道路照明灯のLED化工事を
実施します

カード型障害者手帳を
交付します

▪期間：10月上旬～3年3月31日㈬
▪箇所：市内全域 2,300灯
▪内容：工事着手前に既存照明灯の現
地調査、既存道路照明灯（地下道含
む）の灯具の撤去およびLED灯具へ
の交換設置を行います。
▪実施事業者：東芝エレベータ㈱九州
支社ほか
問 道路維持課（☎537-5674）

利便性向上のため、現行の紙型手帳
かカード型手帳のいずれか希望する手
帳を交付します。
▪対象となる手帳：身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳
▪切り替え方法：◦9月23日以降に手
帳の申請を行う人…カード型か紙型
のいずれかを選択 ◦既に手帳をお
持ちの人…9月23日以降に再交付申
請が必要。印鑑、顔写真（縦4㎝×横3
㎝）、現在お持ちの手帳、マイナンバ
ーカード（または通知カードおよび
運転免許証などの身分証明書）を持
参の上、障害福祉課（本庁舎1階）、東
部・西部保健福祉センターで申請し
てください。なお、各支所では身体障
害者手帳のみ受け付けています。
問 障害福祉課（☎537-5786）

不妊治療費用等の助成を
拡充します

集英社

仕事での成長を妨げてしまう「しなくていい努力」に
ついて、著者の体験談を交えながら、
4コマ漫画やス
ポーツを例に分かりやすく解説しています。仕事と勉
強の違い、努力が足りないのではなく努力の方向を間
違えているなど、今やっている仕事のやり方を見直す
きっかけに読んでみませんか。
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人の生き方を考える
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障がいを説明しても理解してもらえ

ないかもしれないと母はカードをつ

けることに対して、すごく迷いがあっ

たのよ。それに、周りの人からどう見

られるか不安だったみたい…」と話し

てくれました。ユリは「でも、わたしが

心配するから母は、カードをつけてバ

れしそうに言っていたわ。わたしは、

スに乗ったの。そうしたら『座りませ

アルバイトをしています。ある日、わ

母の葛藤や喜ぶ姿を見てきたから、ど

んか？』と声を掛けられたって。『カー

たしは一人のお客さんを席まで案内

うしたらいいかいろいろと悩むより

気付きから行動へ

し、注文が決まったら声を掛けるよ

も、とにかくお客さんに聞いてみよう

ドをつけていてよかった』とすごくう

うに伝えて、その場を離れました。す

と思ったの。だから、自分から声を掛

人権・同和教育シリーズ

わたしとユリ（仮名）は、飲食店で

るとなぜか、ユリはすぐにそのお客

わたしは、ユリの話を聞いて、気付

けたのよ」
と続けました。

休憩中、わたしはユリに、呼ばれて

くだけではなく、行動することが大

さんの所へ行ったのです。

いないのに行った理由を聞きました。

切なんだと感じました。

困りがある人にとって「一番伝え
た い こ と は、一 番 言 え な い こ と 」で
も あ り ま す。周 囲 の 人 の 声 掛 け が、
助けにつながることもあるのでは
ないでしょうか？

ユリは「ヘルプカードをつけていたか

ら、何 か 困ってい ま せ ん か と 声 を 掛

けたの。弱視だと伝えられたから、メ

ニューの 説 明 を し たの よ 」と 言 うの

で、「わたしもヘルプカードには気付

いていたけれど、どうしたらいいか分

からなかったの」
と返しました。

※ヘルプカードは、内部障がいや難病

ユ リ が「 そ う よ ね。わ た し も そ う

だったの。でも、いろいろあって変わっ

など、外見からは分からなくても援助

▪時間：午前10時～午後5時（公園緑地
課は午前9時～午後5時）
問 公園緑地課（☎537-5975）

車の出入りのために、乗り入れブロ
ックや鉄板などを道路に置くと、歩行
者がつまずいたり、バイクや自転車が
転倒するなど事故の原因になることが
あります。また、雨水の流れを止め、冠
水の原因となることがあります。安全・
安心に通行できるよう、道路上に乗り
入れブロックなどを設置しないでくだ
さい。
問 土木管理課（☎537-5992）
※なお、歩道の切り下げが必要な場合
は、自己負担で工事を行うことがで
きます。詳しくは、道路維持課（☎
537-5769）
へお問い合わせください。

たわ。母がヘルプカードをつけるよう

10月21日㈬・30日㈮
10月22日㈭・28日㈬
10月23日㈮・29日㈭

道路上に乗り入れブロックを
置かないでください

堀田孝治：著

問 市民図書館 ☎576-8241

や配慮を必要としていることを周囲

10月12日㈪～11月30日㈪

家屋（物置など簡易な建物を含む）を
取り壊したときは、早めに連絡をお願
いします。取り壊しの確認ができてい
ない場合、その家屋に対する固定資産
税が引き続き課税されることがありま
す。なお、家屋滅失証明が必要なとき
は、お問い合わせください。
問 本庁・明野支所管内の人は…資産
税課（☎537-7291） 鶴崎・大在・坂
ノ市・佐賀関支所管内の人は…東部
資産税事務所（☎527-2132） 稙
田・大南・野津原支所管内の人は…西
部資産税事務所（☎541-1406）

しなくていい努力
日々の仕事の６割はムダだった！

ふみちゃんとお父さんのさんぽみちに
は、たくさんの草花と生き物がいて、ふみ
ちゃんはそれらの名前を早口言葉で覚え
ます。
9月ごろのさんぽみちには、
「オヒシ
バ、メヒシバ、チカラシバ」を見ることが
できます。ふみちゃんのように楽しみな
がら、四季折々の草花や生き物を見つけ
てみませんか。

になってね。わたしは、外出中に何か

期間

家屋を取り壊したときは連絡を

はやくちことばのさんぽみち

に知らせるためのものです。障害福祉

開設場所
公園緑地課
（本庁舎7階）
鶴崎支所
稙田支所
明野支所

市民税・県民税の特別徴収は、法律等
で事業主に義務付けられた制度で、市
では特別徴収を推進しています。普通
徴収の年4回払いが12回払いの給料引
きになるなど、従業員の人に便利な制
度です。詳しくは、市民税課（☎5375731）へお問い合わせください。

まるは元気なすずめの女の子。みんなに励まされな
がら
「いち、
にの、
さん、
えい！ジャンプ」
。巣立ちの日
から一年、いろんな冒険を重ね一人前のすずめに成
長していきます。あまりにも身近なすずめがどんな
生活をしているのか、まるの目を通して知ることが
できる絵本です。

平田昌広：文 広野多珂子：絵
アリス館

あったら心配だから、カードをつける

みどりの夢銀行は、どんぐりを拾う
ことで自然と触れ合い、森に親しんで
ほしいという思いからオープンした
「どんぐり」を通貨とした銀行です。市
内で拾ったどんぐりを預金として預か
り、通帳を発行します。預金に応じて、
文具やエコバッグなどのグッズと交換
できます。

市民税・県民税を特別徴収
（給与天引き）
にしましょう

すずめのまる

箕輪義隆：絵 かんちくたかこ：文 アリス館

課や保健予防課、
各支所で配布してい

みどりの夢銀行がオープンします

システムメンテナンスに伴い、一時
休止します。
▪休止日時：◦9月18日㈮午後11時～
20日㈰午前6時30分 ◦9月30日㈬
午後1時～10月1日㈭午前6時30分
問 市民課（☎537-5615）

ように薦めていたの。
でも、
障がいがあ
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内部障がいなど、外見
から障がいや困りがあ
ることが分かりにくい
人が、配慮や援助を受け
られやすくなるように、
ヘルプカードに加え、鞄
などに取り付けること
ができるヘルプマーク
を10月1日㈭から配布し
ます。
▪配布場所・問 障害福祉課（本庁舎1
階⑮番窓口 ☎537-5786）

証明書コンビニ交付
サービスを一時休止します

ます。

9

ヘルプマークの配布を
開始します

だより

01

ることをみんなに知られてしまうし、

医療保険適用外の不妊治療費用を一
部助成していますが、
10月から次のと
おり助成内容を拡充します。
①特定不妊治療費助成回数
過去に特定不妊治療費の助成を受
け、出産後、次の子の妊娠のため再度治
療を開始し助成を受ける場合、それま
での助成回数をリセットします。
直近の出産後の治療開始時点の妻年
齢が39歳以下は通算6回まで、40歳以
上43歳未満は通算3回まで新たに助成
が可能となります。
▪対象：◦申請時に夫婦のどちらかが
大分市に住民登録がある ◦治療開
始日時点の妻の年齢が原則43歳未
満の人
※その他、所得要件あり。
▪助成条件：指定医療機関で、2年4月1
日以降に開始した治療である
②妊活応援検診（不妊検査）費用助成
10月1日以降に実施医療機関で行っ
た不妊検査の費用（保険適用・適用外を
問わず）について夫婦1組に付き3万円
を上限に助成します。
▪対象：◦申請時に夫婦のどちらかが
大分市に住民登録がある ◦検査開
始日時点の妻の年齢が43歳未満の
夫婦（ただし、4年4月1日以降は妻の
年齢が30歳以上の場合は、婚姻2年
以内の夫婦）
※その他、所得要件あり。
▪助成条件：◦実施医療機関で10月1
日以降に受診した検査である ◦夫
婦の検査のいずれか早い受診日から
1年以内に受診した検査である ◦
1年以内の検査をまとめて夫婦で1
回のみの申請である
▪その他・問 申請方法など詳しくは、
保健所健康課（☎536-2562）
へ。

図書館

このコーナーでは、
市民図書館が所蔵している新刊を紹介します。
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