
一般競争入札により
市有地を売却します
◎桜ケ丘市有地（桜ケ丘105番）
▪地目：宅地
▪面積：131.81㎡
▪参考価格：1,650万円
▪入札日時：12月9日㈪　午前10時～
▪入札場所：本庁舎9階　第2入札室
▪受付期間：10月15日㈫～11月20日㈬
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

管財課（☎537-5608）へ。

令和2年成人記念集会は
令和2年1月12日㈰に行います
▪日時：令和2年1月12日㈰　正午～
▪場所：J:COM ホルトホール大分、
　大分いこいの道
▪対象：平成11年4月2日から12年4月

1日までに生まれた人　※本人宛て
の案内状は郵送しません。大分市に
住民票がなくても参加できます。
問　社会教育課（☎537-5722）

市景観計画改定に関する
お知らせ

　良好な景観形成を目的とした市景観
計画の改定を進めています。
◎住民説明会を開催します

場　所 月　日

① コンパルホール3階　
300会議室 10月24日㈭

② 大分西部公民館 10月19日㈯

③ 鶴崎市民行政センター
2階　大会議室 10月25日㈮

④ 稙田市民行政センター
2階　大会議室 10月30日㈬

⑤ 大南市民センター 10月28日㈪
⑥ 大在公民館 10月23日㈬
⑦ 佐賀関市民センター 10月17日㈭
⑧ 明治明野公民館 10月16日㈬

▪時間：午後7時～（②は午後4時～）
◎改定素案について市民の意見を募集
します
▪閲覧場所：まちなみ企画課（本庁舎7

階）、情報公開室（本庁舎7階）、各支
所、まちづくり情報プラザ（J:COM
ホルトホール大分1階）　※市ホー
ムページでもご覧になれます。
▪閲覧・募集期間：10月18日㈮～11月

18日㈪
※個々の意見に対する直接の回答はし

ません。
▪その他・問　詳しくは、市ホームペー

ジをご覧になるか、まちなみ企画課
（☎537-5968）へ。

証明書自動交付機と
証明書コンビニ交付サービス
を一時休止します

　システムメンテナンスに伴い、一時
休止します。
▪休止日時：⃝証明書自動交付機…11

月2日㈯～4日㈪〈終日〉　⃝証明書
コンビニ交付サービス…11月1日㈮
午後7時～5日㈫午前6時30分
問　市民課（☎537-5615）

令和2年度市民税・県民税の
主な税制改正について
お知らせします
◎ふるさと納税の見直し
　総務大臣から指定を受けていない都
道府県・市区町村へ行った寄附はふる
さと納税の対象になりません。
◎住宅ローン控除の期間延長
　消費税率10％で住宅の取得などを
し、令和2年12月31日までに居住の用
に供した場合、適用期間が3年延長さ
れます。
問　市民税課(☎537-5729)

無料人権相談を
行います
▪日時：1 1 月6 日 ㈬　 午 前1 0 時 ～ 正

午、午後1時～3時
▪相談員：人権擁護委員
▪相談内容：人権問題について
▪場所・問　人権啓発センター（ヒュー

レおおいた）〈J:COM ホルトホール
大分1階　☎576-7593〉

インターネットで
上下水道局用地を売却します
（一般競争入札）
◎大字光吉字藤田2000番66・80
⃝地目…雑種地、公衆用道路
⃝面積…417. 00㎡、30.00㎡
▪予定価格：323万8,000円
▪参加申込期間：10月23日㈬午後1時

～11月8日㈮午後2時
　※申込みには保証金が必要です。
▪入札期間：11月25日㈪午後1時～12

月2日㈪午後1時　
※現地説明会を10月30日㈬に行いま

す。詳しくは、市ホームページをご覧
ください。売却を中止する場合もあ
ります。
問　上下水道局経営企画課（☎538-

2404）

市民の皆さんと議会との
意見交換会

月　日 場　所

① 11月5日㈫
鶴崎市民行政センター 
稙田市民行政センター 
大南市民センター

② 11月6日㈬ 大分西部公民館 
坂ノ市市民センター

③ 11月7日㈭ 南大分公民館 
大在市民センター

④ 11月8日㈮ 大分東部公民館 
大分南部公民館

⑤ 11月9日㈯ コンパルホール 
野津原市民センター

⑥ 11月10日㈰ 佐賀関市民センター 
明治明野公民館

▪時間：午後6時～7時30分　※⑤⑥は
午後2時～3時30分
▪内容：議会からの報告、投票率の向上

対策について、議会および市政に関
する意見交換
問　議会事務局議事課（☎537-5645）

開発建築指導課からの
お知らせ（☎537-5635）
◎10月21日㈪～25日㈮は、建設リサ
イクル法の全国一斉啓発パトロール
期間です

　期間中、解体工事現場や新築工事現
場などに立ち入り、分別解体と廃棄物
の処分などの調査と指導を行います。
◎住宅の耐震診断および耐震改修工事
等に補助します

　市内にある昭和56年5月31日以前
に着工した木造建築物の耐震診断・改
修工事および危険ブロック塀等除却工
事に伴う費用の一部を補助します。
▪申込期限：12月20日㈮　※危険ブロ

ック塀のみ、令和2年1月31日㈮
▪その他・問　詳しくは、市ホームペー

ジをご覧になるか、開発建築指導課
へ。

障がい者を
虐待から守りましょう

　障がい者への虐待は、本人の尊厳を
傷つけ、自立や社会参加を妨げること
につながります。虐待かなと思ったと
きは、市障がい者虐待防止センター（☎
585-6003）へ。

お知らせ
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暮らしの情報 ▲

離職などにより住居を失った
人、また失う恐れの高い人に
は、就職に向けた活動など
を条件に一定期間、規定内
の家賃相当額を支給します。
生活の土台となる住居を整え
た上で、就職に向けた支援を
行います。

「社会との関わりに不安
がある」「他の人とコミュ
ニケーションがうまくと
れない」など直ちに就
労が困難な人に、就労
に向けた支援を行いま
す。

家計状況の根本的な課題を
把握し、相談者が自ら家計を
管理できるように、状況に応
じた支援計画の作成、相談
支援、関係機関へのつなぎ、
必要に応じて貸し付けのあっ
せんなどを行い、早期の生活
再生を支援します。

　「なかなか仕事が見つからない」「家賃が払えず家を出なければならない」「ずっと働い
ていないので就職が不安」「収入に比べ借金が多くある」などの心配はありませんか。
　市自立生活支援センターでは、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、
専門の支援員が寄り添いながら、他の専門機関と連携して問題の解決に向けた支援を
行っています。
　電話や来所による相談のほか、必要に応じて訪問相談も行っています。相談は無料
で、秘密は厳守します。ひとりで悩みを抱え込まずに、まずはご相談ください。

　認知症初期集中支援チームとは、認知症サポート
医や福祉・介護の専門職で構成されたチームで、認
知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪
問し、認知症についての困り事や心配事についてサ
ポートします。認知症
の症状などでお困りの
人は、ぜひ、ご相談く
ださい。受付時間など
詳しくは、長寿福祉課へ
お問い合わせください。

※ 「住居確保給付金の支給」「就労準備支援事業」については、一定の資産収入などに関する
    要件を満たしている人が対象です。
※生活保護受給者は対象外です。

⃝受付日時： 月～土曜日（第2・第4月曜日〈祝日の場合は火曜日〉および祝日、年末年始を除く）午前9時～午後6時
⃝相談場所：市社会福祉協議会（ J :COM ホルトホール大分4階）

⃝対 象 者：  40歳以上で、在宅で生活し認知症の症状などでお
困りの人

　　　　　・ 認知症の診断を受けていない人、または治療を中
断している人

　　　　　・ 介護保険サービスを利用していない人、または利
用を中断している人

　　　　　・認知症の症状などで対応に困っている人
⃝相談場所：  市内23地域包括支援センターまたは、市認知症初

期集中支援チーム（長寿福祉課内）

市自立生活支援センターでのサポート

認知症初期集中支援チームでのサポート
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住居確保給付金の支給

問　市社会福祉協議会　☎547-8319

問　長寿福祉課　☎537-5771

お
知
ら
せ

第50回大分市社会福祉大会を
開催します

日時：  11月13日㈬　午後1時～4時　（正午開場）
場所：J:COM ホルトホール大分　大ホール
定員：1,200人（当日先着順）

内容： 式典（社会福祉功労者・健康生きがい賞の表彰）、講演（講師は町永俊雄氏〈福祉ジャーナリスト〉で、演題は「自
分らしく」を作るための地域力～私たちの共生社会へ～）、フィナーレ（音楽指導員と歌を歌い、心と体をリフレッ
シュ）※会場前にて、福祉団体による菓子などの販売とフードドライブ（家庭で眠っている食品〈賞味期限が１
カ月以上ある未開封のものなどの条件あり〉の寄付受け付け）を行います。

問　福祉保健課　☎537-5623　　問　市社会福祉協議会　☎547-7419

〈 主 な 支 援 制 度 〉

就労準備支援事業 家計改善支援事業
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