
平成30年度 私立幼稚園の入園申し込み受け付け平成30年度 私立幼稚園の入園申し込み受け付け平成30年度 私立幼稚園の入園申し込み受け付け

市内の私立幼稚園では、来年４月に入園
を希望する幼児の入園願書を受け付けてい
ます。所定の「入園願書」を入園を希望す
る園に直接提出してください。なお、募集定員や開園時間、
納入金などの詳細は、各園に問い合わせを。

《幼稚園・保育所課》

舞鶴発！海と畑のチャッタ便  締め切り迫る舞鶴発！海と畑のチャッタ便  締め切り迫る舞鶴発！海と畑のチャッタ便  締め切り迫る

舞鶴の旬の農水産物や加工品を詰め合わせた産地直送
の「舞鶴発！海と畑のチャッタ便」の注文受け付けは 11 月
13 日㈪まで。11 月 12 日㈰のまいづる赤れんが地場産市
場 2017 でも受け付け。価格は 6,800 円（送料・税込）。
ご自宅用のほか、贈答品にもお勧めです。
▶詳しくは、チャッタ便専用窓口（☎ 66・1130）へ。

市の人口と世帯数

情報伝達訓練を実施情報伝達訓練を実施情報伝達訓練を実施 　　

　もしもの時に備えて緊急地震速報伝達訓練と緊急情報（国
民保護）伝達訓練を実施。訓練は全国一斉に行われるもので、
国からＪ

ジェイ

‐アラート（全国瞬時警報システム）を通じて送られて
くる緊急地震速報や緊急情報（国民保護）を「防災行政無線」や

「まいづるメール配信サービス」で市民の皆さんにお知らせし
ます。

【緊急地震速報伝達訓練】11 月１日㈬ 10 時ごろ
【緊急情報（国民保護）伝達訓練】11 月 14 日㈫ 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と
戸別受信機から試験放送を一斉放送
❖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配信
※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。

▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。秋の火災予防運動秋の火災予防運動秋の火災予防運動▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。秋の火災予防運動▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。秋の火災予防運動▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。秋の火災予防運動▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。

11 月９日㈭～ 15 日㈬、「火の用心  ことば
を形に  習慣に」を統一標語に秋季火災予防運
動を実施。７つのポイントで火災の発生と火災
による死傷や財産の焼失を防ぎましょう。

【７つのポイント】❖寝たばこは絶対やめる❖ストーブは燃え
やすいものから離れた位置で使う❖ガスこんろのそばを離れ
るときは必ず火を消す❖住宅用火災警報器を設置❖防炎品を
使う❖住宅用消火器等を設置❖隣近所と協力体制をつくる　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

《消防本部》

秋のツキノワグマに注意秋のツキノワグマに注意秋のツキノワグマに注意

毎年秋には、冬眠に備えツキノワグマが
エサを探して集落に出没する可能性が高ま
ります。自宅や畑の周辺に、クマのエサと
なる生ごみや収穫しない果実類（柿など）
を放置しないようにしてください。市では、
ホームページやメール配信サービスで出没状況の詳細や対応
をお知らせしています。今後の出没に活用してください。
▶詳しくは、農林課（☎66・1030）へ。

「土のうステーション」を閉鎖「土のうステーション」を閉鎖「土のうステーション」を閉鎖

台風や大雨に備え土のうを提供している「土のうステーショ
ン」を11月30日㈭17時（加佐公民館は11月16日㈭17時）
で閉鎖しますので土のうの返却をお願いします（個別回収は
行いません）。袋が日光などで劣化し破れることがあります。
取り扱いにご注意ください。
▶詳しくは、土木課（☎66・1053）へ。

JR東・西舞鶴駅前ロータリーのイルミネーションJR東・西舞鶴駅前ロータリーのイルミネーションJR東・西舞鶴駅前ロータリーのイルミネーション
　

【日時】11 月 20 日㈪～来年２月 20 日㈫ 17 時～ 24 時
【場所】JR 東舞鶴駅（北・南口）、JR 西舞鶴駅（東・西口）
【その他】

❖ JR 東舞鶴駅（北口）…舞鶴工業高等専門学校の学生
が製作、設置、点灯まで全てを担当。

❖ JR 東舞鶴駅（南口）、JR 西舞鶴駅（西口）…ポリテ
クカレッジ京都の学生が点灯方法を立案し、その制御
機器の製作、設置を担当。

▶詳しくは、土木課（☎ 66・1053）へ。

バス・エコファミリー 小学生以下のバス運賃が無料バス・エコファミリー 小学生以下のバス運賃が無料バス・エコファミリー 小学生以下のバス運賃が無料

大人１人につき、小学生以下２人までのバス運賃が無料
になる「バス・エコファミリー（府主催）」事業に市も参加
しています。お出かけの際はぜひご利用を。対象路線など、
詳しい利用方法はチラシでご確認ください。

【期間】11 月の土・日曜日と祝日（10 日間）
【利用方法】対象路線バス降車時に、チラ
シ（各小学校で配布）を提示するか口頭
で利用を申し出る。
▶詳しくは、企画政策課（☎ 66・1042）へ。

旬を迎える日本海の冬の味覚の王者「舞鶴かにⓇ」旬を迎える日本海の冬の味覚の王者「舞鶴かにⓇ」旬を迎える日本海の冬の味覚の王者「舞鶴かにⓇ」
～舞鶴かにⓇマップを作製～～舞鶴かにⓇマップを作製～～舞鶴かにⓇマップを作製～

11 月６日㈪に解禁を迎えるズワイガニ漁。ブランドかに
の「舞鶴かに Ⓡ」を食べたり買ったりできる市内のお店を
市内外に紹介する「舞鶴かに Ⓡ
マップ」（A３判カラー、２つ折り）
を作製しました。

まいづる観光ステーション、
JR 東舞鶴駅観光案内所のほか、
市内外の道の駅などで配布して
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。

●人口　81,808人（- 310人）●男　40,553人（- 271人）●女　41,255人（ - 39人）
●世帯　34,463世帯（- 254世帯）　※平成29年10月１日現在の推計人口。（　）内は前月比。

　舞鶴版・地方創生についての市民レビュー　舞鶴版・地方創生についての市民レビュー　舞鶴版・地方創生についての市民レビュー

舞鶴版・地方創生
の取り組みで「交流
人口300万人・経済
人口10万人」のまち
を目指す中での重
点施策について意
見交換をする「舞鶴
版・地方創生についての市民レビュー」を開催。
　同レビューでは、冒頭に多々見市長が市のこれまでの取り
組み実績、現在の取り組みや今後の方向性、次期総合計画な
どについて分かりやすく説明。その後、京都府立大教授の窪
田好男さんをコーディネーターに市民審査員15人が「安心
に健康に暮らせるまちづくりの推進」「地域資源を活かした
まちづくりの推進」「時代の変化に合った行政のあり方」の
３つのテーマで意見交換を行います。誰でも傍聴できます。
申し込み不要。

【日時】11 月 19 日㈰９時から
【場所】赤れんが２号棟
▶詳しくは、企画政策課（☎66・1042）へ。

▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。総合計画審議会を実施総合計画審議会を実施総合計画審議会を実施▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。総合計画審議会を実施▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。総合計画審議会を実施▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。総合計画審議会を実施▶詳しくは、舞鶴市民病院（☎60・9020）へ。

平成31年度からのまちづくりの指針となる「次期舞鶴市総
合計画」の策定にあたり、市長の諮問に応じて審議を行う「総
合計画審議会」を開催。誰でも傍聴できます。申し込み不要。

【日時】11 月 27 日㈪ 18 時 30 分から
【場所】赤れんが２号棟
▶詳しくは、企画政策課（☎66・1042）へ。

市有財産の売却市有財産の売却市有財産の売却

　市が所有する未利用財産について、予定価格による先着順
受付けにて売却を実施中。

【物件】❖旧東乳児保育所（建付地）…字浜小字浜 1569 番２、
1,112.21 平方㍍、4,976 万円❖旧市民病院愛宕浜医師公舎（１
～３号）（建付地）…愛宕浜町５番４、同５番７、計 811.49 平方㍍、
2,753 万円。３件で１つの入札。❖宅地…字市場小字市場 288
番１、952.44 平方㍍、1,714 万円❖雑種地…字森小字峠 39
番５ほか４筆、計 492.15 平方㍍、1,299 万円❖宅地…字松陰
小字嶋崎５番１、180.64 平方㍍、717 万円

【申し込み方法】来年１月 19 日㈮までに専用用紙 ( 資産活用
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
書類を添えて資産活用課へ。
▶詳しくは、資産活用課(☎66・1045)へ。

※委員会の日程は変更になる場合があります。

日　時 内　容 場　所
　11 月 29 日㈬ 10 時 30 分から  本会議（提案説明）

 市議会議場　12 月 ８ 日㈮ 10 時から  本会議（一般質問）
　 　  11 日㈪ 10 時から  本会議（一般質問、質疑）
　 　  12 日㈫ 10 時から  建　　設

予算決算分科会・委員会
 議員協議会室

　 　  12 日㈫ 13 時から  民生環境
　　   13 日㈬ 10 時から  経済消防
　　   13 日㈬ 13 時から  総務文教
 　      19 日㈫ 10 時から  予算決算委員会
 　      25 日㈪ 10 時 30 分から  本会議（委員長報告、討論、採決）  市議会議場

　市議会12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。

市議会 12 月定例会
（予定）

幼稚園 住所 電話番号
朝日幼稚園 浜796 ☎62・1874
朝来幼稚園 吉野499-3 ☎63・3426
池内幼稚園 布敷120-3 ☎75・1930
倉梯幼稚園 七条中町8-2 ☎62・5224
シオン幼稚園 浜40 ☎62・1438
志楽幼稚園 田中町39-1 ☎64・3574
橘幼稚園 浜682 ☎62・5168
中舞鶴幼稚園 余部上116-3 ☎62・5166
ひばり幼稚園 森1101 ☎62・1157
舞鶴聖母幼稚園 上安久381 ☎75・1007
三鶴幼稚園 引土282 ☎75・1316
森の子ら幼稚園 丸山口町24 ☎62・0740
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