心豊かに暮らせるまちの実現に向けて

都市計画マスタープランを策定
を示す「第３次舞鶴市都市計画マ
を策定しました。

スタープラン」
（平成 年～ 年）

策定にあたっては、都市計画
マスタープラン検討会（委員長

や市パブリック・コメント手続制
度（市民意見提出制度）による意
見を反映し、総合的なまちづくり
方針と地域別のまちづくり方針を

特色ある文化財や歴史的資源を総合的に保存・活用

歴史文化基本構想を策定

まえ、素案の修正等を行うものが

日）
。寄せられた意見は、意見を踏

ました（募集期間：７月１日～

的資源を周辺環境まで含めた歴史
３件、市の考えを説明し、ご理解

市では、特色ある文化財や歴史
文化遺産として総合的に保存・活
をいただくものが１件でした。

示しています。

用し、個性と魅力あるまちづくり

同プランの内容は、
市ホームペー
の方向性を示す「舞鶴市歴史文化

《閲覧できます》
ジで閲覧できます。

り、学び、活かし、引き継ぐ」の
振興課や市政情報コーナーなどで

コメント手続制度の結果は、文化

基本構想の内容や市パブリック・

《閲覧できます》

基本理念に基づく新たなまちづく
閲覧できます。市ホームページに

計画では、
「歴史文化の魅力を探

りへの指針を「舞鶴モデル」とし、
も掲載。
１０１９）へ。

▼詳しくは、文化振興課（☎ ・

３つの基本方針を示しています。
構想（案）に対し、
市パブリック・
コメント手続制度（市民意見提出
制度）に基づいて意見を募集した
結果、３人から４件の提出があり

寄付金・寄贈品など

温かい善意をありがとうございました

１０４８）へ。

基本構想」を策定。

▼詳しくは、都市計画課（☎ ・

31

舞鶴アマチュアカラオケ連盟、京都丹

福祉…全京都建築労働組合舞鶴支部、

ただいた市の福祉に対する寄付金は、

《平成 年度寄付金》 平成 年度にい
件、100 万７，０４３円。その

かエリア」と市街化区域以外の「農

ＪＲ東・西舞鶴駅付近の「まちな

して「空き家バンク制度」を実施。

▪個人 ❖ふるさと納税…崎山健二

【寄付金】
（敬称略）

《企画政策課、
福祉企画課、
教育総務課》

▪団体 ❖株式会社ホリグチ…掛地図

ケント第四ラーゲル会の旗

象とした福祉事業に活用させていた

がある人、未来を担う子ども達を対

お志に沿うよう「市民福祉ささえあ

平方㍍）で、敷地は３０５平方㍍。

住希望者と空き家提供者との契約

件の紹介や地域との調整など、移

同バンクへ登録することで、物

古屋市）
、
小西唯丹（城陽市）
、
森田信彦（京

槻市）
、
三宅基治（日野市）
、
柴田貴彦（名

阪市）
、
久下恭子（吹田市）
、
宮下通永（高

藤林喜代子（京田辺市）
、右城望（大

（川崎市）
、木村健一（名古屋市）
、

機器❖一般社団法人京都府トラック協

会社京都銀行…プレゼンテーション用

法人舞鶴交通安全協会…安全傘❖株式

一同…冷蔵庫、実物投影機❖一般財団

掲示板❖吉原小学校昭和 年度卒業生

❖舞鶴みなとライオンズクラブ…案内

の９件１，０００万円も同館の整備・

いただきます。企業版ふるさと納税

かしたまちづくりなどに活用させて

整備・改修や舞鶴市の歴史と文化を生

応援基金」に積み立て、引揚記念館の

637 万８，０００円は、
「ふるさと

だきます。また、ふるさと納税の 件

い基金」に積み立て、高齢者や障害

舞鶴高専の学生が作成した改修プ
漁村エリア」にある空き家を募集

代が住みやすい住宅をコンセプト

都市）
、
郡山保（春日井市）
、
春山宏樹（多

会…下敷き❖舞鶴防犯協会…カラー定

元々の風景などを残し、子育て世
に学生のアイデアを生かした物件

摩市）
、三浦裕明（東京都）
、大山康子

市では、今後も空き家を活用し、

になりました。

・１０８５）へ。

▼詳しくは、移住・定住促進課（☎

お披露目会で住宅の整備概要を説明する舞鶴高専教
授の尾上亮介さんと学生（上）住宅と前庭（下）

市外からの移住者の増加に向けた
事業を進めます。
66

車いす❖京都府ＬＰガス協会舞鶴支部

規❖「小さな親切」運動京都府本部…

改修に活用させていただきます。

53

・１０１８）か倉梯・倉二・与

▼ 詳 し く は、 高 齢 者 支 援 課（ ☎

楽にご相談ください。

近な「よろず相談窓口」として気

1792 番地。今後も高齢者の身

す。 新 た な 所 在 地 は 市 内 字 行 永

援センターを６月１日に移転しま

倉梯・倉二・与保呂地域包括支

倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター

南デイサービスセンターから青葉中隣接地へ移転

京都）
、
生野秀昭（吹田市）
、
髙橋秀夫（東

都市）
、
瀬川照光（東京都）
、
美濃和男（東

京都）
、
迫田茂雄（豊中市）
、
小走勇（京

（神戸市）
、
大山正（神戸市）
、
雑喉潤（東

44

文

京都）
、稲垣裕之（京都市）
、壷内啓史

28

（向日市）
、児玉アキ子（高知県東洋町）
、

位置図

瀬川将義（東京都）
、
宮下恵美（神戸市）

❖市民福祉…松嶋康晴（森）
、木村
▪団体 ❖ふるさと納税…東舞鶴高

冨美子（引土）
校昭和 年卒業生同窓会❖企業版ふ
るさと納税…株式会社マツシマホー
ルディングス、株式会社セレマ、日東
薬品工業株式会社、京都大原記念病院
グループ、日立造船株式会社、医療法
人徳洲会宇治徳洲会病院、林ベニヤ産
業株式会社、日本新薬株式会社❖市民

・５００２）へ。

保 呂 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー（ ☎

66

77

青葉中学校
倉梯・倉二・与保呂
地域包括支援センター

51

トします。

がスムーズに進むよう市がサポー

▪個人 ❖永田立夫（横浜市）…タシ

ランをもとにワークショップを開
しています。

【寄贈品】
（敬称略）

催しながら整備を進めていたもの。

せん。

の国農業協同組合、舞鶴東佛教会

鶴…児童図書

…木製ベンチ❖国際ソロプチミスト舞

式会社…りんごなど❖舞鶴市森林組合

県りんご対策協議会・舞鶴合同青果株

…ポータブル型発電機❖社団法人青森

66

についてお知らせします。なお、匿名

平成 年度に市に寄せられた寄付

活かす

＝葉山勉・京都精華大教授、 人）

▪空き家バンクへご登録を

◆価値魅力の
理解

市では、今日はもとより次の世

本市へ移住を希望する人を対象

◆保存・活用
◆愛着醸成
◆賑わいづくり

を希望されている方は掲載していま

◆歴史文化遺産の
探索発見

代が心豊かに暮らせるまちの実現

チ ェ ン ジ

30

市では、上記お試し住宅のほか、

66

に向け、舞鶴版コンパクトシティ

❖Change：時代に合わせて変化する

に空き家を提供する「舞鶴市お試

探る

+ ネットワークを推進していま

❖Connect：次世代に繋ぐ

40

14

す。

コ ネ ク ト

し住宅」の第１号が完成。４月

舞鶴市歴史文化基本構想の概要

このたび、将来都市像の方向性

コントロール

舞鶴高専の学生が設計と整備

❖Control：元気なまちへ導く

舞鶴版コンパクトシティ+ネットワークの実
現にかかる重要施策を表す ３C+ ロゴ
を付けます。
舞鶴版コンパクトシティ+ネットワーク
（３C+）

移住者用のお試し住宅が完成

舞鶴版コンパクトシティ ＋ ネットワーク
空き家を活用した移住定住施策と

◆外部発信
◆市民組織の発足

29

▪総合的な取り組みの方向性（将来都市構造）

この物件は、木造平屋建て（

学ぶ
29

都市計画マスタープランの概要
日にお披露目会を開催しました。

引き継ぐ
14

まちづくり方針

12
2018 広報まいづる 5月号

13

29

❖+network：人・地域のつながり
16
89

基本理念
歴史文化の魅力を探り、
学び、
活かし、
引き継ぐ
基本方針
①歴史文化の魅力を探る・学ぶ ②歴史文化の魅力を活かす
③歴史文化の魅力を引き継ぐ
構想のイメージ図
舞鶴警察署
行永交番
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