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認知症　早期発見・早期対応を

　認知症の中には、治療により改善したり進行を遅
らせることができるものがあります。そのためには
早期に医療機関で適切な診断・治療を受けることが
大切です。おかしいなと思ったら、専門病院で早め
の受診を。
　また、市では次のような、支援事業を行っています。
▪認知症初期集中支援チームの派遣
　認知症の心配がある方の自宅に、医療・保健・福
祉の専門家チームが訪問し、専門病院の紹介や対応
方法などのアドバイスを行います。派遣が必要な場
合は、高齢者支援課までご連絡を。

北前船に関する資料を探しています

　郷土資料館で北前船について勉強する「北前船同
好会」では、北前船に関して市内に残る以下のよう
な資料を探しています。お心当たりの方はご連絡く
ださい。会員と郷土資料館職員が調査に伺います。
　❖古文書…紙に墨で文字が書かれたもの
　❖民具…方位磁石や船

ふ な だ ん す

箪笥などの古い道具類
　❖写真…船や港の様子を写した古い写真
　❖伝承…言い伝えや祖父母から聞いた昔話
▶詳しくは、郷土資料館（☎ 75・8836）へ。

市役所の夏の節電対策の結果

　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。節電期間（７月～９月）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 20.8
㌫の削減となり、削減目標の 17㌫を上回りました。
▶詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

農林業センサスの調査にご協力を

　「農林業センサス」は、農林業・農山村の現状と変化
を的確にとらえ、今後の農林行政の企画・立案・推進に
役立てるために５年ごとに国が行う調査です。１月中旬
から調査員証を携帯した調査員が農林業を営んでいる皆
さんに、調査票の記入のお願いに伺います。ご協力をお
願いします。
▶詳しくは、総務課（☎ 66・1044）へ。

公共施設利用者アンケートにご協力を

　市では、平成 24 年度に取りまとめた「公共施設
マネジメント白書」をもとに、施設再生を行う上で
の目標や方向付け、取組優先度などの基本的な考え
方を示した「公共施設再生基本計画」を７月に策定
しました。
　計画作りにあたっては、市民や施設利用者から意
見を聴きながら、27 年度に個々の施設再生の方向
性を取りまとめた「公共施設再生実施計画」を策定
する予定としており、その一環として「公共施設利
用者アンケート」を実施します。皆さんのご協力を
お願いします。

【期間】来年３月１日㈰まで。
【配置場所】主な市公共施設（各公民館、高齢者福祉
施設、レクリエーション施設・観光施設、博物館など）
▶詳しくは、管財契約課（☎ 66・1045）へ。

年に 1 度は健康診査を受けましょう

　国民健康保険加入者（40 ～ 74 歳）、後期高齢者医
療制度加入者（75 歳以上）を対象とした健康診査は
11 月 12 日㈬まで。まだ受診していない人は、11 月
7 日㈮、12 日に保健センターで実施する特定健診（集
団）を受けることができます。受診券を紛失された場
合や 65 ～ 74 歳の人は手続きが必要ですので連絡を。
▶詳しくは、保険医療課（☎ 66・1106）へ。

不妊治療費助成事業を拡充

　市では、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担
を軽減するため、費用の一部を助成しています。平
成 26 年 10 月診療分から、不育治療と男性不妊の
手術も助成の対象になりました。

【助成額】自己負担額の２分の１（上限あり）
【対象者】各医療保険に加入している夫婦
【条件】❖府内に１年以上居住していること（治療を受
けた日に舞鶴市に住民登録があること）
❖治療を受けた日から１年以内の申請であること
▶詳しくは、保険医療課（☎ 66・1075）へ。

市民病院  理学療法士・看護師などを募集

【試験日時】11 月 30 日㈰９時から
【場所】市民病院
【募集内容】下表のとおり
【受付期間】❖理学療法士…11 月 21 日㈮
❖看護師、准看護師…11 月 25 日㈫

【申し込み方法】申込書（市民病院総務課で配布。郵
送請求も可。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、市民病院総務課へ持参か郵送。

【その他】来年４月１日採用 ( 看護師・准看護師は 1 月
１日採用もあり）

職種 採用
予定 受験資格 試験内容

理学療法士
（４月１日採用）

１名

昭和 54 年４月２日～
平成６年４月１日生
まれで理学療法士資
格を有する人か平成
27 年３月末日までに
資格取得見込みの人

【作文】
　課題を与える

【面接】

看護師・
准看護師

（１月１日採用）
（４月１日採用）

若干名

昭和 44 年 1 月２日～
平成７年４月１日生
まれで看護師か准看
護師の資格を有する
人か平成 27 年３月末
日までに資格取得見
込みの人

【作文】
　課題を与える

【面接】

▶詳しくは、市民病院総務課（☎ 60・9020）へ。

年末調整説明会を実施

【日時】11 月 25 日㈫ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
【場所】商工観光センター
【対象】市内の個人、法人、支店法人、官公庁
▶詳しくは、舞鶴税務署（☎ 75・0804）へ。

【対象】市内の住宅に居住し被害を受けた人で、市内で
住宅を建替・購入・補修・賃借し、引き続き居住する人

【対象経費】被災した住宅に代わる住宅の新築・購入・補
修費用や賃借にかかる費用、被災した住宅の補修費用など

【補助金額】対象経費の３分の 1
【補助金の限度額】下表のとおり

【その他】申請と工事完了報告は、同じ年度内に行
う必要があります。報告は来年２月 27 日㈮まで。
▶詳しくは、建築住宅課（☎ 66・1050）へ。

被災区分
再建等の方法

新築・購入 補修 賃借
大規模半壊 100 万円 60 万円 40 万円

半壊 150 万円 －

一部破損・床上浸水 50 万円 －

平成 25 年台風 18 号の被災者住宅再建を支援
（再建経費の一部を補助）

２つの給付金　申請期限は 12 月 1 日まで

　今年４月からの消費税率の引き上げに伴い、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期間は 12
月１日㈪まで。これらの給付金を受け取るためには
申請が必要です。手続きはお早めに。
▶詳しくは、臨時福祉給付金支給担当（☎ 62・0520）へ。

情報伝達訓練にご協力を

緊急地震速報伝達訓練
11 月５日（水）10 時ごろ
緊急情報（国民保護）伝達訓練
11 月 28 日（金）11 時ごろ

【訓練内容】

❖防災行政無線放送…市内の屋外スピーカーおよび

戸別受信機から試験放送を一斉に放送

❖まいづるメール配信サービス…登録者（防災情報）

に試験メールを自動的に一斉送信

※気象状況などにより、訓練を中止する場合があります。

▶詳しくは、危機管理・防災課（☎ 66・1089）へ。

特選みやげ推奨

　（一社）舞鶴観光協会では「舞鶴観光特選みやげ品
推奨制度」の推奨品（イチオシ商品）を決定しました。

【新規】❖舞鶴五彩マカロン（菓子類）
❖舞鶴ぶっせ（菓子類）
❖日本海まるごとカレー（食品類）
❖舞鶴海軍カレー（食品類）
❖熟成へしこ（食品類）

【更新】❖岸壁の母（菓子類）
❖Ｍｙ鶴の水兵さん（菓子類）

▶詳しくは、観光協会事務
局（☎ 77・5900）へ。 ▲舞鶴観光特選みやげ品

▪認知症カフェの開設
　通常の介護サービスではなく、本人や家族が気軽
に集い、ゆったりとお茶を飲んで過ごしたり認知症
予防のための楽しい活動を行う場を提供しています。
介護の専門家に悩みを相談することもできます。
❖「i カフェ虹色」
東舞鶴医誠会病院（大波下）（☎ 62・3606）
❖「げんき元気カフェ」
やすらぎ苑丸山の家（丸山口町）（☎ 77・5890）
❖「青春 café 照」
デイ・ホーム和夢（下福井）（☎ 78・1311）
▶詳しくは、高齢者支援課（☎ 66・1012）へ。

※詳細は実施要項でご確認を。

防災行政無線などを用いた

11 月 6 日　舞鶴かに 漁解禁
　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
たりできる市内のお店を紹介する「舞鶴かに 
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▲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」
などで配架しています。
▶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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