
14

道路や公園などの里親として清掃活動にご参加を

　公共空間の清掃などのボランティア活動を行う「アダプト・プ
ログラムまいづる（環境美化里親制度）」の参加者を随時募集し
ています。

【活動場所】 駅周辺や国道など 14 か所（指定外の場所は相談を）
【内容・対象】
次の活動を実施する個人か団体。
　❖活動区域内で年６回（２か月に１回）程度の散乱ごみ回収
　❖ごみの散乱状況などの情報提供
　❖環境美化に必要な活動

【その他】ごみ袋や清掃用具、ユニフォームを提供。集めたごみは
市が回収。事故などに備えボランティア保険の加入が必要。希望
者には活動区域内に里親の名前を記載したサインボードを設置。

【申し込み方法】 所定の用紙（生活環境課に備え付け）で同課へ。
▶詳しくは、生活環境課（☎66・1005）へ。

土地開発公社所有地の売却

土地開発公社が所有する土地を、９月実施のヤフー官公庁オーク
ションで売却予定。

【受付期間】  ９月３日㈪ 13 時～ 19 日㈬ 14 時
【入札期間】10 月４日㈭ 13 時～ 11 日㈭ 13 時
【落札決定日】10 月 15 日㈪
【物件・予定価格】
　❖宅地…天台新町 48 番、232.31 平方㍍（公募）、991 万円
　❖宅地…天台新町 49 番、232.19 平方㍍（公募）、991 万円
　❖宅地…天台新町 51 番、232.07 平方㍍（公募）、990 万円
　❖宅地…天台新町 52 番、232.10 平方㍍（公募）、991 万円
▶詳しくは、土地開発公社（☎ 78・1191）へ。

赤十字運動へのご協力ありがとうございました

　５～６月にかけて取り組んだ日本赤十字社活動資金募集に656
万4,626円（８月14日現在）が集まりました。寄せられた資金は、
同社の国内外の災害救護活動や救護資器材の整備などに活用さ
れます。
▶詳しくは、福祉企画課（☎66・1011）へ。
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住宅・土地統計調査にご協力を

　10月１日㈪に「住宅・土地統計調査」が全国一斉に実施されま
す。この調査は、住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯
の保有する土地などの実態を把握し、その現状と推移を明らか
にするものです。調査結果は、住生活基本計画、土地利用計画
などの諸施策の企画、立案、評価などの基礎資料として利用さ
れます。
　対象世帯には、京都府知事が任命した調査員が調査書類を９
月中旬から配布。ご理解とご協力をお願いします。
▶詳しくは、総務課（☎66・1044）へ。

平成30年７月豪雨 被災住宅の再建等への補助

【対象者】平成 30 年７月豪雨の被災者で、市内の住居に自ら居住
し、床上浸水以上の被害を受け、り災証明が発行される人。

【対象経費と補助限度額】
①被災住宅の再建等の経費など（持家が対象）

被災区分 建替・購入 補修 賃借
大規模半壊 250 万円 150 万円 100 万円

半壊 150 万円 -
一部損壊・床上浸水 50 万円 -

②清掃費、家具・家電製品購入費等
５万円（ただし①も利用される場合は、①の補助限度額に含みま
す）。
③災害復興住宅融資（建替、購入、補修）の返済に要する経費のう
ち対象融資の貸付実行日から５年以内の利息相当額（対象とな
る融資額は上限あり）。

【申請受け付け】  受け付け中（土・日曜、祝日を除く）
【受け付け場所】都市計画課、西支所、加佐分室
【その他】申請には「り災証明」「住民票」「工事見積書」「契約書」の
添付が必要。工事着手前と完成後の写真が必要。

【問い合わせ先】都市計画課（☎ 66・1048）

市の人口と世帯数
人口  81,284人（-98人）　世帯  34,636帯（-18世帯）

男  40,488人（-78人）　女  40,796人（-20人）　※平成30年８月1日現在の推計人口。（　）内は前月比
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日　時 内　容 場　所
　９月  ６ 日㈭ 10 時から 本会議（代表質問）

 市議会議場　   　  ７ 日㈮ 10 時から 本会議（一般質問）
　   　10 日㈪ 10 時から 本会議（一般質問、質疑）
　 　  13 日㈭ 10 時から 建　　設

予算決算分科会・委員会
 議員協議会室

　 　  14 日㈮ 10 時から 民生環境
　　   18 日㈫ 10 時から 経済消防 
　　   19 日㈬ 10 時から 総務文教
 　      26 日㈬ 10 時から 予算決算委員会
　10 月３日㈬ 10 時 30 分から 本会議　（委員長報告、討論、採決）  市議会議場

　開会中の市議会９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９月定例会
（予定）

※日程は変更になることがあります。

　東京丹後人会とは1889年に設立され、首都圏に在住で
京都府北部・丹後にゆかりのある人の親睦と交流を深め
る団体です。毎年行われる総会・懇親会では、旧知の人と
の出会いや懐かしい丹後特産品などを提供しています。
今年の総会・懇親会は下記のとおり行います。首都圏在住
の親戚や知人にお知らせください。
　詳しくは、同会ホームページ（右コードから
アクセス可）でご確認を。

【日時】10 月 27 日㈯ 11 時 30 分～ 14 時 30 分
　　　 （受け付けは 11 時から）

【場所】フジテレビ本社 18 階レストラン「ＤＡＩＢＡ」
　　   （東京都港区）

【問い合わせ先】東京丹後人会事務局（☎ 03・5391・2285）

東京丹後人会総会にご協力を
敬老の日のお祝い

　９月17日㈷の敬老の日を中心に、長年にわたって社会に貢献
してこられた高齢者を敬い、お祝いします。

【白寿（99 歳）のお祝い】白寿を迎えられた 53 人の皆さん（大正
8 年４月１日～９年３月 31 日生まれ）にお祝いの品を贈ります。

【米寿（88 歳）のお祝い】米寿を迎えられた 509 人（昭和 5 年生
まれ）の皆さんにお祝いの品を贈ります。

【その他】いずれも平成 30 年８月１日現在。地域ごとに敬老行事も
実施されます。
▶詳しくは、高齢者支援課（☎66・1013）へ。

インスタで舞鶴の魅力を発信中

　inｓtagramに、市の公式アカウントを作成し、８月から運用を開始。
観光地やイベントなどの非日
常的な様子に限らず、ありふ
れた日常やまちの風景を「味
のある・ＳＮＳ映えする」写真
で発信します。投稿するとき
にはハッシュタグ「♯ｍｙま
いづる」を付けて発信。皆さ
んもお気に入りの舞鶴写真を
投稿するときには、ぜひ「♯
ｍｙまいづる」を付けて投稿し
てください。
▶詳しくは、広報広聴課（☎
66・1041）へ。

区分 主な施設 応募説明会 担当課

スポーツ施設

東舞鶴公園（野球場、テニスコート、陸上競技場、弓道場など）

９月 11 日㈫ 10 時 30 分 スポーツ振興課（☎ 66・1058）
土木課（☎ 66・1053）

舞鶴文化公園（体育館、プール、多目的施設など）
泉源寺公園（多目的施設など）
前島みなと公園（テニスコートなど）
伊佐津川運動公園（グラウンド、テニスコートなど）
東体育館

市民活動施設 西市民プラザ ９月 11 日㈫ 13 時 地域づくり支援課（☎ 66・1073）
勤労者福祉施設 勤労者福祉センター ９月 11 日㈫ 14 時 30 分 企業立地・雇用促進課（☎ 66・1021）
商工観光施設 商工観光センター ９月 12 日㈬ 10 時 30 分 観光商業課（☎ 66・1024）

野外活動施設 青葉山ろく公園（グリーンスポーツセンター、パターゴルフ場など） ９月 12 日㈬ 13 時 地域づくり支援課（☎ 66・1073）
土木課（☎ 66・1053）

陶芸施設 青葉山ろく公園（陶芸館） ９月 12 日㈬ 14 時 30 分 文化振興課（☎ 66・1019）

スポーツ施設や文化施設など指定管理者を募集

　指定期間満了などにより、スポーツ施設などを管理・運営する指
定管理者を募集 ( 管理・運営開始は平成 31 年 4 月から)。

【募集施設】下表のとおり( 区分ごとに募集 )
【応募対象】法人や団体などのほか、複数の法人・団体による共同事
業体(商工観光施設は市内に事業所がある場合に限る)。個人は不可。

【応募方法】所定の申請書 ( 各施設の担当課に備え付け)に必要書類
を添付し担当課へ持参。施設によって業務内容や応募要件が異なりま
す。募集要項 ( 担当課で配布。市ホームページで閲覧可 ) で確認を。

【募集期間】10 月 10 日㈬まで
▶詳しくは、各施設の担当課へ。

※応募説明会は、いずれも市役所本館で開催（１時間程度）。申し込み不要。

▲８月１日から毎日１枚投稿

秋の全国交通安全運動

　９月21日㈮～30日㈰、「周り見る 心の余裕が 事故防止」をスロー
ガンに秋の全国交通安全運動を実施。１人ひとりが交通ルールの遵
守と正しい交通マナーを実践し、交通事故を防止しましょう。

《運動重点》
❖子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
❖夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
❖全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
❖飲酒運転の根絶　❖二輪車の交通事故防止

《市交通対策協議会（市民課内）》
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