
10月７日～13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・苦情などを聴き、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、８日㈫に中
総合会館で実施（場所は毎月異なります）。無料。秘密は
厳守。気軽に相談を（31㌻に関連記事）。
▶詳しくは、市民課（☎66・１００６）へ。

屋外広告物のパトロール

10月３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
10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などを整理

　JR東・西舞鶴駅の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８日㈫…全ての自転車などに調査札を取り付け
　❖ 10 月 16 日㈬…注意札を取り付け
　❖ 10 月 31 日㈭…警告札を取り付け
　❖ 12 月９日㈪…警告札付きの自転車などを撤去・処分
　※12月９日までに返還できないものは処分します。
▶詳しくは、都市計画課（☎66・1048）へ。

舞鶴市都市計画審議会を開催

【日時】10月10日㈭13時30分から
【場所】赤れんが２号棟
【都市計画の変更内容】
　❖舞鶴都市計画下水道の変更（舞鶴市決定）舞鶴市
　　公共下水道（西処理区）…高野川流域で発生して
　　いる浸水被害を軽減するため、松陰ポンプ場、寺内
　　ポンプ場及び雨水幹線を追加。
▶詳しくは、都市計画課（☎66・1048）へ。

木質バイオマス証明材取扱者登録制度を創設

　木材の搬出利用を支援するため、森林から発電用の
木質バイオマス燃料の出荷時に必要な証明書発行をす
るための取扱者登録制度を創設。対象者は次のとおり。
申請方法は農林課へ問い合わせを。

【対象者】
　❖市内在住の個人
　❖市内の法人格を持たない団体か森林に関わる活
　　動を行っている非営利法人
▶詳しくは、農林課（☎66・1030）へ。

市民と共に進めるまちづくり「市民レビュー」を実施

　４月にスタートした第７次舞鶴市総合計画を市民の
皆さんと共に進めていくため、市の重点施策に関する
取り組みを知ってもらい、意見を交換する市民レビュー
を実施。今年度のテーマは「防災」と「共生社会」。また、
意見交換に先駆けて本市が目指す「便利な田舎暮ら
し」の実現に向けた市の施策「舞鶴版Society5.0 for 
SDGs」などについて市長が説明します。誰でも傍聴可。
申し込み不要。

【日時】10月26日㈯10時～15時30分
【場所】商工観光センター
【内容】
　❖市長から市の重点施策についての説明
　❖京都府立大教授の窪田好男さんをコーディネーター
　　に市民審査員が２つのテーマについて意見交換
▶詳しくは、企画政策課（☎66・1042）へ。

舞鶴のさかな提供店利用券プレゼントキャンペーン実施中

　府内で水揚げされる魚介類の
約８割が集まる舞鶴。市内で、
おいしい旬のさかなを提供する
32店舗を掲載したガイドマップ
を作成しました（3つ折り、A4判、
２万部）。JR京都駅や高速道路
のサービスエリア、まいづる観光
ステーション、道の駅「舞鶴港と
れとれセンター」、提供店などに
設置し、魅力ある舞鶴の海の幸
の消費拡大や観光資源として発信していま
す。合わせて抽選で提供店の利用券などが
当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。
▶詳しくは、水産課（☎66・1020）へ。

ごみを出さない買い物のすすめ～10月は３R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。
マイバッグの持参など、日々の生活の中でできる環境
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
　❖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。

市の人口と世帯数
人口  80,175人（-254人）　世帯  34,678世帯（-15世帯）

男  39,977人（-199人）　女  40,198人（-55人）　※令和元年９月1日現在の推計人口。（　）内は前月比

赤れんがパークの利用料を変更

　赤れんがパークの利用料を来年４月１日から変更。4
月の予約分から反映されます。ご注意ください。

【変更後の料金（例）】
　❖２号棟ホール（平日午後）…7,200円（変更前6,000円）
　❖５号棟イベントホール（平日午後）…4,900円（変更前
　　3,500円）
▶詳しくは、赤れんがパーク（☎66・1096）へ。

年金生活者支援給付金制度はじまる

　公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の
年金受給者の生活を支援するための年金生活者支援
給付金制度が始まります。受け取りには請求書の提出
が必要。案内や手続きは日本年金機構が実施。

【対象】
▪老齢基礎年金を受給し、次の要件を全て満たす人
　❖65歳以上
　❖世帯全員が市民税非課税
　❖年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
▪障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が
　約462万円以下の人（扶養親族等の数に応じて増額）

【申請方法】
　❖平成31年４月１日以前から年金を受給している人
　　…９月上旬から順次案内を送付。同封のはがきで手
　　続きを。
　❖平成31年４月２日以降に年金を受給し始めた人
　　…年金の請求手続きと合わせて年金事務所か市で
　　手続きを。

【問い合わせ先】給付金専用ダイヤル（☎0570・05・
4092（ナビダイヤル））

〈特殊詐欺にご注意を〉
　給付金の請求のために、市や国が口座番号を聞いた
り、手数料などの振り込みを求めたりすることは絶対に
ありません。
▶詳しくは、障害福祉・国民年金課（☎66・1004）へ。

秋のクマに注意

　毎年秋になるとクマが食べ物を求めて活発に行動
します。自宅や畑の周辺に、生ごみや収穫しない果実
類（柿の実など）を放置しないでください。市では、ま
いづるメール配信サービスで出没状況の詳細をお知
らせしています。
▶詳しくは、農林課（☎66・1030）へ。

土地開発公社所有地を売却

　土地開発公社所有の土地（宅地、天台
新町）を先着順で売却します。10月15日
㈫まで。所在地など詳細は市ホームペー
ジに掲載。右コードからアクセス可。
▶詳しくは、土地開発公社（☎78・1191）へ。
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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25年４月２
日～ 26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。

10月中旬に対象児の保護者宛てに通知書を郵送。
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。

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ることができる「まい
づるオープンスクールウイーク」を市内の小・中学校
で実施。地域と共にある学校づくりの一環として、保護
者や地域の人などに、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します。期間などは下表
のとおり。

【小学校】

【中学校】

▶詳しくは、学校教育課（☎66・1072）へ。

学校名 実施期間
新舞鶴 11/13 ～ 17
三笠 10/23 ～ 11/1
倉梯 10/28 ～ 11/1

倉梯第二 10/25 ～ 31
与保呂 10/29 ～ 11/5
志楽 10/28 ～ 11/1
朝来 10/25 ～ 11/1
大浦 10/27 ～ 11/1

中舞鶴 10/28 ～ 11/1

学校名 実施期間
明倫 10/21 ～ 26
吉原 10/28 ～ 11/1
余内 10/28 ～ 11/3
池内 10/31 ～ 11/6
中筋 10/21 ～ 29
福井 10/28 ～ 11/1
高野 10/24 ～ 30
岡田 10/25 ～ 11/1

由良川 10/25 ～ 11/1

学校名 実施期間
城南 10/21 ～ 26
城北 10/21 ～ 26
若浦 10/26 ～ 11/1
加佐 10/26 ～ 31

学校名 実施期間
青葉 10/25・26
白糸 10/29 ～ 11/2

和田 10/28 ～ 11/2
※ 10/30 を除く

▪10月1日㈫からJR、京都丹後鉄道の運賃を改定
【JR】消費税率の引き上げに伴い、運賃が改定されます。
▶詳しくは、JR西日本お客様センター（☎0570・00・
2486）へ。

【京都丹後鉄道】
❖50円、100円区切りの分かりやすい運賃設定に❖

初乗り運賃が170円から150円に❖バスと並行する区
間の多い210円区間はバスと同額の200円に❖普通運
賃の上限額を1800円から1500円に変更。その他の区
間の運賃は、据え置きか引き上げ。
▶詳しくは、WILLER株式会社（☎03・5572・6068）へ。
▪天橋立駅の営業時間が変更

11月１日㈮から京都丹後鉄道 天橋立駅の営業時間が
８時～20時30分に変更となります（現在は5時40分～
23時15分）。　　　　　　　　　　　　　《企画政策課》
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