
年金生活者支援給付金の
請求書は12月末までに提出を
　9月に日本年金機構から薄緑色の封
筒に入ったはがきタイプの請求書が届
いた人で、まだ請求書を提出していな
い人は、12月末までに直接、本庁舎1階
10番窓口または各支所、もしくは郵送
で提出すると、令和元年10月分（初回
分）までさかのぼって受給できます。令
和2年1月以降に提出すると、請求月の
翌月分からの受給となります。
問　国民年金室（☎537-5617）

12月2日㈪から
碩田地域包括支援センターの
場所が変わります
▪所在地：中島東三丁目1-25　プライ
ムコート中島104
▪その他・問　受付時間など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、長
寿福祉課（☎537-5746）へ。

知的財産権の取得を補助します
　市では、特許権、実用新案権、意匠権、
商標権の出願に要する経費の一部を補
助します。
▪対象：市内に本社または主たる事業
所を有し、1年以上同一事業を営む
中小企業
▪助成内容：出願料、弁理士に対する報
酬、電子化手数料、登録料3年分（実
用新案権のみ）の2分の1の額
▪上限額：特許権・実用新案権20万円、
意匠権・商標権10万円
▪その他・問　申請方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、創
業経営支援課（☎585-6029）へ。

ひとり親家庭等医療証などを
郵送しました
　ひとり親家庭等医療証の更新申請を
した人に、12月から使用できる新しい
医療証を11月22日㈮に送付しました。
また、所得超過などにより、助成対象外
となる人には、更新申請却下通知書を
同日に送付しました。更新申請をした
人で、医療証または却下通知書が届い
ていない場合は、連絡してください。
問　子育て支援課（☎537-5796）

送付と振込

門松カードをご利用ください
▪配布期間：12月2日㈪～
27日㈮
▪配布場所：公園緑地課（本
庁舎7階）、各支所、各地区
公民館（大分中央・大分東
部・大分西部・大分南部・
南大分・鶴崎・大南・稙田・
明治明野・大在・坂ノ市・佐賀関・野津
原）、コンパルホール1階受付、J:COM
ホルトホール大分1階総合受付
問　公園緑地課（☎537-5975）

市民協働推進課からのお知らせ
（☎537-7251）
◦あなたが支える市民活動応援事業
（1％応援事業）説明会
▪日時：12月20日㈮　午後2時～4時
（午後1時30分開場）
▪場所：本庁舎8階　大会議室
▪対象：ボランティア団体、NPO法人、
まちづくりグループなどの市民活動
団体
◦認可地縁団体の行う共有者の一部が
不明の不動産の登記の特例の公告
　サンランド二目川団地自治会が不動
産の所有権移転などの登記をすること
に対して、登記名義人・相続人などの登
記関係者は異議を申し出ることができ
ます。
▪不動産：大字横尾字一里塚3110-70
（雑種地）外10筆
▪申出期限：令和2年3月2日㈪
▪その他：土地の地番や申出方法など
詳しくは、同課へ。

原木シイタケの種駒購入費用を
助成します
▪補助対象者：市内に住所または所在
地を有する原木シイタケ生産者
▪補助対象：令和元年度に購入する種
駒のうち、3万駒を超える分
▪補助金額：種駒1個につき1円
▪受付期間：令和2年1月6日㈪～24日㈮
▪その他・問　購入後の受け付けはで
きません。補助条件や申請方法など詳
しくは、林業水産課（☎537-5783）へ。

12月3日㈫～9日㈪は
「障害者週間」です
　すべての国民が障がいの有無によっ
て分け隔てることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会
の実現を目指す「障害者差別解消法」が
施行されました。
　障がいのある人もない人も、自分ら
しい生活を送るためには、地域で共に
暮らす皆さんの理解と協力が必要で
す。この機会に、互いを思いやる心の大
切さについて考えてみませんか。
問　障害福祉課（☎537-5658）

登録型本人通知制度を
ご利用ください
　本人通知制度とは、戸籍や住民票な
どの証明書を本人の代理人や第三者に
交付したとき、本人へ通知するもので
す。本人通知により、不正請求の早期発
見や抑止につながります。
　市の住民基本台帳や戸籍に記載され
ている人であればこの制度を利用でき
ますが、事前登録が必要です。なお、同
一世帯でまとめて登録申請することも
できます。
▪申請場所：市民課（本庁舎１階）、各支
所、旭町文化センター、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〉、各地区公民館　
※郵送も可
▪その他：申請方法や申請に必要なも
のなど詳しくは、市ホームページをご
覧になるか、市民課（☎537-5615）へ。

認知症の悩み電話相談をご利用
ください（☎537-1165）
　保健所保健予防課では、認知症につ
いて専用電話を設けて相談を受けてい
ます。気軽にご利用ください。
▪受付：毎週月～金曜日（祝日、年末年
始を除く）　午前9時～午後4時30分

みんなで節電2019（冬）
　12月1日㈰～令和2年3月31日㈫は、
冬の節電キャンペーン期間です。寒さ
を感じる時は重ね着をするなど身近な
ことから節電に取り組みましょう。
問　環境対策課（☎537-5758）

お知らせ

無料
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暮らしの情報 ▲暮らしの情報 ▲

平和記念講演会
▪日時：令和2年1月16日㈭　午後1時
30分～4時
▪場所：J:COMホルトホール大分　大
会議室
▪講師：大越 富子氏、
　安田 菜津紀氏（フォ
　トジャーナリスト）
▪定員：300人（先着順）
▪申込期限：12月25日㈬
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、総
務課（☎537-5602）へ。

女性のための
再就職支援セミナー
▪日時：12月20日㈮午前10時～正午
▪場所：J:COMホルトホール大分4階　
408会議室
▪講師：佐藤宝恵氏（ママのままプロ
ジェクト・プロジェクトマネージャー）
▪対象：市内に居住または市内の事業
所に就労希望の女性
▪定員：20人（先着順）　※無料託児あ
り（予約制・先着順）
▪申込み・問　電話または市ホームペ
ージの申込み専用フォームで、12月
2日㈪～19日㈭に商工労政課(☎
537-5964)へ。

産学連携講座～新しい時代を
生き残るためのヒント～
▪日時：令和2年1月9日・16日・23日・
30日、2月6日・13日（木曜日・全6回）　
午後6時30分～8時20分
▪講師：日本文理大学教員
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：300円（資料代）　※交流会
参加者は各回別途100円
▪申込み・場所・問　産業活性化プラザ
（J:COMホルトホール大分2階）に
備え付けの申込書（市ホームページ
でダウンロードも可）に記入し、12
月1日㈰～令和2年1月6日㈪に同プ
ラザ（☎576-8879）へ。

イベント
無料

講座＆教室

無料

大分三好ヴァイセアドラー
ホームゲーム入場者募集
　堺ブレイザーズとの試合に、市民を
無料招待します。
▪日時：令和2年1月24日㈮午後7時～
▪場所：昭和電工武道スポーツセンタ
ー（大字横尾）
▪定員：ペア180組360人（多数時は抽
選）
▪申込み：往復はがき（1組1枚）に、申
込者2人の住所・氏名・電話番号を記
入し、12月19日㈭〈消印有効〉までに
㈱大分三好ヴァイセアドラー「大分
市招待事業」係（〒870-0315　大字
佐野4236）へ。

問　スポーツ振興課（☎537-5979）

未来自分創造資金の
奨学生募集
　令和2年4月に高等学校、高等専門学
校などに進学する生徒に、奨学資金を
給付します。
▪定員：新1年生50人（予定）
▪給付額：入学・卒業時…各10万円、2・
3年生進級時…各5万円
▪対象：次のすべての条件を満たす人
　◦保護者が市内に住所を有している
こと　◦学業・人物ともに優秀で、経
済的理由により修学が困難な人　◦
市奨学資金および市緊急採用奨学資
金との併用をしない人　◦令和元年
度の市民税の所得割額が年額5万
1,300円未満の世帯
▪申込み・問　学校教育課（第2庁舎4
階）に備え付けの願書、推薦調書（市
ホームページでダウンロードも可）、
その他必要書類を、直接、12月16日
㈪～令和2年1月31日㈮に同課（☎
537-5903）へ。

「市教育ビジョン2017第Ⅱ期
基本計画（案）」への意見募集
　教育の一層の振興を図るために必要
な施策などを示した計画です。
▪閲覧・募集期間：12月13日㈮～令和
2年1月14日㈫
▪閲覧場所：教育総務課（第2庁舎4
階）、情報公開室（本庁舎7階）、各支
所、市ホームページ
▪その他・問　個々の意見に対する直
接の回答はしません。応募方法など
詳しくは、市ホームページをご覧にな
るか、教育総務課（☎537-5671）へ。

無料

NPお母さんひろば参加者・
保育ボランティア募集

①参加者募集
▪内容：子育ての話し合いと仲間づく
り　※子どもは別室で託児（無料）
▪対象：0歳～6歳児（未就学児）の保護
者
▪定員：15人（先着順）
②保育ボランティア募集
▪内容：参加者の子どもの保育
▪対象：18歳以上（高校生不可）
▪日時：令和2年2月4日～3月10日（火
曜日・全6回）　午後1時30分～3時
30分　※令和2年2月11日㈫分は、
12日㈬に開催
▪申込み・場所・問　直接または電話
で、令和2年1月6日㈪から①は1月
20日㈪、②は2月3日㈪までに子育て
交流センター（J:COMホルトホール
大分2階　☎576-8245）へ。　※令
和2年1月14日㈫・27日㈪を除く

会計年度
任用職員募集
◦子育て支援課（☎537-5619）
▪募集職種：母子・父子自立支援員兼母
子福祉資金等貸付金償還指導員
▪業務内容：ひとり親家庭等の自立に
必要な支援、貸付金の償還指導など
◦子ども家庭支援センター（☎537-

5688）
▪募集職種：家庭相談員、ケースワーカー
▪業務内容：子どもや子育てに関する
相談の受け付け、助言、訪問など
◦子育て交流センター（☎576-8740）
▪募集職種：子育て支援員（保健師・心
理士・保育士等）
▪業務内容：子育て支援、育児相談、子
育て教室など
◦しらゆりハイツ（☎545-9502）
▪募集職種：少年指導員
▪業務内容：入所している少年の生活
の支援など
▪任用期間：令和2年4月1日～3年3月
31日
▪申込期間：12月2日㈪～13日㈮
▪その他・問　受験資格や申込方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、各担当部署へ。

募　集

無料

大分市災害時多言語通訳サービス（Oita City Multilingual Disaster Distress Call Center）
災害時における外国人や訪日観光客とのコールセンターを通じた通訳サービスを提供しています。対応言語や利用方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。（The City of Oita provides interpreting services via a call center for foreign residents and tourists to help with 
communication in times of disaster. Please refer to the City of Oita homepage for further details.） 問 国際化推進室（☎537-5719）
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