
がん検診が命を救う

市実施の肺がん・大腸がん検診などの受診者を追加募集しま
す。生涯で2人に1人はかかると推計されている「がん」。早期発
見すれば90㌫以上が治ります。がん治療は早期発見が大切です。
ぜひ申し込んでください。

【日時・場所】
❖10月5日㈮・６日㈯・25日㈭…中総合会館
❖10月26日㈮…大浦会館
❖11月6日㈫…由良川学園
❖11月7日㈬…中総合会館
❖11月22日㈭…西総合会館
❖11月29日㈭…城南会館
❖11月30日㈮…加佐公民館
❖12月２日㈰・３日㈪…中総合会館
❖12月７日㈮…商工観光センター

【追加募集する検診】肺がん・大腸がん・前立腺がん検診、肝炎ウ
イルス検診（11月22日は肺がん・大腸がん検診のみ実施）

※国保加入者は、特定健診を同時受診できます。

【対象】40歳以上の人
【申し込み方法】10月31日㈬までに電話で健康づくり課（☎65・
0065）へ。

特定健診の追加募集

国保加入者が対象の特定健診受診者を追加募集します。糖尿病
や心筋梗塞など、自覚症状がほとんどないこれらの病気を早期発
見するためには、特定健診が欠かせません。医療機関での受診が
できなかった人や申し込みがまだの人は今年最後のチャンスにぜ
ひ申し込んでください。

【日時・場所】
❖10月5日㈮・６日㈯・25日㈭…中総合会館
❖10月26日㈮…大浦会館
❖11月6日㈫…由良川学園
❖11月7日㈬…中総合会館
❖11月29日㈭…城南会館
❖11月30日㈮…加佐公民館
❖12月２日㈰・３日㈪…中総合会館
❖12月７日㈮…商工観光センター

【対象】40歳以上の国保加入者
※がん検診、肝炎ウイルス検診を同時受診できます

【申し込み方法】10月31日㈬までに電話で健康づくり課（☎65・
0065）へ。

10月は３R推進月間

10月は３Ｒ（リデュース：ごみを出さない、リユース：繰り返し使
う、リサイクル：再生利用）推進月間です。日々の生活の中ででき
るごみ減量などの環境にやさしい買い物に取り組みましょう。

【買い物をするときのポイント】
❖マイバッグを持参しレジ袋をもらわない
❖お茶などはマイボトル（水筒）を使いペットボトルを買わない
❖シャンプーやリンスなどは詰め替え商品を選ぶ
❖割りばしなど不要な使い捨て商品はもらわない

▶詳しくは、生活環境課（☎66・1005）へ。

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードは本人確認のための身分証明書や電子申請
に利用できます。申し込みは各世帯へ送付した通知カードに添付さ
れた申請書で。オンライン申請も可。交付までに約１か月かかります。
初回は発行手数料無料。
▶詳しくは、市民課（☎66・１００１）か西支所市民・年金係（☎
77・２２５２）へ。

10月15日～21日は「行政相談週間」

総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政機関や特殊法
人、独立行政法人などが行う仕事について、皆
さんからの意見・要望・苦情などをお聴きし、そ
の解決のための助言や関係機関への通知を行
う行政相談。市では「巡回行政相談」を原則毎
月第２火曜日の 13 時 30 分～ 15 時 30 分に
行っています。今月は、９日㈫に南公民館で実施

（場所は毎月異なります）。無料、秘密は厳守。
お気軽にご相談ください（31㌻に関連記事）。
▶詳しくは、市民課（☎66・１００６）へ。

まいづるオープンスクールウイーク

児童生徒の普段の様子を見ていただく「まいづるオープンスク

ールウイーク」を市内の小・中学校、舞鶴幼稚園で実施。地域とと

もにある学校づくりの一環として、保護者や地域の皆さんなどに、

学校への理解と関心を深めてもらうために授業や行事を公開する

もので、今年度から各校・園ごとに期間を設定。期間などは下表

のとおり。

区分 実施期間

小
学
校

新舞鶴 12/3 ～ 7
三笠 10/24 ～ 11/2
倉梯 10/29 ～ 11/2

倉梯第二 10/23 ～ 30
与保呂 11/5 ～ 9
志楽 10/29 ～ 11/2
朝来 10/24 ～ 11/2
大浦 10/28 ～ 11/2

中舞鶴 10/29 ～ 11/2
明倫 10/25 ～ 11/5
吉原 11/6 ～ 14
余内 10/27 ～ 11/3
池内 11/1 ～ 7

区分 実施期間

小
学
校

中筋 11/12 ～ 16
福井 10/29 ～ 11/2
高野 10/24 ～ 30
岡田 10/30 ～ 11/4

由良川 10/30 ～ 11/4

中
学
校

青葉 10/26 ～ 31
白糸 10/30 ～ 11/3
和田 10/23 ～ 27
城南 10/23 ～ 27
城北 10/23 ～ 28
若浦 10/27 ～ 11/2
加佐 10/29 ～ 11/4

舞鶴幼稚園 10/29 ～ 11/2

区分 実施日 主な行事

全
校

小学校
11/10、9:45 ～ 11:30 駅伝競走大会（青葉山ろく公園）
11/14、9:30 ～ 12:00 合同音楽会 西地区（総合文化会館）
11/15、9:30 ～ 12:00 合同音楽会 東地区（総合文化会館）

中学校 10/13、13:00 ～ 15:30 文化祭典（総合文化会館）

▶詳しくは、教育企画課（☎66・1034）へ。

▲行政相談のマ
スコットキャ
ラクター「キ
クーン」

新入学児童の健康診断

来年４月に小学校へ入学する児童（平成24年４月２日～ 25年
４月１日生まれ）の健康診断を11月に各小学校で実施します。

対象児には通知書を10月中旬に保護者宛てに郵送。健診日を
確認し受診してください。
▶詳しくは、学校教育課（☎66・1072）へ。

市民病院職員を募集

市民病院では、平成31年4月採用の理学療法士・作業療法士
を募集。採用試験を実施します。

【日時】11 月 11 日㈰ 9 時から
【場所】市民病院
【受け付け期間】

10 月 31 日㈬まで  
※土・日曜日、祝日は除く。郵送の場合は、

10 月 31 日㈬ 17 時 15 分までに到着したものに限る。

【申し込み方法】
申込書（市民病院総務課、市役所総合案内、西支所総務係、加佐

分室で配布。同院ホームページからダウンロード可）に必要事項を
記入し、市民病院総務課へ。詳細は試験案内でご確認を。

【待遇】
❖給料…185,400 円（理学・作業療法士、大卒）
　※平成 30 年４月１日現在

❖職歴や経験年数など加算
❖別途諸手当支給あり
▶詳しくは、市民病院総務課（☎ 60・9014）へ。

市政情報
BOX

屋外広告物のパトロール

10月11日㈭13時30分から、国・府と合同で市内の道路上に
無許可で設置された屋外広告物（立看板、広告旗、はり紙、はり札）
に撤去を促す「通告書」を貼り付けます。期日までに撤去されな
いものは、10月18日㈭に一斉撤去を行います。
▶詳しくは、都市計画課（☎66・1048）へ。

市営駐輪場の放置自転車等を整理

JR東・西舞鶴駅の各駐輪場に長期間放置されている自転車と原
動機付自転車を次のとおり整理。

【日程】
❖10月１日㈪…全ての自転車等に調査札を取り付け
❖10月９日㈫…注意札を取り付け
❖10月24日㈬…警告札を取り付け
❖11月１日㈭…警告札付きの自転車等を整理し、保管

　※12月３日㈪までに返還できないものは処分します。

▶詳しくは、土木課（☎66・1053）へ。

舞鶴市都市計画の変更

京都府及び舞鶴市都市計画審議会で都市計画の変更が可決さ
れました。詳細は次のとおり。

❖北吸地区の自衛隊敷地及び和田地区の国際ふ頭の市街化区域編入
❖同上２地区の用途地域の変更
❖和田地区の臨港地区の変更

▶詳しくは、都市計画課（☎66・1048）へ。

公共施設の使用料が変わります

公民館など公共施設の使用料が平成31年４月１日から変わります。
施設予約の際も来年４月１日以降の料金は変わりますのでご注

意ください。10月1日㈪から、4月1日以降の予約が可能となる
施設は次のとおり。　　　　　　　　　　　　　  《企画政策課》

施設名 予約可能となる場所 問い合わせ先

中央公民館 ホール（※１） ☎62・0400

西公民館 ホール（※2） ☎75・6501

南公民館 ホール ☎62・0288

加佐公民館 ホール ☎83・0036

大浦会館 ホール ☎68・2010

城南会館 ホール ☎78・1800

勤労者福祉センター 全施設 ☎64・3200

商工観光センター 全施設 ☎64・6800

西駅交流センター ホール ☎78・9300

西市民プラザ 集会室、催し場 ☎77・0086

市の人口と世帯数
人口  81,032人（-252人）　世帯  34,615世帯（-21世帯）

男  40,224人（-264人）　女  40,808人（+12人）　※平成30年９月1日現在の推計人口。（　）内は前月比
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※１…現在の中総合会館コミュニティセンター・コミュニティホール
※２…現在の西地区多機能施設・多目的ホール

市議会議員一般選挙

投票日　11 月 18 日㈰
告示日　11 月 11 日㈰
▪ 立候補予定者説明会

【日時】10 月 18 日㈭ 13 時 30 分から
【場所】総合文化会館
▶詳しくは、市選挙管理委員会事務局（総務課内、
☎ 66・1044）へ。

職種 採用予定者数 受験資格

理学療法士 １人
昭和 53 年４月２日以降に生まれた方で、
理学療法士資格を有する方又は平成 31 年
３月末日までに資格取得見込みの方

作業療法士 １人
昭和 53 年４月２日以降に生まれた方で、
作業療法士資格を有する方又は平成 31 年
３月末日までに資格取得見込みの方
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