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　白杉地区の農業集落排水処理施設が完成し、６月
23 日に竣工式を行いました。
　これで、市が集落排水事業として進めてきた特定
環境下水道事業、漁業集落排水事業、農業集落排水
事業の全 14 地区の下水道整備が完了しました。
　今後も、市内全域水洗化に向けて、愛着のある“住
み続けたい”と思える定住環境づくりを目指し、公
共下水道、公設浄化槽の整備を進めていきます。
▶詳しくは、下水道建設課（☎ 66・1029）へ。

　地域経済の活性化と雇用の
創出を目指して市が喜多工業
団地に誘致した和幸産業㈱舞
鶴工場の見学会が７月 11 日
に開催されました。同社は４
月から操業を開始し、主に船
舶艤装品などの製造が、従業員 28 人で行われていま
す。
　今後は「ものづくりのプロ」としての本市の産業へ
の貢献や新たな雇用の拡大が期待されます。
▶詳しくは、産業振興・雇用対策課（☎ 66・1021）へ。

　家屋（プレハブを含む住宅や店舗、作業場、事務所、
車庫など）の固定資産税は、毎年１月１日までに新築・
増築したものに対しては、その翌年度から課税され、
取り壊しをしたものに対しては、翌年度から課税さ
れなくなります。今年、すでに家屋を新築・増築し
た人や取り壊した人、12 月末までに取り壊す予定の
ある人は、税務課へ届け出を。また、新築・増築し
た人は、家屋評価のための調査が必要です。
▶詳しくは、税務課（☎ 66・1027）へ。

　市では、平成 21 年４月に策定した「第２期舞鶴
市地球温暖化対策推進実行計画」に基づき、市の施
設から排出する温室効果ガスの削減に取り組んでい
ます。平成 23 年度は、19 年度（基準年度）と比
べ 5.6%の削減（約 256 世帯の家庭からの年間排
出量相当）が達成できました。節電の取り組みによ
る電気使用量の減少や清掃事務所でのプラスチック
系ごみ燃焼量の減少などが主な要因です。引き続き
積極的に地球温暖化対策に取り組みます。
▶詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

喜多工業団地　和幸産業㈱が本格操業

白杉地区農業集落排水施設が竣工

　平成 24 年度一般会計補正予算や条例改正など市長
提案の 13 議案を審議。原案どおり可決・承認・同意
しました。主な内容は次のとおり。

《補正予算》
▪一般会計（第１号）　介護福祉士などの資格取得支援
など介護人材の確保や定着に係る事業のほか、新病院
建設用地の購入に対する出資金や豪雪による林道被害
に対し地域が行う復旧経費への補助金などを補正する
もので、３億 3,177 万円を増額し、予算総額は 348
億 9,351 万円となりました。歳出の主なものは❖介護
人材確保支援事業 1,610 万円❖病院事業会計出資金
7,680 万円❖林道豪雪被害対策事業費補助金 500 万
円❖民間木造住宅耐震改修等推進事業 600 万円など
▪特別会計　病院事業会計（第１号）　資本的収支にお
いて新病院建設用地の取得費として３億 751 万円を増
額し、予算総額は 14 億 7,254 万円となりました。

《条例》
▪市税条例の一部改正　地方税法の改正に伴い、公
的年金等以外の所得を有しなかった者の寡婦（寡夫）
控除に係る手続きなどを改正
▪印鑑条例、斎場条例の一部改正　住民基本台帳法
の改正および外国人登録法の廃止に伴い、外国人住
民に係る規定の整理など。
▪西駅交流センター条例の一部改正　利用者の利便
性の向上および施設の利用促進を図るため、１時間
単位での利用を可能とする。

《人事》
▪教育委員会委員の任命　小瀬木良和氏（65 歳、堀
上＝新任）
▪人権擁護委員候補者の推薦　福島イツヨ氏（62 歳、
公文名）

《その他》
❖指定管理者の解散に伴い、指定期間を変更
❖市道路線の２地区３路線の認定、１地区１路線の廃止

市議会６月定例会

市役所の地球温暖化防止対策
平成 23 年度の結果　⇒　温室効果ガス 5.6%削減

　市内事業者の海外展開を支援するため、中国・大
連市で開催される展示商談会への出展者を募集しま
す。この展示商談会は、日本と中国の幅広い分野の
事業者が多数出展し中国ビジネスへの入口となるも
のです。この機会にぜひ海外でのビジネスに挑戦し
てください。

【展示会名】 2012 中国大連中日貿易投資展示商談会
【日時】10 月 18 日（木）と 19 日（金）
【場所】大連世界博覧広場（中国・大連市）
【その他】パンフレットの作成費や旅費などの経費
に対して、市が２分の１を助成

【申し込み方法】８月 20 日（月）までに所定の用
紙（産業振興・雇用対策課に備え付け。市ホームペー
ジからダウンロード可）で。
▶詳しくは、産業振興・雇用対策課（☎ 66・1021）へ。

海外でのビジネスにチャレンジしませんか
大連市での展示商談会  出展者募集

　自治会やサークルなどの学習会に活用してい
ただくため、人権教育 DVD などを随時貸し出
しています。貸出期間は３日以内で１回に３本
まで。無料。一覧は社会教育課に備え付け。市
ホームページにも掲載。

公民館人権セミナーに参加を

　公民館人権セミナーを開催。日程などは下表の
とおりです。いずれも時間は 13 時 30 分～ 15 時。
対象は市内在住か在勤の人。無料。申し込み不要。
問い合わせは各会場へ。

日程 会場 講師／講演テーマ
８月３日
（金）

大浦会館
（☎ 68・2010）

桂枝女太氏（落語家）
「ことばの重み」

８月８日
（水）

城南会館
（☎ 78・1800）

笑福亭学光氏（落語家）
「笑って 笑って お元気に！」

８月９日
（木）

東公民館
（☎ 62・1237）

桂枝女太氏（落語家）
「ことばの重み」

８月 17 日
（金）

南公民館
（☎ 62・0288）

三遊亭楽団治氏（落語家）
「人と人 笑顔と笑顔」

８月 23 日
（木）

中央公民館
（☎ 62・0400）

山口憲文氏（東浄土寺住職）
「人と人とのつながり」

西公民館
（☎ 75・6501）

山本裕氏（宮津市障害者支援センター）
「障害がある方々と人権問題～誰もが当

たり前の生活を送れる社会を～」
加佐公民館

（☎ 83・0014）
三遊亭楽団治氏（落語家）
「人と人 笑顔と笑顔」

人権教育 DVD・ビデオを随時貸し出し

▶詳しくは、社会教育課（☎ 66・1073）へ。

　地元の皆さんのご理解を得て府が調査した放射性物
質などの現況調査の結果がまとまりました。調査は、
６月 19 日～ 23 日に清掃事務所、６月 25 日～ 29 日

放射性物質などの現況調査　結果概要をお知らせ　

搬入ごみ 不検出
排ガス（第１・第２工場 ) 不検出
焼却灰（第１工場） 焼却灰 2.7

飛灰 12
焼却灰（第２工場） 焼却灰 4.8
土壌 不検出

原水・放流水 不検出
井戸 不検出
土壌 7.7

トラックスケール 0.04 ～ 0.06
埋立地 0.05 ～ 0.10
敷地境界 0.05 ～ 0.11

に一般廃棄物最終処分場で実施。空間放射線量率は、
同事務所で 0.03 ～ 0.10 μ

マイクロ

シーベルト／時間、同処
分場で 0.04 ～ 0.11 μシーベルト／時間。これらは、
市内６か所に設置された放射線のモニタリングポスト
で測定されている数値と同程度です。また、放射性物
質濃度は、同事務所の焼却灰（飛灰）で最大 12 ベク
レル／㌔㌘、同処分場の敷地境界で 7.7 ベクレル／㌔
㌘の放射性セシウム 137 が検出されました。これは、
過去の核実験などに由来するものであると考えられ、
市内で測定された土壌の平均値（26.2 ベクレル／㌔
㌘）と比較しても高くない数値です。主な内容は右表
のとおり。
　詳細は、市ホームページのほか、情報公開コーナー、
西支所、加佐分室、各公民館などで閲覧できます。
▶詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

清掃事務所
放射性物質濃度（セシウム 137）

最終処分場

空間放射線量率

空間放射線量率

家屋を新築・増築・取り壊したときは届け出を
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単位　ベクレル／㌔㌘

単位　ベクレル／ℓ　（土壌はベクレル／㌔㌘）　放射性物質濃度（セシウム 137）

単位　μシーベルト／時間

施設内（第１工場 ) 0.03 ～ 0.08
施設内（第 2 工場）0.04 ～ 0.10
敷地境界 0.06 ～ 0.08

敷地境界 ＜ 0.06 ～
0.11

施設内（第 1 工場）＜ 0.06
施設内（第 2 工場）0.17

石綿濃度単位 μシーベルト／時間 単位　本／ℓ　

※調査対象はセシウム 134 と 137 でしたが、134 については、す
べての調査地点において不検出でした。

大気汚染防止法上の濃度基準＝ 10 本／ℓ　


