４月号プレゼント
舞鶴産章姫

いちごパフェを３名様に！

舞鶴の特産品やお土産などを抽選でプレゼントします。問題の○
に当てはまる文字や数字をお答えください。
ヒントは紙面の中に。

舞鶴産の章姫いちご
のみを使用したいちご
パフェをはじめ、季節
のフルーツをお楽しみ
ください。また、お昼
の定食は自然の素材を
手作りでご提供してい
ます。
伊佐津川河口を眺め
ながらホッと一息の時
間をごゆっくりどうぞ！
提供：Ｒ・ＣoＣo
（市内字下安久666、
☎75・0555）

問題１ ○○○○運動公園が完成
問題２ 引揚記念館 ○月24日グランドオープン
問題３ 糸井文庫の「海辺の京都 ○○○コレクション」
広報まいづるアンケート
▪
「広報まいづる」
について、
あなたの満足度は、
次の
①～④のうちどれですか？
①大変良い ②良い ③不満 ④大変不満
▪今月号の広報まいづるで一番面白かった記事
を教えてください。

※舞鶴産章姫が不足している場合は、
金額に見合った商品を提供させていただきます。

「はがき」か「市ホームページ応募フォーム」で①クイズの答え②「広報まいづる」アンケートの回答③住所④氏名（ふりがな）
⑤年齢⑥電話番号⑦広報紙や市政へのご意見などを記入し、４月 23 日㈪（消印有効）までに広報広聴課へ。
※応募は１人１通。当選者は全問正解者の中から抽選のうえ決定。発表は発送をもって代えさせていただきます。
※お寄せいただいた感想、ご意見は、匿名で広報紙に掲載することがあります。アンケートやご意見の内容は抽選に影響しません。

応募
方法

◆はがき 〒625-8555
（住所不要） 舞鶴市役所広報広聴課あて
（https://www.city.maizuru.kyoto.jp/jform/quiz.html）
◆市ホームページ応募フォーム

知っておきたい
契約の基礎の基礎
くらしの豆知識

私たちの暮らしには、
多くの
「契約」
があふれて
います。
売買、
委任・委託、
お金の貸し借りなどで契
約する場合、
次の①〜③の
「契約の基礎」
をご参考
にしてください。
もし、
「だまされた」
「あやしいな」
と思ったら一人で悩まず、
すぐに 消費生活セン
ター
（☎66・1006）へご相談を。

①契約は口約束だけでも成立
お店で
「これください」
と言い、
お店
側が
「はい」
と承諾すれば契約書が無
くても契約は成立します。

②契約が成立したら義務が生じる
一度成立した契約は、
自分の都合で取り止めたり、
内容
を変更することは原則できません。

③契約の無効や取り消しが主張できるケース
❖未成年者が行った契約

❖公序良俗に違反した契約

❖だまされたり脅かされて交わした契約
❖重大な勘違いによって成立した契約 など
《消費生活センター
（市民課内）
》
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【３月号の答え】
①国民健康
②ツバキ
③ウズベキスタン

全国大会等出場者を紹介

全国大会出場おめでとう
☆全国高等学校選抜ボート大会
（３月 23 日～ 25 日、静岡県）
井上翔、大野夢海、小塚琉汰、志賀哲生、
ジャロ アルファマハムッド 潤、松本風馬、
山田光輝（いずれも東舞鶴高２年）

平成30年度がん検診等の申し込み

有害鳥獣被害を軽減 巻狩り猟を実施

がん検診などを下表のとおり実施。申し込みは、今年度か

有害鳥獣捕獲期間中（４〜 10 月）に舞鶴３支部猟友会が巻狩

ら対象者全員に送付する「舞鶴市がん検診等申し込み案内」
に同封の専用はがきで。

り（銃器を使用したイノシシ・シカの一斉捕獲）を実施します。
活動中はオレンジ色のジャケットを着用し、安全確保を十分に
行ったうえで狩りを実施しますが、猟友会の車両や猟師を見か

【送付時期】
❖40〜74歳
（20〜39歳の子宮がん検診を含む）
…５月下旬
❖75歳以上…８月下旬
（後期高齢者健康診査の案内に同封）
種類

対象者

胃がん
結核・肺がん

40 歳以上の男女

けたら、付近からイノシシやシカが出没する可能性があります
ので十分注意してください。
巻狩り実施か所では山の入り口や周
【周囲への注意喚起方法】
辺、人の出入りが多い所に看板を設置。
▶詳しくは、農林課（☎ 66・1030）へ。

大腸がん
子宮頸がん

20 歳以上の女性

乳がん

40 歳以上の女性

前立腺がん

55 歳以上の男性

骨粗しょう症
肝炎ウイルス
特定健康診査
（市国保加入者）
歯周疾患

都市計画の変更にご意見を

40 歳以上の男女

府と市では、以下の都市計画の変更案作成のため、公聴会を
開催。
市内在住か変更内容の利害関係者は公述申出書の提出に

40 歳以上の男女

より意見を述べることが可能です。

40・45・50・55・60・65・70 歳の女性

40・50・60・70 歳の男女

▶詳しくは、健康づくり課（☎ 65・0065）へ。

中小企業の新たな設備投資を支援

【変更内容】
❖府の決定…①舞鶴都市計画区域マスタープランの変更②舞
鶴都市計画区域区分の変更 ( 国際ふ頭・自衛隊敷地の市街
化区域編入 )
❖市の決定…③舞鶴都市計画用途地域の変更 ( 国際ふ頭・自
衛隊敷地の用途地域設定 )

市では、
市内の中小企業の設備投資を支援する新たな制度の
創設を予定しています。
資本金額１億円以下の法人、
従業員数1,000人以下の個人事
業主などの中小企業が、
労働生産性や収益が向上すると認めら
れる新たな設備を導入する場合、
導入した償却資産の固定資産
税を３年間免除する制度です。
詳細は決まり次第お知らせいた
します。
なお、
同制度を創設すると決めたことで、
中小企業庁が公募し

【原案の閲覧・公述申出書の提出】
４月10日㈫〜24日㈫の間、
①，
②は府都市計画課(京都市)、
中
丹東土木事務所(綾部市)、
市都市計画課、
西支所、
加佐分室、
中央
公民館、
南公民館で閲覧可。
申出書は府都市計画課へ。
③は市都
市計画課、
西支所、
加佐分室、
中央公民館、
南公民館で閲覧可。
申
出書は市都市計画課へ。

ている
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
や
「小
規模事業者持続化補助金」
に応募すれば、
審査で優先採択の対象

で公聴会を開催。
申出がなかった場合には公聴会は中止。
▶詳しくは、府都市計画課(☎075・414・5328)か市都市計画課
(☎66・1048)へ。

となるとともに、
一部補助金の補助率が引き上げられます。
▶詳しくは、
企業立地・雇用促進課(☎66・1021)へ。

【公聴会】
公述申出があった場合、
５月９日㈬13時30分から市役所本館

市有財産を官公庁オークションで売却

☆全日本中学生バドミントン選手権大会
（３月 24 日・25 日、奈良県）
永野由莉菜（加佐中２年）
☆全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会（３月 27 日～ 30 日、東京都）
、和田弦大（府立工業高
森脇裕大（西舞鶴高３年）
、
２年、城南中出身）
、 山﨑穂乃花（青葉中２年）
鍵本彩夏（城北中１年）
☆ロボカップジュニア・ジャパンオープン 2018
和歌山（３月 31 日・４月１日、和歌山県）
永野聡一郎、西出庵、平岡鴻佑、山本京吾
（いずれも中筋小６年）
※ いずれも学年は、
平成29年度のもの。
敬称略。

市が所有する未利用財産を４月実施のヤフーオークションで
売却予定。
詳しくは、
次のとおり。
【物件】

舞鶴親海公園海釣護岸の災害復旧工事
昨年の台風 21 号で被害を受けた舞鶴親海公園海釣護岸で釣
場の一部である防波堤部分の災害復旧工事を７月ごろから行い
ます。工事が完了するまで立ち入り禁止としています。なお、
防波堤部分以外では釣りが可能です。
▶詳しくは、水産課（☎ 66・1020）へ。

市の人口と世帯数

❖旧東乳児保育所（建付地）…字浜小字浜 1569 番２、
1,112.21 平方㍍
❖宅地…字市場小字市場 288 番１、952.44 平方㍍
❖雑種地…字森小字峠 39 番５ほか４筆、計 492.15 平方㍍
❖宅地…字松陰小字嶋崎５番１、180.64 平方㍍ ほか
４月６日㈮13時〜23日㈪14時に申し込み。
５月
【申し込み方法】
10日㈭13時〜17日㈭13時に入札。
５月21日㈪に落札者決定。
▶詳しくは、
資産マネジメント推進課(☎66・1045)へ。

●人口 81,732人
（- 99人）
●男 40,634人
（- 57人）
●女 41,098人
（ - 42人）
●世帯 34,643世帯
（- 18世帯） ※平成30年３月１日現在の推計人口。
（ ）
内は前月比。
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