 300 円❖高校生以上 500 円
▶詳しくは、舞鶴スポーツネットワーク（☎ 66・1061）へ。

舞鶴海水浴場パンフレットを作製

　夏の海水浴シーズンに合わせ、民宿やイベントなどの情
報を掲載した「舞鶴海水浴場パンフレット」を作製しまし
た。市内のコンビニ、JR 東舞鶴駅観光案内所、まいづる
観光ステーションなどで無料配布。市ホームページにも掲
載。今年の夏は、きれいな舞鶴の海でお楽しみください。
▶詳しくは、観光商業課（☎ 66・1024）へ。

▲神崎海水浴場（昨年の様子）

▶詳しくは、広報広聴課（☎ 66・1041）へ。
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