暮らし の情報
書を郵送。６月 日㈬までに継続申請を。
【対象】
健康保険に加入しているひとり親
家庭の親と高校卒業までの子ども
（所得
制限あり）

福祉タクシー利用券の申請を
次の条件に該当する人が通院のために
利用するタクシー料金の一部を助成。

風しんの予防接種費用を一部助成
【対象】
予防接種受診日に本市に住民票のあ
る人で次のいずれかに該当する人

体価が低い人❖抗体価が低い妊婦の同居者

❖妊娠を希望する人で風しん抗体検査の抗

重度じん臓機能障害者
で、抗体価が低い人

【対象】
次の条件を全て満たす人

❖在宅のじん臓機能障害者で身体障害者

【問い合わせ先】保険医療課
（☎ ・１０

▪国民健康保険料納入通知書

７５）

▪市民税・府民税納税通知書
※予防接種を２回以上受けたことがある人
と風しんにかかったことがある人は除く

手帳１級を所持❖人工透析療法を受け通
院している❖自動車税・軽自動車税の減
【申請方法】
来年３月 日㈭までに所定の用

対象者には６月中旬に納入通知書を送付。

０３）
、西支所保健福祉係
（☎ ・２２６３）

【問い合わせ先】保険医療課
（☎ ・１０

スマホアプリ、クレジットカードも利
▪介護保険料納入通知書
❖在宅で人工呼吸器が常時必要な障害児・

人工呼吸器を装着している障害児・者

合算額が一定基準以下

▼詳しくは、健康づくり課
（☎ ・

健康づくり課へ。

ジからダウンロード可）
に必要事項を記入し、

紙
（健康づくり課に備え付け、市ホームペー

歳以上の今年度の介護保険料が決定。

介護保険制度の持続可能性を確保するた
者
（医師の意見書などが必要な場合あり）
００６５）
へ。

め、基準額を引き上げ。対象者には６月

【助成額】
年間 万 ，000円分
（年度途
中の場合１か月当たり ，000円分を
交付）
日時・場所

を６月中旬に発送。便利な口座振替や
用できます。
※クレジットカード納付は、別途シス
テム利用料がかかります。
▼詳しくは、税務課
（☎ ・１０２６）
へ。
中旬に納入通知書を送付。

【問い合わせ先】高齢者支援課
（☎ ・１
０１３）
【申請方法】６月８日㈫までに障害福祉・

7月～来年3月

▪軽自動車税口座振替の車検用納税証
明書
口座振替で軽自動車税の納付が確認で
きた人で、次に該当する車両の所有者

50歳以上

国民年金課
（☎ ・1033）
か子ども支

胃がん検診

に６月中旬に送付。

40歳以上

❖6月～11月…医療機関
❖8月～11月
（指定する18日間）
…保健センターなど

ていくもの」が 件「意見に対する市の

踏まえ、その趣旨を施策展開に反映させ

結核・肺がん検診

8月～11月（指定する18日間）
…保健センターなど
40歳以上

65

乳がん検診

援課
（☎ ・１０９４）
、西支所保健福祉

和元年度の８８４㌘から 年間で ㌘、

20歳以上

家屋にかかる固定資産税の減額措置

た意見は「意見の趣旨が既に案に盛り込

６％の減量を目標として設定し、その具

計画
（案）
の見直しに向けては、市パブ

子宮頸がん検診

係
（☎ ・２２５３）
へ。

します。

市では、近年、廃棄物を取り巻く状況

まれているもの」が２件「意見に対する

体的な取り組みの目安を計画の中で示し

《閲覧できます》基本計画の内容や市パブ

リック・コメント手続制度
（市民意見提

件の意見を提出いただきました
（募集

40・50・
60・70歳

住宅に一定の要件を満たす耐震改修

令和３年度の健診

に同課か西支所総務・税務係へ。
▼詳しくは、健康づくり課
（☎ ・００６

市では、障害児・者のための障害福祉

が大きく変化していることから、舞鶴市

もが住みやすい持続可能なまち舞鶴～』

リック・コメント手続制度
（市民意見提

また、ごみ減量で最も重要な指標とな

市の考え方を説明し、ご理解をいただく

リック・コメント手続制度の結果は、障害

出制度）
に基づき意見を募集し、 人から

ています。

皆さんも、マスクやアルコール消毒液、

福祉・国民年金課、市政情報コーナーなど

もの」が２件でした。

体温計など、自衛手段を準備してください。

で閲覧できます。市ホームページにも掲載。

期間： 月 日～ 月 日）
。
寄せられた意見は「意見を踏まえ、素
案の改正等を行うもの」が 件「意見を

歯周疾患検診

証の有効期限が満了する車両❖二輪の小

31

40歳以上

6月～来年2月…協力歯科医療
機関
大腸がん検診

やバリアフリー改修、熱損失防止改修を
行った場合、来年度の固定資産税が減額

令和３年度の市の健診を次の下表のと

【その他】
送付までに車検を受けるなど急ぎ

市ホームページからダウンロード可）に
おり実施します。対象者には個別に通知

されます。所定の用紙
（税務課に備え付け。

コードから申請を。

必要書類を添えて工事完了後３か月以内

の場合は税務課か西支所総務・税務係、下

▼詳しくは、税務課
（☎ ・102
５）
へ。

▼詳しくは、税務課
（☎ ・102７）
へ。

サービスなどの見込量や提供体制の確保

廃棄物減量等推進審議会 の 答申 に 基 づ

舞鶴市一般廃棄物
（ごみ）
処理基本計
画を策定

などを定める「第６期舞鶴市障害福祉計

き、基本理念・基本方針を含め全面的な
見直しを行い、舞鶴市一般廃棄物
（ごみ）
処理基本計画を策定。

「障害児支援の提供体制の充実・強化」「相

を基本理念とし、これに基づく基本方

計画では『地域のみんなで３Ｒ～誰

談支援事業体制の充実・強化等」など国

持続可能な地域」「市民・事業者・行政

針として「３Ｒの推進」「住み続けられる

事項として示しています。

の指針に沿って７つを重点的に取り組む

移行」「福祉施設から一般就労への移行等」

計画では「施設入所者の地域生活への

３～５年度）
を策定。

画・第２期舞鶴市障害児福祉計画」（令和

第６期舞鶴市障害福祉計画・第２期
舞鶴市障害児福祉計画を策定

４）
へ。

▪福祉医療費受給者証
（ひとり親家庭医療）

現在受給している人には６月上旬に申請

警戒レベル４で避難指示
危険な場所から全員避難を！
これから、大雨の季節を迎えます。市か
ら皆さんへの避難のお知らせは「警戒レベ
ル」でお知らせします。
今年度から、避難を促す情報が次のとお
り変更されました。警戒レベル３で高齢者
等避難、警戒レベル４で避難指示、警戒レ
ベル５で緊急安全確保です。自身や家族が
どの警戒レベルでどの行動をするのか事
前に確認しておいてください。
【とにかく避難が原則】
どんな場合でも、危険な場所にいる人は、

が連携・協力して取り組む」を掲げて

場所が危険かどうか、事前にハザードマッ

出制度）
に基づき意見を募集し、１人から

る市民１人１日あたりごみ排出量につい

計画
（案）
の見直しに向けては、市パブ

プ
（左下コードからアクセス可）などで確

４件の意見を提出いただきました
（募集

て、令和 年度目標を８３４㌘とし、令

避難することが原則です。自分がよくいる

認し、市が開設する避難所だけでなく、親

期間：１月 日～２月 日）
。寄せられ

います。

戚や知人の家など、安全な避難先や避難経
路を決めておきましょう。
【避難所のコロナ対策】
市では、避難所での感染防止のため、避
難者同士の距離の確保や健康管理、避難所

また、避難所では感染拡大防止のため、問

・１０３３）
へ。

▼詳しくは、障害福祉・国民年金課
（☎

の衛生管理などに取り組んでいます。

50

考え方を説明し、ご理解をいただくもの」
が 件でした。なお、本計画は、提出いた
だいた意見に基づき、計画
（案）を一部修
正し、策定しました。
《閲覧できます》
基本計画の内容や市パブ
リック・コメント手続制度の結果は、生
活環境課や市政情報コーナーなどで閲覧
できます。市ホームページにも掲載。
▼詳しくは、生活環境課
（☎ ・1005）
へ。

へ。

▼詳しくは、企画政策課
（☎ ・１０４２）

進協議会ホームページをご覧ください。

細は京都府北部地域連携都市圏形成推

ビジョンを策定。計画期間は５年間。詳

ながら「北部で一つのまち」を創造する

能を確保するため、お互いに補い合い

教育、交通など住民の生活に必要な機

京都府北部５市２町では、産業、医療、

「第２期京都府北部地域連携都市
圏ビジョン」を策定

66

66

65

4

4

後期高齢者健康診査 75歳以上

型自動車

免を受けていない❖同一世帯の所得税の

今年度の市民税・府民税の納税通知書

市からの通知・発送

66

66

77

診や消毒にご協力をお願いします。

《危機管理・防災課》

23

40～74歳

4

3

市国保特定健診

2

66

22

対象

2

10

12

2

4

66

28

8
2021 広報まいづる 6月号

9

14

人口 78,452 人（+755 人） 世帯 34,177 世帯（+373 世帯）
男 39,261 人（+692 人） 女 39,191 人（+63 人） ※令和３年５月１日現在の推計人口。（ ）内は前月比

市の人口と世帯数

30

30

検診内容

66

65

66

6

66

77

30

66

66

❖６月１日～来年６月 日に車検
【対象】

くらしの情報

