
都市計画道路の都市計画変更に係る住民説明会の開催

国道27号西舞鶴道路や市道引土境谷線の都市計画道路の盛り
土や法面など道路区域が確定。その範囲を都市計画の区域に位
置付けるため、住民説明会を開催。ルートの変更はありません。

【日時】12月20日㈭19時から
【場所】西総合会館
【都市計画道路名】上安真倉線、魚屋市場線、西舞鶴駅真倉線、伊佐津境谷線
▶詳しくは、都市計画課（☎66・1048）へ。

一般競争入札による未利用財産の売却

　市が所有する未利用財産３件（宅地：字市場、雑種地：字森、
宅地：字松陰）を一般競争入札で売却。入札日時は12月26日㈬
16時。住所や地積、予定価格などは市ホームページ
に掲載。右コードからアクセス可。
▶詳しくは、資産マネジメント推進課(☎66・1045)へ。

市政情報
BOX

最終処分場整備に係る生活環境影響調査書の縦覧

市では、一般廃棄物（生活ごみ）の新たな埋立地を確保するた
め、現在の施設に隣接する市有地での埋立地（最終処分場）整
備事業を進めています。このたび、施設整備に係る生活環境影
響調査書を縦覧します。また、施設整備に利害関係がある人は、
生活環境の保全上の観点から意見書を提出することができます。

【期間】12月３日㈪～来年１月４日㈮
【場所】生活環境課
【意見書の提出方法】来年１月18日㈮までに住所、氏名、施設名称、
生活環境保全上の考えからの意見を記載して、同課へ。
▶詳しくは、生活環境課（☎66・1005）へ。

一般競争（指名競争）入札の参加資格申請を受け付け

市が発注する建設工事や物品購入などの入札や見積り合わせに参
加を希望される事業者は参加資格の申請が必要です。

❖窓口…平日８時30分～ 17時
❖郵送…いずれも期間内消印有効

【申し込み方法】所定の用紙（契約課に備え付け。市ホームページか
らダウンロード可）に必要書類を添えて同課へ郵送か持参。
▶詳しくは、契約課（☎66・1065）へ。

存在しない家屋が課税されていませんか？

　家屋の固定資産税は毎年１月１日現在の状況で課税しています。
市では、取り壊された家屋を把握するために定期的に調査を行っ
ています。取り壊した家屋（全部または一部）が課税されている

市の人口と世帯数
人口  80,990人（+269人）　世帯  34,630世帯（+270世帯）

男  40,230人（+273人）　女  40,760人（-4人）　※平成30年11月1日現在の推計人口。（　）内は前月比

舞鶴市長選挙

投票日　来年２月  ３ 日㈰
告示日　来年１月 27 日㈰

▪ 立候補予定者説明会
【日時】12 月 29 日㈯ 13 時 30 分から
【場所】市役所別館
▶詳しくは、市選挙管理委員会事務局（総務課内、
☎ 66・1044）へ。

【日時】来年１月 13 日㈰ 14 時から
【場所】赤れんがパーク
【対象】平成 10 年４月２日～ 11 年４月１日生まれの人
▪式典

【時間】14 時から（13 時 30 分開場）
【場所】赤れんが５号棟
【その他】❖厳粛な式典にご協力を❖赤れんが２号棟と４号
棟を開放（13 時 30 分～ 15 時 30 分）

【申し込み方法】右のコードで専用フォームから申し込みを。
または「成人式式典参加希望」と明記し、郵便
番号、住所、氏名、性別、電話番号をはがきかファ
クスで地域づくり支援課へ。12 月７日㈮必着
▪全体交流会

【時間】式典終了後～ 15 時 30 分
【場所】赤れんが５号棟
【内容】同級生や恩師などとの交流や新成人の
門出を祝う祝福メッセージの掲示など。申し込
み不要。

▪新成人への祝福メッセージを募集
【対象】地域の人や職場など
【その他】メッセージは当日会場に掲示するほか、市ホーム
ページに掲載。ＦＭまいづるの放送でも紹介。

【申し込み方法】12 月 21 日㈮までに原稿（様式は自由。
A4 用紙１枚程度）を郵送か持参、ファクス、電子メールで同
課へ。
▶詳しくは、地域づくり支援課 （☎ 66・1073、ＦＡＸ 62・
9891）へ。

※当日は「FM まいづる
（77.5MHz）」で成人式
関連の情報を随時配信。

平成 31 年 舞鶴市成人式

携帯電話用

スマホ用

日　時 内　容 場　所
　  12 月  5 日㈬ 10 時 30 分から 本会議（正副議長選挙等、提案説明）

 市議会議場　         13 日㈭ 10 時から 本会議（一般質問）
　     　14 日㈮ 10 時から 本会議（一般質問、質疑）
　 　    17 日㈪ ９時から 総務消防

予算決算分科会・委員会
 議員協議会室

　 　    17 日㈪ 13 時 30 分から 福祉健康
　　     18 日㈫ ９時から 産業建設 
　　     18 日㈫ 13 時 30 分から 市民文教
 　        21 日㈮ ９時から 予算決算委員会
　　　  27 日㈭ 10 時 30 分から 本会議　（委員長報告、討論、採決）  市議会議場

　市議会12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 12 月定例会
（予定）

※日程は変更になることがあります。

場合か、今年12月末までに取り壊し予定の家屋がある場合はご
連絡ください。
▶詳しくは、税務課(☎66・1027)へ。

市職員を募集

　業務支援職員（一般職非常勤職員）の採用試験を実施します。
詳細は次のとおり。

【日時】来年１月12日㈯10時から
【場所】西総合会館
【内容】補助的、定型的な職務に従事するなど業務支援の役割を担
う職員で原則週４日勤務。

【募集職種】❖事務職員 ❖保育士 ❖相談員 ❖養護教諭 ❖電気主
任技術者 ❖調理員 ❖作業員 ❖宿日直員など

【任用期間】平成31年４月１日～ 32年３月31日
※勤務成績が良好な場合に連続して２回まで再度任用。

　３年後の採用試験に合格されると再度任用。

　ただし65歳に到達する年度末まで。

【受験資格】昭和29年４月２日以降に生まれた人で、各募集職種の
受験資格（試験案内に記載）に該当する人

【受け付け期間】12月28日㈮17時15分まで
【申し込み方法】申込書（市役所総合案内、人事課、西支所総務係、
加佐分室で配布。市ホームページからダウンロード可）に必要事項
を記入し人事課へ。詳細は、試験案内で確認を。
▶詳しくは、人事課（☎66・1066）へ。

市民病院職員を募集

　舞鶴市民病院の業務支援職員（一般職非常勤職員）を募集しま
す。勤務時間については相談可。詳細は次のとおり。

【日時】来年１月12日㈯９時から　【場所】舞鶴市民病院
【募集職種】❖看護師（准看護師） ❖看護助手 ❖理学療法士・作業
療法士 ❖社会福祉士

【任用期間】平成31年４月１日～ 32年３月31日
【受験資格】昭和34年４月２日以降に生まれた人で、各募集職種の
受験資格（試験案内に記載）に該当する人

【受け付け期間】12月28日㈮17時15分まで
【申し込み方法】申込書（舞鶴市民病院総務課、市役所総合案内、西支
所総務係、加佐分室で配布。市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、試験案内で確認を。
 ▶詳しくは、市民病院総務課（☎60・9014）へ。

事業者区分 受付区分 受付期間と参加資格の有効期間

市内建設工事 定期受付
来年２月１日㈮～ 28日㈭

※有効期間は平成31・32年度

物品・役務

追加受付
来年１月16日㈬～２月15日㈮

※有効期間は平成31年度
測量・建設コンサルタント等

市外建設工事

【対象・受け付け期間】

都市計画の決定・変更にご意見を

　市では、都市計画の決定及び変更に際し、都市計画法に基づき、
意見を募集します。
▪都市計画の変更内容
　①舞鶴都市計画　地区計画の決定（室牛地区）
　②舞鶴都市計画　道路の変更（伊佐津境谷線）
　③舞鶴都市計画　公園の変更（舞鶴赤れんがパーク）
　④舞鶴都市計画　下水道の変更（舞鶴市公共下水道　西処理区）

【地区計画案の縦覧】
　①の地区計画区域内の土地所有者など利害関係者は意見書を
提出できます。意見書の提出は12月21日㈮まで。

《縦覧期間》12月14日㈮まで
【公聴会】
　③④の市内在住か変更内容の利害関係者は意見が可能。公聴会
で意見を述べられる場合は公述申出書の提出が必要。意見の申し
出がなかった場合には公聴会は中止。

《原案の閲覧期間》12月7日㈮ ～ 14日㈮
《公述申出書の提出期間と提出場所》
12月7日㈮ ～ 14日㈮、都市計画課

《公聴会の日程と場所》12月21日㈮14時から、市役所別館
【都市計画案の縦覧】
　①～④の意見を基に検討した案を縦覧し、期間内に意見書の
提出ができます。

《縦覧期間》来年1月4日㈮ ～ 18日㈮
【共通】閲覧場所と縦覧場所はいずれも都市計画課、西支所、加
佐分室、中央公民館、南公民館。市ホームページにも掲載。
▶詳しくは都市計画課(☎66・1048)へ。
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