市政情報

BOX

２月１日・２日はリサイクルプラザが休止
機械設備の定期点検と整備のため、次の期間は不燃ごみや粗
大ごみの持ち込みができません。ご理解とご協力をお願いします。
２月１日㈯・２日㈰
【期間】
▶詳しくは、リサイクルプラザ
（☎64・7222）
へ。

新１年生の入学通知を送付
今年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）
の入学通知書を今月下旬に保護者あてに送付。
▶詳しくは、学校教育課
（☎66・1072）
へ。

固定資産税
（償却資産）
の申告をお忘れなく
償却資産を所有している事業者は、1月1日現在の状況を1月
31日㈮までに申告してください。
【申告はお早めに】
期限直前になると窓口が大変混み合います。早めの申
告にご協力をお願いします。また、地方税ポータルシステム
エルタックス
「eLTAX」を利用しての電子申告もできます。

【償却資産とは】

法人や個人で工場・商店などを営んでいる人が、その事業に
用いることができる機械・器具・備品などのこと
（下表参照）
。
業種

課税対象となる主な償却資産の例
パソコン、
ルームエアコン、内装・内部造作、広
各業種共通 告塔、ネオンサイン、自動販売機、太陽光発電
設備、
舗装路面など
製品製造設備、
食料品製造設備、
旋盤、
ボール
製造業
盤、
梱包機など
印刷業
各種製版機及び印刷機、
断裁機など
建設業
ブルドーザー、
パワーショベル、
発電機など
パチンコ器、
パチンコ器取付台
（島工事）
、ゲー
娯楽業
ム機、
両替機、
ボーリング場用設備など
椅子、
厨房用具、
冷凍冷蔵庫、
カラオ
料理飲食業 テーブル、
ケ機器など
小売業
陳列棚・陳列ケース、
日よけなど
理容
・
美容椅子、
洗面設備、
消毒殺菌機、
サイン
理容・美容業 ポールなど
医療機器
（レントゲン装置、
手術機器、
歯科診療
医
（歯）
業
ユニット）
など
乾燥機、
プレス機、ボイラー、
ビニール
クリーニング業 洗濯機、
包装設備など
受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央
不動産貸付業 監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐
車場等の舗装及び機械設備など
ガソリンスタンド 洗車機、
ガソリン計量器、
独立キャノピーなど

※小型特殊自動車
（トラクター、乗用装置付きコンバインなど
の農耕作業車や小型フォークリフトなどの小型特殊作業車等）
は、軽自動車税での課税対象となります。税務課で登録届出を
行ってください。
▶詳しくは、税務課
（☎66・1027）
へ。

市の人口と世帯数
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令和２年度市・府民税から適用される主な税制改正
住宅借入金等特別控除の特例制度の創設
消費税率10㌫が適用される住宅取得などで、所得税の住宅借
入金等特別控除の期間を３年間延長し、13年間とする特例制度
が創設されました。住宅借入金等特別控除の対象となる住宅に、
令和元年10月１日～２年12月31日に入居し、居住の用に供し
た場合に適用されます。特例制度の創設により延長された控除

期間に所得税額から控除しきれない額がある場合は、現行制度
と同様に税額控除限度額の範囲で市・府民税からも税額控除
されます。
【特例制度が適用される場合のイメージ
（一般住宅の場合）
】
❖令和元年10月１日～２年12月31日に入居、居住の用に供
して１～10年目…各年、住宅ローン年末残高（最大4,000万円）
の１㌫を所得税から控除
❖11～13年目…各年、次のいずれか少ない額を所得税額
から控除

①
（建物購入価格 － 消費税額）
×２㌫÷３
②住宅ローン年末残高の１㌫

▶詳しくは、税務課
（☎66・1026）
へ。

新たな交通サービス
「meemo
（ミーモ）
」
実証実験にご協力いただける住民ドライバーを募集
市では、日本交通㈱、オムロンソーシ
アルソリューションズ㈱（以下ＯＳＳ）
と
共同で、４月から３か月間、加佐地域と
高野地区で公共交通と住民同士の支え
合いによる新たな地域交通の実現に向
けた実証実験を行います。ＯＳＳが開発したスマホアプリ
「meemo」
を使用し、タクシー、路線バス、住民ドライバーの送迎を組み合
わせ、最適な移動手段やルート検索ができるほか、住民ドライバー
による送迎の手配ができるものです。本実証実験の実施に向け
ご協力いただける住民ドライバーを募集します。
【募集する住民ドライバー】
西地域(旧舞鶴、余内、四所、高野、
中筋、池内）
か加佐地域(岡田上、岡田中、岡田下、八雲、神崎）在
住で運転免許証と車を持っている70歳以下の人
【その他】
ドライバー登録には審査があります。
▶詳しくは、企画政策課（☎66・1042）へ。

「まいづる環境市民賞2019」
５団体が受賞
市内でさまざまな環境活動を行っている個人や団体を表彰
する「まいづる環境市民賞2019」の受賞者が決定し、12月８日

に表彰式を行いました。
【一般部門】

❖ふれんど明倫…今ある自然を残し、環境を保全することを
目的に、環境美化里親制度の登録や伊佐津川河川敷の清掃
活動を長年にわたり続けている
❖くるくるめぐる…子ども服やおもちゃなどの交換会の開

催を通じて、子育て世帯と社会とのつながりづくりから、
３Rの取り組みにつなげている
❖南福祉協議会…東舞鶴公園を桜の名所として再生させよ

うと、南舞鶴の各種団体が加盟し、植樹や地域づくりに取
り組んでいる
❖神崎フライトエリア同好会…神崎でスカイスポーツを楽し

む仲間たちが地域貢献を目指し、神崎地区の海水浴場の準
備や浜清掃ボランティアの活動に参加している
【子ども未来部門】
❖西舞鶴高等学校自然科学部冠島調査グループ…生徒の科
学的思考力の向上や地元舞鶴に対する自然保護意識を育

むことを目的に、冠島でのオオミズナギドリの生態調査や
得られたデータの処理を行っている
▶詳しくは、まいづる環境市民会議事務局（生活環境課内、☎
66・1064）
へ。

市職員を募集
会計年度任用職員
（一般職非常勤職員）
の採用試験を実施しま
す。詳細は、試験案内（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）
かハローワー
ク舞鶴の求人情報で確認を。
【日時】
２月３日㈪～７日㈮
【場所】
市役所
【業務内容】
市役所や出先機関で補助的、定型的な業務に従事
【募集職種】
❖事務職員 ❖保育士 ❖看護師 ❖相談員 ❖作業

員など
【任用期間】
令和２年４月１日～３年３月31日
※勤務成績に基づき再度任用することがあります。
【受験資格】

各募集職種の受験資格
（試験案内に記載）
に該当する人
【申し込み方法】
１月６日㈪～24日㈮（土・日、祝日を除く）17時
15分までに、申込書に必要事項を記入し人事課へ。
▶詳しくは、人事課
（☎66・1066）
へ。

市民病院職員を募集
令和２年4月採用の会計年度任用職員の採用試験を実施します。
２月７日㈮13時30分から
（受け付けは13時から）
【日時】
市民病院
【場所】
【募集職種】
❖看護助手 ❖看護師 ❖医療事務など

プレミアム付商品券の販売は今月末で終了
消費税増税の影響の緩和や地域での消費喚起・下支えを目的
に、低所得者や子育て世帯向けに発行しているプレミアム付商品

券。販売は１月31日㈮まで。期限内に購入を。
【販売場所】
❖市内郵便局
（簡易郵便局を除く）
…平日９時～17時
❖商工観光センター…１月５日㈰10時～16時
▶詳しくは、福祉企画課
（☎66・1011）
へ。

農林業センサスにご協力を
国内の農林業の生産構造や就業構造の実態を明らかにするこ
とを目的に「2020年農林業センサス」を実施。２月１日を基準日と

して、全ての農林業者や法人を対象に、府知事が任命した調査員
が今月中旬から調査票を配布します。ご理解とご協力をお願いし
ます。
▶詳しくは、総務課
（☎66・1044）
へ。

毎年１月17日は防災とボランティアの日
平成７年の阪神・淡路大震災をきっかけに、毎年１月17日が
防災とボランティアの日、15日～21日が同週間に定められてい
ます。
近年でも熊本地震や大阪北部地震、北海道胆振東部地震など
が起こり、日本国内で絶対地震が起こらない所はないと言われ
ています。地震が起きたあと、まず何をすべきなのか。家族で、
地域で、改めて考えてみましょう。
【海のそばでは津波の危険が】
強い揺れのあと、津波は早ければ数分で沿岸部に到達します。
強い揺れや長時間続く揺れを感じた時、津波情報を確認した時は、
とにかく近くの高い場所に逃げてください。
市では、津波ハザードマップを作成し、ホームページで公開し
ています。津波による浸水の深さや到達時間の目安も掲載。住
んでいる地域や通勤・通学場所、経路を確認してみてください。
下コードからもアクセス可。

【その他】
詳細は市民病院などで配布している試験
案内かホームページ
（右コードからアクセス可）
で確認を。
▶詳しくは、市民病院総務課
（☎60・9014）
へ。

はつらつ度アンケート調査にご協力を
高齢者の生活状況の把握や地域の実態に合った介護予防の取

り組みを検討するため、筑波大・富山県立大と共同で生活習慣
や健康状態に関する「はつらつ度アンケート」調査を郵送で実施。

アンケート結果は、舞鶴市第８期高齢者保健福祉計画策定の資
料にも活用します。ご協力をお願いします。
【郵送時期】
１月中旬
【対象】
市内在住の65歳以上で、要介護１～５の介護認定を受けて

▲三浜・小橋地区の津波ハザードマップ

◀防災ガイドブック
（左）
と津波ハザードマップ
（右）

▶詳しくは、危機管理・防災課
（☎66・1089）
へ。

いない人
▶詳しくは、高齢者支援課
（☎66・1018）
へ。

人口 80,051人（-75人） 世帯 34,595世帯（-37世帯）
男 39,945人（-41人） 女 40,106人（-34人） ※令和元年12月1日現在の推計人口。（ ）内は前月比
2020 広報まいづる １月号
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