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住宅・土地統計調査にご協力を

　10 月１日㈫を調査期日に「住宅・土地統計調査」
が総務省により実施されます。
　この調査は、住宅と住環境に関する統計調査で、
少子高齢社会を支える居住環境や耐震性・防火性な
どの住宅性能水準の達成度、土地の有効利用状況な
どを明らかにすることを目的としています。
　９月上旬から中旬にかけて調査員証を携帯した調
査員が準備調査のため調査対象に選定された地域を
巡回しています。９月下旬から調査員が、調査対象
世帯を訪問しますので、調査の趣旨をご理解いただ
き、ご協力をお願いします。
▶詳しくは、市役所総務課（☎ 66・1044）へ。

赤十字運動への協力お礼

　５月と６月に取り組んだ日本赤十字社活動資金の募
集では、皆さんのご理解とご協力で、777 万 8,240
円が集まりました。ありがとうございました。
　寄せられた資金は、日本赤十字社で国内外の災害救
護活動や救援資器材の整備などに活用されます。
▶詳しくは、保健福祉企画課（日本赤十字社舞鶴市地
区、☎ 66・1011）へ。

島根県・山口県、岩手県・秋田県
大雨災害義援金の受け付け

　７月下旬から８月上旬にかけての大雨による島根
県・山口県、岩手県・秋田県での被害に対し、被災
者の生活再建の一助とするため義援金を受付中。
　義援金箱を市役所本館 1 階ロビー、西支所に設置。
　皆さんの温かいご協力をお願いします。
▶詳しくは、保健福祉企画課（日本赤十字社舞鶴市
地区、☎ 66・1011）へ。敬老の日のお祝い

　敬老の日（９月 16 日㈷）を中心に、長年にわたって
社会に貢献してこられた高齢者を敬い、お祝いします。

【白寿（99 歳）のお祝い】　白寿を迎えられた 40 人の
皆さん（大正３年生まれ）にお祝いの品を贈ります。

【米寿（88 歳）のお祝い】　米寿を迎えられた 482 人
の皆さん（大正 14 年生まれ）には地域の敬老会など
でお祝いの品を贈ります。

【その他】　地域ごとに敬老会が開催されます。
▶詳しくは、高齢者支援課（☎ 66・1013）へ。

特定健康診査（集団健診）を実施

　40 ～ 64 歳の国民健康保険加入者を対象に特定健
康診査（集団健診）を実施。受診券は送付済み。無料。

【実施日】９月３日㈫～ 12 月１日㈰の指定した日
【受診場所】保健センターか各地区の公民館
【健診内容】問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血
液検査、心電図

【対象】40 ～ 64 歳の国保加入者（昭和 24 年４月１
日～昭和 49 年３月 31 日生まれ）
※ 65 ～ 74 歳の被保険者で、6 ～７月に未受診の人も受診可。
希望者は問い合わせを

▶詳しくは、保険医療課（☎ 66・1003）へ。

秋の全国交通安全運動

　９月 21 日㈯～ 30 日㈪、「京の秋　マナーとゆとり
で　事故はなし」を統一標語に秋の全国交通安全運動
を実施。また、９月は高齢者の交通事故防止強化月間
です。悲惨な交通事故を起こさないよう 1 人ひとりが
交通ルールの遵守とマナーの向上に努めましょう。

《啓発事業》「交通事故ゼロを目指せ！安全を載せて」
【日時】 ９月 21 日、13 時 15 分～ 16 時 30 分
【内容】 JR 東舞鶴駅西公園をスタートし三条通から
総合文化会館まで白バイやパトカー、園児などによ
るパレード。到着後、総合文化会館で警察犬のパフ
ォーマンスやチャッタマンショーなどを実施。
▶詳しくは、市交通対策協議会事務局

（市民相談課内、☎ 66・1006）へ。

　南公民館のトイレの改修工事に伴い、11 月 18
日㈪～ 12 月２日㈪の期間、午前・午後の部屋の使
用を中止します（夜間は使用可）。ご理解とご協力
をお願いします。
　※窓口業務と図書の貸し出しは通常どおり。

▶詳しくは、南公民館（☎ 62・0288）へ。

南公民館　改修工事のため一部休館

市議会９月定例会

　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。

日　時 内　容 場　所
　９月４日（水）   10 時 30 分から  本会議（提案説明）

 市議会議場
　　  13 日（金）   10 時から  本会議（代表質問）
　  　17 日（火）   10 時から  本会議（一般質問）
　  　18 日（水）   10 時から  本会議（一般質問、質疑）
　  　20 日（金）   10 時から  予算決算委員会（代表質疑）
　　  24 日（火）   10 時から  経済消防

委員会・分科会
 （委員会の開催順序は変更に
   なることがあります）  議員協議会室

　　  25 日（水）   10 時から  民生労働
　　  26 日（木）   10 時から  建　　設
　　  27 日（金）   10 時から  総務文教
  10 月 1 日（火）   10 時から  予算決算委員会
 　　   7 日（月）   10 時 30 分から  本会議　（委員長報告、討論、採決）  市議会議場

（予定）

【日時】９月８日㈰ 10 時～ 16 時
【場所】東浄化センター
【その他】先着 50 人に花苗と肥料を進呈。舞鶴高
専の協力で休憩所を設置
▶詳しくは、下水道総務課（☎ 66・1028）へ。

【日時】10 月 14 日㈷までの９時～ 17 時（月曜、
祝日は休館）

【内容】NHK 大河ドラマ「八重の桜」にちなみ新島
襄や山本覚馬に関り、明治時代に活躍した舞鶴出身
の増山守正や高田畊安、河村真六を紹介
▶詳しくは、郷土資料館（☎ 75・8836）へ。

郷土資料館企画展「明治の舞鶴人  旧習一新」

９月 10 日は下水道の日　下水道施設見学会
【日時】９月 26 日㈭～ 11 月に計５回。19 時～ 21 時
【場所】中総合会館ほか
【内容】竹林整備の知識や有効利用など（実習あり）
【講師】京都発・竹・流域環境ネット
【定員】25 人（多数の場合選考）
【申し込み方法】９月 17 日㈫までに電話で農林課
（☎ 66・1023）へ。

里山のしごと人 育成セミナー

　消防団の効率的・効果的な組織運営を図
るため、「舞鶴市消防団審議会」を設置。
委員を募集します。

【任期】委嘱日～答申日
【内容】消防団の編成・運営、機械装備の配置
などを審議

【対象】市内在住の 18 歳以上
【定員】２人（多数の場合抽選）
【申し込み方法】住所、氏名、年齢、性別、
職業、電話番号、志望理由を郵便か電子メ
ール（syoubou@post.city.maizuru.kyoto.
jp）で消防本部総務課へ。９月 16 日㈷必着
▶ 詳 し く は、 消 防 本 部 総 務 課（ ☎ 66・
1090）へ。

中小企業で働く方への融資制度

　市では、中小企業で働く方の福利厚生向上の一環
として、ろうきん（舞鶴支店）と提携した融資制度
を実施しています。
　ご家族の教育資金や医療、住宅リフォーム、自動
車の購入など、幅広い用途にご利用いただけます。

【対象】市内在住で従業員 300 人以下の事業所に１年
以上勤務し、年収が 150 万円以上の人

【融資】150 万円まで。返済期間は７年以内。金利は年
２㌫（完済後 0.7㌫を市が補給）。保証料が別途必要
▶融資についてのお問い合わせは、ろうきん舞鶴支店

（☎ 62・5541）へ。

舞鶴市消防団審議会 委員を募集

高浜町の

お知らせ　　和田 de 路地祭
　風情ある町並みの中。ギャラリーやカフェを楽しんで。

【日時】９月 15 日 ( 日 ) と 16 日 ( 祝 )　10：00 ～
【場所】高浜町和田地区
【内容】 ❖民宿ギャラリー　❖古着ファッションショー
　　　 ❖馬車の巡行　　　❖まちなかライトアップ

【問い合わせ先】実行委員会事務局
　　　　　　 　（高浜町役場まちづくり課内、☎ 0770・72・7705）

まちなかライトアップまちなかライトアップ


