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暑い夏にはみどりのカーテン
まいづる環境市民会議では、日差しを遮り、省エネにつながる

「みどりのカーテン」の普及に取り組んでいます。みどりのカーテ

がん検診のお知らせ けんしんパスポートを送付
検診日程などを記載した「がん検診等の案内」を40歳以上の市

民全員に送付します。個人ごとに受けることができる検診が一

ンづくりに使えるゴーヤーの苗を配布します。また、市内で育成
されたみどりのカーテンの出来栄えや効果、創意工夫などを審査
し表彰するコンテストを実施。
▪ゴーヤー苗の配布

目でわかる「けんしんパスポート」も同封していますので活用し、

【日時・場所】
❖５月 10 日㈭ 10 時 30 分から…ゆうさい会館
（西

ス30健診」
は昨年度で終了しました。

【定員】
先着各150人

受診をお願いいたします。なお、30代女性が対象の「レディー
【送付時期】

総合会館）
❖５月 11 日㈮ 10 時 30 分から…総合文化会館

【その他】配布前に地球温暖化の話とゴーヤーの育成講座（約20分）

❖40 ～ 74歳…5月下旬～６月上旬
❖75歳以上…８月下旬～９月上旬

（後期高齢者医療健康診査の案内などを同封）

【部門】
個人の部、団体の部、学校等の部

▪特定健診を実施
40 ～ 74歳の国保加入者を対象に特定健診を実施。６～７月は

市内の医療機関で、８～ 12月は保健センターなどで集団健診を
実施します。いずれも無料。集団健診は申し込みが必要。

▶詳しくは、保険医療課(☎66・1106)、西支所保健福祉係（☎
77・2263）
、健康づくり課（☎65・0065）
へ。

【申し込み方法】
所定の用紙
（生活環境課に備え付け。市ホームペー

ジからダウン ロード可）にみどりのカーテンの写真を添付し郵送
か持参、電子メールで同課へ。

▶詳しくは、まいづる環境市民会議（生活環境課内、☎66・
1064）
へ。

地域の身近な福祉の相談役「民生児童委員」

▪人間ドック・脳ドック受診費用の助成
病気の早期発見や健康増進に役立てるため、人間ドック・脳ドッ

毎年５月12日は民生児童委員の日です。市内各地区で民生児

クの受診費用の一部(人間ドック７割相当額・脳ドック５割相当

童委員・主任児童委員が高齢者・障害者福祉や子育て支援、児童の

査もあります（一部負担あり）
。

ています。民生児童委員と地域の皆さんが手を携え、誰もが住み

額)を助成。対象や自己負担額は次のとおり。別途オプション検

医療機関名（市内）

自己負担額
人間ドック 脳ドック 人間＋脳ドック

荒木クリニック、指宿医院、
浮島岸本診療所、
岸本病院、
澤田医院、12,960 円
外松医院、西村内科、堀澤医院

-

あいおい橋四方クリニック、鳥井医院、
12,960 円 21,600 円
舞鶴共済病院、舞鶴赤十字病院

32,502 円

【受け付け期間】
５月 15 日㈫～７月 31 日㈫
（受診期間は申し込み
受け付け日から来年３月 30 日まで）

【対象】❖市内在住の後期高齢者医療制度の加入者で市が実施する
健診
（無料）
・肺がん検診・大腸がん検診を受診しないか、
受診予定

お住まいの地区の民生児童委員や主任児童委員が分からない場

合は、民生児童委員連盟事務局へ問い合わせを。

▶詳しくは、民生児童委員連盟事務局（福祉企画課内、☎66・
1011）
へ。

青少年の善行表彰候補者の募集
の候補者を募集。

【対象】市内在住の満 20 歳以下で、次のいずれかに該当する個人
か団体

行為など❖小さな親切等の行為など❖その他（上記に相当すると

▶詳しくは、保険医療課(☎66・1106)、西支所保健福祉係（☎

77・2263）
へ。

に開催する審議会に出席できる人（審議会は２時間程度）
。

に備え付け）
に必要事項を記入し、子ども支援課へ。

【募集人数】
２人

▶詳しくは、子ども支援課（☎66・1008）
へ。

【申し込み方法】住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、
応募の動機（様式自由、400字程度）を郵送か持参で人権

６月１日は人権擁護委員の日

啓発推進室へ。５月31日㈭必着。

▶詳しくは、人権啓発推進室（☎66・1022）へ。

６月１日の人権擁護委員の日にちなんで全国で一斉に特設人権

日本赤十字社のお知らせ

ひ ぼ う

や差別、インターネットでの誹謗中傷、プライバシーの侵害など

▪昨年度の義援金の結果
昨年度は下記の義援金を募集していました。集まった義援金は、

▪特設相談所を開設

日本赤十字社を通じて被災された方々へお届けします。また、義

６月１日㈮、赤れんが２号棟（９時～ 12 時と 13 時～ 16 時）
・法務

援金は、引き続き受け付けています。皆さんの温かいご支援をよ

局舞鶴支局（９時～ 12 時）。面接相談（秘密厳守）。無料。申し込み不要。

ろしくお願いします。各義援金の今までの累計額は以下のとおり。

【問い合わせ先】
法務局舞鶴支局（☎76・0858）

❖東日本大震災義援金…49,585,348円

▪人権擁護委員を紹介

❖平成28年熊本地震災害義援金…3,395,882円

❖伊藤久美子（行永）❖梅原正昭（平）❖川尻治彦（浜）❖佐織久子

❖平成29年７月５日からの大雨災害義援金…34,000円

（下東）❖櫻井寛（丸山中町）❖佐藤明子（浜）❖鈴木孝子（余部上）
❖谷公人（余部上）❖寺島勝（上安久）❖福島イツヨ（公文名）❖藤田

▪赤十字の活動資金にご協力を
６月29日㈮まで各自治会などを通じて災害時の救護・支援活動

君子（女布）❖藤村由紀（大波上）❖水口裕子（久田美）❖山田敏子

などを実施するための活動資金を募集。皆さんの温かいご協力を

（西吉原）

お願いします。

▶詳しくは、人権啓発推進室（☎66・1022）
へ。

▶詳しくは、日本赤十字社舞鶴市地区（福祉企画課内、☎66・
1011）
へ。

軽自動車税納税通知書と税率のお知らせ
▪新車の燃費性能に応じて軽自動車税を減税

▪軽自動車の納税通知書を郵送

平成29年４月１日～ 30年３月31日に新車新規登録をし、初

５月中旬に50㏄バイクや軽自動車などの軽自動車税納税通知書

を郵送。納期限は５月31日㈭。障害者手帳を持ち、一定の要件に

度検査を受けた車両で一定の環境性能を有する三輪と四輪以上の

▶軽自動車税に関するお問い合わせは、税務課（☎66・1026）
へ。

30年度の課税額が軽減されます。
▶詳しくは、税務課（☎66・1026）
へ。

軽自動車は、燃費性能に応じたグリーン化特例が適用され、平成

該当する人には減免制度があります。申請は５月31日㈭まで。
《京都府から普通自動車税のお知らせ》
普通自動車税の納期限は５月31日㈭。期限内に納付を。

▶普通自動車税に関するお問い合わせは、中丹広域振興局（☎
62・2502）
へ。

三輪および四輪以上の軽自動車の税率
税額（年額：円）
グリーン化特例措置（軽減課税）
車

活動など❖顕著な発明・発見などの行為など❖災害防止・救助等の

種

区

分

本来の
税額

考えられる行為など）

【指定期間】
平成29年４月１日～ 30年３月31日

軽自動車

健福祉係で。

【対象】市内在住の20歳以上で、おおむね年数回程度平日の日中

【申し込み方法】６月29日㈮までに、所定の用紙（子ども支援課

❖高齢者・障害者などへの奉仕活動など❖清掃・除草などの環境

歳以上（脳ドックは 40 歳以上）で入院・妊娠していない③保険料

【その他】
手続きは、保険証と印鑑を持参し、保険医療課か西支所保
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青少年の健全育成を目的に毎年実施している「青少年善行表彰」

美化活動など❖植樹・花いっぱい運動などの自然保護・文化財愛護

を滞納していない

【補助率】
対象経費の２分の１（限度額10万円）

やすい地域づくりに取り組んでいきましょう。

のない人❖市の国保加入者で次の全てに該当する人①市が実施す

る特定健診
（無料）
・肺がん検診・大腸がん検診を受診しない② 30

２年。詳しくは次のとおり。

健全育成について、地域の最も身近な福祉の相談役として活動し

※このほか京都予防医学センター（京都市）
、京都ルネス病院
（福
知山市）
、
明治国際医療大学附属病院
（南丹市）
でも受診可

市男女共同参画審議会の委員を募集。任期は平成30年８月から

自然体験・ボランティア・非行防止・パトロール活動などの経費

の相談に応じます。一人で悩まず、ぜひご相談ください。

人や団体

男女共同参画社会の形成に向けて、調査・審議などを行う舞鶴

【対象・内容】５人以上で構成する市内の民間団体などが取り組む

▪みどりのカーテン・コンテストを実施
【対象】みどりのカーテン（つる性植物）設置に取り組む市内の個

特定健診・人間ドックのお知らせ

子ども・若者の健全な育成・支援に関する事業活動に助成。

相談所を開設。法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員がいじめ

【応募期間】
８月１日㈬～９月７日㈮

▶詳しくは、健康づくり課（☎65・0065）
へ。

男女共同参画審議会委員の募集

を実施。みどりのカーテン育成パンフレットとバーク堆肥もセット
で配布。

(国保加入者には特定健診の案内などを同封）

子ども・若者健全育成事業補助金の募集

【推薦できる人】
満20歳以上の個人か団体

【推薦方法】６月15日㈮までに所定の用紙（子ども支援課などに
備え付け）に必要事項を記入し、子ども支援課（☎66・1008、ＦＡＸ
62・7957）
へ。

▲グリーン化特例措置の軽減税率は、
お持ちの車両に貼ってあるシール
などでご確認を（画像はイメージ）

三輪660cc
以下

乗用
貨物用

自家用
乗用
営業用
四輪660cc
以下
自家用
貨物用
営業用

対象：平成29年4月1日～30年3月31日に新車新規登録した下記車両

平成30年度課税分のみ適用
電気・ 平成32年度燃費 平成32年度燃費基 平成27年度燃費 平成27年度燃費
天然ガス 基準値＋30㌫燃 準値＋10㌫燃費向 基準値＋35㌫燃 基準値＋15㌫燃
費向上達成車両 費向上達成車両
上達成車両
軽自動車 費向上達成車両

3,900

1,000

10,800
6,900
5,000
3,800

2,700
1,800
1,300
1,000

2,000

3,000

5,400
3,500

8,100
5,200

2,000

3,000

2,500
1,900

3,800
2,900
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