
あなたが支える市民活動応援
事業（1％応援事業）補助希望
団体募集
▪対象：ボランティアグループ、NPO
法人、まちづくり団体など
▪申込み・問　事前に市民協働推進課
（本庁舎2階）に相談の上、備え付け
の申請用紙（市ホームページでダウ
ンロードも可）に記入し、2月3日㈪
～14日㈮に同課（☎537-7251）へ。

食品衛生監視指導計画（案）
意見募集
　食品の安全性の確保について示した
計画です。
▪閲覧・募集期間：2月7日㈮～3月5日
㈭〈必着〉
▪資料の閲覧場所：保健所衛生課（保健
所2階）、福祉保健課（第2庁舎2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、保健所衛生課（☎536-
2704）へ。

フリーマーケット出店者募集
▪日時：3月1日㈰　午前9時～午後1時
（雨天中止）
▪対象：市内・由布市居住の個人または
グループ　※販売業者、専門業者、高
校生以下のみの参加不可
▪出店商品：日用雑貨、衣類、おもちゃ、
スポーツ用品などで、使用可能なも
の（食品、動・植物、危険物、違法コピ
ー商品などは不可）
▪募集店数とスペース：55店（多数時
は抽選）、3m×3m程度
▪申込み・場所・問　往復はがきに、代
表者の住所・氏名・年齢・電話番号、参
加人数、出店内容（商品の種類と数）
を記入し、2月14日㈮〈必着〉までに
大分エコライフプラザ（〒870-
1 2 0 5　大字福宗618　☎588 -
1410）へ。

無料

市営住宅などの入居者募集
①住宅課（本庁舎6階）受付分
◦市営住宅
地区 住宅名 戸数 備考
野津原 小屋鶴H27 1 単身可

◦地域特別賃貸住宅
地区 住宅名 戸数 備考
大　南 たけなかの里 2

②第2大分市営住宅管理センター（本
庁舎地下1階   ☎536-2555）受付分
◦市営住宅
地区 住宅名 戸数 備考

大　分
羽田H6 1 単身可
田ノ浦H5 1
中の瀬H13 1

鶴　崎 下徳丸43 1 単身可
下徳丸H7 1

佐賀関
秋の江第二63 2 単身可
馬場H2 1 単身可
馬場H4 1

稙　田 大園52 1 単身可

③市営住宅管理センター（城崎町一丁
目2-3　☎533-1674）受付分
◦市営住宅
地区 住宅名 戸数 備考

大　分

大空57 1
大空57 1 身障世帯向
裏川54 1
東浜60 1
萩原63 2
東明野63 1 高齢者世帯向
東明野63 1 単身可
東明野H1 1
畑中H1・H2 3
庄の原H7 1

鶴　崎 小池原50 3 単身可
明治北57・59・61 4 単身可

稙　田

敷戸49・H19 2 単身可
寒田51 2 単身可
寒田54 1
小原53 1 身障世帯向
小原56・60・62 3

◦ご近所ふれあい安心住宅
※親、子、孫が世代間で支え合い助け合
って住むことを推進するため、親・
子・孫世帯が近居できる住宅（近居）
と隣居できる住宅（隣近）
地区 住宅名 戸数 備考
大　分 東浜61 1 近居
鶴　崎 明治北58 1 単身可・近居
稙　田 敷戸48 2 単身可・近居・隣近

▪募集期間：2月3日㈪～7日㈮
▪入居者の決定方法：公開抽選
▪抽選日時：①2月19日㈬　午前10時　
②2月21日㈮　午前9時30分　③2
月19日㈬　午後1時30分
▪場所：①③本庁舎8階　大会議室　
②アートプラザ　研修室

問　住宅課（☎537-5977）

会計年度任用職員（障がい者）募集
▪任用期間：4月1日㈬～令和3年3月
31日㈬
▪対象：療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳、身体障害者手帳などの交付を
受けている人
▪業務内容：郵便物の封入・配送準備、
文書の仕分け、データ入力業務など
▪申込み・問　人事課（本庁舎4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、2月
14日㈮までに同課（☎537-5604）へ。

街区公園愛護会登録団体募集
▪主な活動：年3回以上の除草、月1回
以上の清掃、遊具などの破損箇所の
連絡、週2回以上のトイレ清掃など
▪対象：自治会、老人会、子ども会など
▪報償金：年間3,000円と、1平方㍍当
たり年間28円、トイレ清掃は別途年
間4万2,000円～5万4,000円
▪申込み・問　希望団体は事前に公園
緑地課（本庁舎7階）に相談の上、直
接、2月28日㈮までに同課（☎537-
5638）へ。

第31回豊の国ねんりんピック
美術展の出品作品募集
▪対象：60歳以上（昭和36年4月1日以
前に生まれた人）のアマチュア
▪募集作品：日本画、洋画、彫刻、工芸、
書、写真（各部門1人1点まで　※日
本画、洋画はどちらか1点まで）
▪申込み・問　長寿福祉課（本庁舎1
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、
2月5日㈬～3月19日㈭に同課（☎
537-5747）へ。

おおいた農業塾第4期受講生募集
▪期間：4月～令和3年3月末までの平日
▪内容：野菜栽培のポイントを学べる
座学と畑で農作物を育てる実習
▪対象：市内での就農が見込め、市内の
直売所などへ農産物の出荷を目指し
ている人
▪定員：40人程度（多数時は抽選）
▪受講料：3,000円（テキスト代含む）
▪申込み・問　農政課（本庁舎8階）、各
支所、各地区公民館に備え付けの申
込書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、2月3日㈪～28日
㈮に同課（☎537-5628）へ。

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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善行者をご推薦ください
　市では、毎年5月に「大分市顕彰の日
表彰」を行っています。
　永年にわたり、環境美化、社会福祉、青
少年健全育成などの分野で善意・善行
をされた団体・個人をご推薦ください。
▪申込み・問　市長室（本庁舎3階）ま

たは各支所、各地区公民館に備え付
けの推薦用紙（市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、2月28日
㈮までに同室(☎537-5600）へ。

宝くじの助成金で整備しました
　地域のコミュ
ニティー活動の
活性化を図るた
め、宝くじの助
成金で各備品を
購入しました。
◦八幡地区における竹炭窯等
◦日吉子供神楽の衣装等
問　市民協働推進課（☎537-7251）

小学校・義務教育学校の
入学通知書の送付

　4月に小学校・義務教育学校へ入学
する児童（平成25年4月2日～26年4月
1日生まれ）の保護者の皆さんに、入学
通知書を1月中旬に送付しました。届
いていない人は、お問い合わせくださ
い。なお、入学までに住所が変わる予定
の人は、変更前と変更後の双方の学校
へ連絡してください。
問　学校教育課（☎537-5903）

アートプラザミュージアムショップ
期間限定委託販売出品者募集
▪期間：4月～令和3年3月の間の1カ月
▪場所：アートプラザ2階　ミュージ

アムショップ
▪対象：県内居住で納品対応できる人
▪定員：約12組（個人・グループ可）
▪申込方法・問　アートプラザに備え

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、2月29日
㈯までに同プラザ（☎538-5000）
へ。

送付と振込

募集

商工労政課からのお知らせ
（☎585-6011）
◎おおいたデザイン・エイド2019
　パッケージデザインコンテストの
　作品の展示・販売を行います
▪期限：2月11日㈫まで
▪場所：Oita Made Shop 赤レンガ本

店（府内町）
▪販売商品：1次審査を通過した6作品
▪その他：入賞作品など詳しくは、市ホ

ームページをご覧ください。
◎中小企業が見本市等に出展する際の
　費用を補助します
　市外で開催される、商品の受注・取引
先の開拓を目的とした見本市などに出
展する際の費用の一部を補助します。　
※海外で開催されるものは対象外
▪対象：市内に事業所を有する中小企

業（個人企業も含む）
▪助成内容：交通費、宿泊費、運搬費、電

気料、印刷物作成料、出展料（小間
料）、小間装飾費、備品借上料の2分
の1の額（上限50万円） 
▪その他：出展の2カ月前までに申請

する必要があります。申請方法など
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、お問い合わせください。

市プレミアム付商品券の
購入はお済みですか
▪購入期限：2月28日㈮
▪その他・問　購入には市が交付する

購入引換券が必要です。詳しくは、商
工労政課（☎537-5724）へ。

浄化槽は維持管理が
大切です

　浄化槽を管理している人は、維持管
理として保守点検・清掃の実施と、放流
水の水質などを検査する法定検査の受
検が義務付けられています。きれいな
海や川を汚さないために、適正な維持
管理をお願いします。
▪保守点検：年3回以上、市に登録され

ている「浄化槽保守点検業者」に委託
してください。
▪清掃：年1回以上、市の許可を受けた
「浄化槽清掃業者」に委託してくださ
い。
▪法定検査：年1回、（公財）県環境管理

協会（☎567-1855）に依頼してくだ
さい。
問　廃棄物対策課（☎540-5850）

農地の利用状況調査結果を
お知らせします

　令和元年7月～9月に行った農地の
利用状況調査で、非農地となった土地
については、土地の所有者（借受人を含
む）に「非農地通知書」を2月に発送し
ます。通知書は、法務局の地目変更登記
に必要です。その土地が土地改良区の
受益地のときは、決済金が必要な場合
がありますので、土地改良区へご相談
ください。なお、遊休農地と判断された
土地については、所有者に利用意向調
査を行っています。
問　農業委員会事務局（☎537-5654）

証明書自動交付機および
コンビニ交付サービスを
一時停止します

　システムメンテナンスに伴い、一時
的に停止します。
▪月日：2月22日㈯・23日㈰
※終日利用できませんのでご注意くだ

さい。
問　市民課（☎537-5615）

「空き家対策セミナー」および
「空家等相談会」を
開催します
①空き家対策セミナー
▪時間：午前10時～11時30分
▪講師：牧野 知弘氏（不動産事業プロ

デューサー）
▪定員：120人（先着順）　※事前申込

み要
②空家等相談会
▪時間：午後1時～4時
▪内容：宅地建物取引業者や行政書士

などによる、空き家のリフォーム、売
買、賃貸、相続の相談
▪対象：空き家の所有者・管理者、将来

空き家になる可能性がある家屋を所
有している人
▪月日：2月16日㈰
▪場所：J:COM ホルトホール大分　①

302・303会議室　②201・202会議
室
▪申込み・問　住宅課（本庁舎6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、2月1日
㈯から同課（☎585-6012）へ。

お知らせ

無料
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暮らしの情報 ▲暮らしの情報 ▲


