マタニティマークを通した
妊産婦にやさしい環境づくりに
ご協力ください
妊娠初期のお腹
の目立たない時期
でも周囲に妊娠を
知らせる「マタニ
ティマーク」。市で
は、このマークを通して、受動喫煙の防
止や交通機関での座席の譲り合いなど
「妊産婦にやさしい環境づくり」を進め
ています。
問 保健所健康課（☎536-2516）

市奨学生制度
（緊急採用）
を
ご利用ください
対象となるのは、大学・高校生等で修
学意欲があるにもかかわらず、失業、倒
産、疾病などにより世帯の経済状況が
急変したため、修学困難となり、緊急に
学資を必要とする人などです。詳しく
は、学校教育課（☎537-5903）
へ。

02
森林セラピートレッキングin 霊山
参加者募集
▪日時：2月13日㈯ 1部…午前7時～、
2部…午前7時30分～、3部…午前8
時～（各部約4時間の行程）
▪場所：霊山セラピーロード 塚野コー
ス（大字廻栖野） ※コースは健脚者
向けの険しいコースです。
▪対象：普段から山登りをしている人
▪定員：各10人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円（ガイド料など）
▪申込み・問 はがきまたは市ホーム
ページの専用フォームで、イベント
名、参加者全員の氏名・年齢・性別、代
表者の住所・電話番号、希望の部を2
月1日㈪午後5時〈必着〉までに林業
水産課（〒870-8504 荷揚町2-31
☎585-6013）
へ。
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４月から
後期高齢者医療保険料の
年金天引き
（特別徴収）
で
納める人へ
次の条件をすべて満たす場合、原則
4月から年金天引きを開始します。対
象者には2月中旬頃、特別徴収開始通
知書を送付します。
◦2年4月～9月に大分市で新たに後期
高齢者医療制度の被保険者となった
場合
◦世帯主が1年間に受け取る年金額が
18万円以上で、世帯主の介護保険料
が年金天引きの対象
◦被保険者の介護保険料と後期高齢者
医療保険料の1回の特別徴収の合計
額が、１回の年金支給額の2分の1以
内
〈口座振替に変更したい人は〉
1月27日㈬までに窓口へ申し出れ
ば、4月からの年金天引きを中止し、口
座振替による支払いに変更することが
できます。
※支払い方法変更の際に必要なもの。
◦案内通知または健康保険証など
◦口座の通帳または口座番号が確認で
きるもの
◦通帳印
問 国保年金課（☎537-5736）

都市計画課からのお知らせ
（☎537-5965）
◎都市計画を変更したのでお見せします
▪内容：光吉雨水排水ポンプ場（変更）、
田ノ浦地区地区計画（決定）
▪縦覧場所：都市計画課（本庁舎7階）
◎都市計画（案）の縦覧と意見の募集を
行います
▪内容：
〈大分都市計画区域〉
：東上野地
区（用途地域変更）、岡地区（用途地域
変更）、岡地区地区計画（変更）、野間
公園（廃止）、延命寺公園（廃止）、堂園
公園（変更）、松原国宗線（変更）、家島
高田線（変更）、乙津川右岸・左岸緑地
（変更）
〈佐賀関都市計画区域〉
：田尻児童公
園（廃止）、佐賀関田中運動公園（廃
止）、真砂都市下水路（廃止）
▪縦覧期間：1月15日㈮～29日㈮
▪縦覧場所：都市計画課（本庁舎7階）
▪その他：市民および利害関係のある
人は、縦覧期間内に意見書を提出す
ることができます。

01
大分あんしんみまもりネットワーク
無料
に登録しませんか
認知症などにより行方不明になるお
それのある高齢者の情報を事前に登録
し、行方不明になったときに協力企業・
団体が行政と一体になって早期発見を
支援する取り組みです。登録方法など
詳しくは、長寿福祉課（☎537-5771）
へ。

無保険の人は早急に
国民健康保険の加入手続きを
無保険の人で、国民健康保険の加入
手続きが遅れた場合、最長で3年さか
のぼって課税されます。加入手続きが
遅れるほど一度に多額の保険税を納め
ることになりますので、無保険の人は
今すぐ加入手続きをしてください。
問 国保年金課（☎537-5736）

令和3年6月1日㈫から
食品の営業許可・届出制度が
新しくなります
食品衛生法の改正により、食品の営
業許可業種が見直されるとともに、新
たに許可業種以外の事業者を対象とし
た届出制度が始まります。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。

住居表示実施区域に
建物を新築
（改築）
したときは
「住居番号設定申請」
が必要です
住所に必要な「住居番号」は自分で付
けることはできません。任意の番号で
住民登録や不動産登記などの手続きを
した場合は、再度手続きが必要になる
ことがあります。
▪申請時期：建物の足場が外れてから
建物登記や住民登録をするまでの間
※詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、市民協働推進課（☎5377250）へ。

不妊治療費を助成しています
医療保険適用外の不妊治療費用を一
部助成しています。申請期限は、治療終
了日から60日以内です。詳しくは、市
ホームページをご覧になるか、保健所
健康課(☎536-2562)へ。

本の福袋を貸し出します

マイナポイントを手に入れよう

新年の「初読み」
で
本との出会いを楽しみませんか

お知らせ

図書館員がテーマ別
に選んだ３冊の本
を、中 身 が 見 え な い
福袋に入れて貸し出
し ま す。市 民 図 書 館
( J:COM ホルトホー
ル 大 分 内 ) とコン パ
ルホール分館で、合わ
せて200袋限定です。
新年の「初読み」本をお探しの人は、ぜひお越しください。

１月５日㈫～ （なくなり次第終了）

⃝期間：

問

市民図書館 ☎576-8241

市美術館特別展「リサ・ラーソン展 創作と出会いをめぐる旅」
イベント

やさしさあふれる作品の数々

リサ・ラーソンは、
スウェーデンを代
表する陶芸家です。
本展ではリサ・ラー
ソンの初期から近
年に至る作品約
200点、北欧を代表
するデザイナー ス
《ライオン（マキシ）/ アフリカシリーズ》
©Lisa Larson /Alvaro Campo
ティグ・リンドベリ
をはじめとする彼女に影響を与えた作家たちの作品約20
点を展示します。

１月８日㈮～２月 21日㈰

⃝会期：

⃝開館時間：午前10時～午後６時

（入館は午後５時30分まで）
⃝休館日：１月12日㈫・18日㈪・25日㈪、

２月 ８日㈪・15日㈪
⃝観覧料：一般…1,200円（前売・団体1,000円）
、高校生・
大学生…900円（前売・団体700円）、中学生以
下および、身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳提示者とその介護者１人は
無料
※前売券は１月７日㈭までトキハ会館、ローソンなどで
販売。団体は20人以上。また、
「大分市美術館年間パス
ポート」利用可。

問

市美術館 ☎554-5800

マイナポイントで
お得にお買い物をしましょう

お知らせ

マイナポイントとは、キャッシュレス決
済サービスの利用（チャージまたは購
入）額に応じて国から付与されるプレミ
アム分のポイントの総称です。利用額の
25％
（上限5,000円分）がマイナポイン
トとして付与されます。マイナポイント
の申込みは、３月末までの予定です。パソコンやスマート
フォン等でお好きなキャッシュレス決済サービスを選択
し、申込みください。また、本庁舎１階にマイナポイント申
込支援窓口を設置していますのでご利用ください。申込み
には、
マイナンバーカードの取得とマイキーID の設定が必
要です。詳しくは、総務省のホームページをご覧になるか、
国のマイナンバー総合フリーダイヤル（☎0120-95-0178）
または、
市マイナポイント電話相談窓口へ。

問

市マイナポイント電話相談窓口

企画課

☎574-7137
☎537-5603

南蛮 BVNGO 交流館１月イベント

新春大友みくじと鉄砲はじめを
行います

イベント

南 蛮 BVNGO 交 流 館
で新春おみくじを期
間限定で配布します。
戦国時代の大友氏を
支えた家臣団やゆか
りのある人物が登場
するオリジナルのお
みくじです。さらに、
大友氏館跡庭園では、皆さんの無病息災を祈念して、豊後
大友宗麟鉄砲隊による「鉄砲はじめ 奉射会」を行いま
す。迫力の演武や火縄銃の実演を間近で体感してみませ
んか。

◎新春大友みくじ 無料

１月６日㈬～１月 31日㈰

⃝月日：

※くじがなくなり次第終了します。
※休館日を除きます。

⃝場所：南蛮 BVNGO 交流館
（顕徳町三丁目）

◎鉄砲はじめ

奉射会 無料

１月24日㈰

⃝日時：

午後２時～３時

⃝場所：大友氏館跡庭園
（顕徳町三丁目）

問

南蛮 BVNGO 交流館

☎578-9191
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