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高浜町の

お知らせ

若狭たかはま漁
いさりび

火婚
キャンドルで始まる小さな恋♥

【日時】　11 月 23 日㈷ 14 時～ 21 時
【場所】　若狭高浜駅校内 ぷらっと Home 高浜など
【内容】　❖リース・キャンドル作り
　　　　❖高浜スイーツでティータイム
　　　　❖高浜グルメで交流会

【対象】　おおむね 20 ～ 45 歳までの独身の男女
【定員】　各 24 人
【費用】　❖男性…6,000 円　❖女性…4,000 円
【申込締め切り】　
　11 月５日㈫まで

【問い合わせ先】
　高浜町商工会
　（☎ 0770・72・0226）

婚活イベント

用途地域・都市計画道路の変更案に係る縦覧

　「都市計画法」の規定により、用途地域と都市計画道
路の変更案について縦覧を実施します。

【縦覧期間】10 月 11 日㈮～ 25 日㈮
【縦覧場所】都市計画課、情報公開コーナー、西支所、
加佐分室、各公民館。期間中は意見書の提出が可

【変更箇所】❖用途地域…舞鶴国際ふ頭の一部の市街化
区域編入に伴う変更 ❖都市計画道路…伊佐津境谷線の
道路法線と幅員を変更
▶詳しくは、都市計画課（☎ 66・1048）へ。

戦没者の妻に対する特別給付金の申請

　額面 200 万円の記名国債（年 20 万円を 10 年間）
を支給します。

【対象】次の要件をすべて満たす人
❖戦没者の妻に対する第二十二回特別給付金「い号」
国債の受給権がある
❖平成 25 年４月１日現在、公務扶助料または戦没者
遺族年金の受給権がある
※戦没者の妻が平成 25 年４月１日以降に亡くなられた場

合は、相続人による請求ができます。

【申し込み方法】平成 28 年６月 13 日までに保健福祉
企画課か西支所保健福祉係へ。

新入学児童の健診通知

住まいのリフォームを応援

　来年４月に小学校に入学する児童（平成 19 年４
月２日～ 20 年４月１日生まれ）の健康診断を 11 月
に各小学校で実施します。
( ※対象児には保護者宛てに 10 月中旬に通知）
▶詳しくは、学校教育課（☎ 66・1072）へ。

はつらつ度アンケート
（高齢者保健福祉計画に係るアンケート）にご協力を

　高齢者の生活状況の把握と地域の実態に合った健
康づくりや介護（予防）サービスを検討するため、
京都大大学院医学研究科と共同で「はつらつ度アン
ケート」を実施します。10 月中旬に下記の対象者
にアンケート用紙を送付。なお、この調査は第６期
高齢者保健福祉計画の策定資料としても活用させて
いただきます。ご協力をお願いします。

【対象者】　65 歳以上で要支援１～要介護２の介護
認定を受けている人と要支援・要介護認定を受けて
いない人
▶詳しくは、高齢者支援課（☎ 66・1012）へ。

私立幼稚園の園児募集

　市内の私立幼稚園では、10 月 1 日㈫から来年４
月に入園を希望する幼児の入園願書を配布開始。
　11 月 1 日㈮より願書を受け付けます。昨年度よ
り１か月早くなっていますのでご注意を。
　なお、募集定員や開園時間、納入金などは、各園
にお問い合わせを。 
▶詳しくは、教育総務課（☎ 66・1070）へ。

木造住宅の耐震改修に係る費用を助成

　災害に強いまちづくりを進めるため、市内にある木
造住宅の耐震診断や耐震改修に係る費用の一部を助成
します。
《共通》いずれも対象住宅は昭和 56 年５月 31 日以前
に建てられた住宅で、延べ面積の２分の１以上を居住
に使用しているもの。申し込みは、専用用紙（建築住
宅課に備え付け）に必要書類を添付し同課へ。

《耐震診断士を派遣》
【募集戸数】　18 戸
【負担額】　3,000 円
【提出書類】　自己診断書（同課に備え付け）に登記事
項証明書など建築年などの分かる書類を添付

《耐震改修費用の助成（本格改修型）》
【対象工事】　改修後の評点が 1.0 以上となる耐震改修
設計や耐震改修工事

【募集戸数】　10 戸
【助成金額】　対象工事費の４分の３（限度額 90 万円）
【提出書類】　耐震診断結果報告書、工事などの見積書、
改修内容の分かる書類など

《耐震改修費用の助成（簡易改修型）》
【対象工事】　屋根の軽量化、耐震壁の増設、床面の補強、
基礎の改修、その他耐震性が向上する工事

【募集戸数】　20 戸
【助成金額】　対象工事費の４分の３（限度額 30 万円）
【提出書類】　工事などの見積書、改修内容の分かる書
類など
▶詳しくは、建築住宅課（☎ 66・1050）へ。

　舞鶴市産材・丹州材および京都府産材の需要を拡大
させ、林業の再生を通じて森林の適切な整備を進める
ため、「舞鶴市公共施設における木材の利用推進に関す
る基本方針」を策定しました。

《パブリックコメントの結果》　
　計画の素案に対し市パブリック・コメント手続き制
度に基づき、意見を募集した結果、１人から３件の意
見の提出がありました（募集期間：７月 22 日～８月
23 日）。寄せられた意見は、意見を踏まえ計画案の修
正を行うものが２件、意見の趣旨を施策展開において
反映させていくものが１件でした。

《閲覧できます》
　方針の内容や市パブリック・コメント手続制度の結
果は、農林課、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・西図書館で閲覧できます。
市ホームページにも掲載。
▶詳しくは、農林課（☎ 66・1023）へ。

　８月 26 日に開催した同制度の推奨懇話会で次の通り
推奨品を更新しました。
　推奨シールやポスターのぼりなどで PR します。
❖ 舞鶴・加佐名産 由良川の雫 ( 舞鶴茶生産組合）
❖ ともぞうとまと（霜尾共造）
❖ 舞鶴のアルギット葡

ブ ド ウ

萄（梅原農園）
❖ 舞鶴産モロッコ菜

サ イ ト ウ

豆　（喜多生産グループ）
▶詳しくは、農林課（☎ 66・1023）へ。

ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品

公共施設への積極的な木材利用推進へ
基本方針を策定　

　増改築・修繕工事など（一般型）や、高潮対策・バ
リアフリー化・耐震化工事など（21 世紀型）に必要
な資金を長期・低利で、融資の斡旋を行います。

【利率（８月１日現在）】❖一般型…1.78㌫❖ 21 世紀
型…1.4㌫（耐震化工事のみ 0.5㌫）

【償還期間】10年以内
【対象】府の住宅改良資金融資を受けている工事で、
その融資限度額を超える工事

【融資額】50 万円を限度（高潮対策工事の場合は 100
万円）
▶詳しくは、建築住宅課（☎ 66・1050）へ。

放置家屋の撤去に助成

　昭和 56 年５月 31 日以前に建てられ、数年にわたり
使用されずに放置されている老朽化した木造家屋の撤
去費用の一部を助成します。

【対象工事】　放置家屋の解体・撤去工事
【助成対象者】　市内に放置家屋を所有し、市税の滞納
がない人

【募集戸数】10 戸
【助成金額】　対象工事費の２分の１（限度額60万円）
【提出書類】　工事の見積書や登記事項証明書など
【申し込み方法】　専用用紙（建築住宅課に備え付け）
に必要書類を添付し同課へ。
▶詳しくは、建築住宅課（☎ 66・1050）へ。

舞鶴幼稚園の園児募集

　来年４月に入園する園児を募集します。
【申込期間】10 月 21 日㈪～ 24 日㈭　９時～ 17 時 30 分
【定員】❖３歳児…20 人 ❖４歳児…40 人
❖５歳児…30 人（いずれも多数の場合抽選）

【申し込み方法】同園に来園の上、申し込み。
▶詳しくは、舞鶴幼稚園（☎ 75・0525）へ。

《戦没者追悼式を開催》
　下記の日程で第二次世界大戦などで亡くなられ
た戦没者を追悼します。

【日時】10 月 23 日㈬ 10 時から
【場所】市民会館

▶詳しくは、保健福祉企画課（☎ 66・1011）へ。

市営駐輪場の放置自転車を整理

　JR 東・西舞鶴駅の各駐輪場に長期間放置されてい
る自転車と原動機付自転車を次のとおり整理します。

【日程】
❖ 10 月１日㈫… すべての自転車などに調査札を取り付け
❖ 10 月 10 日㈭… 注意札を取り付け
❖ 10 月 29 日㈫… 警告札を取り付け
❖ 11 月６日㈬… 警告札付き自転車などを移動
▶詳しくは、都市計画課（☎ 66・1048）へ。


