
「エコアクション21」
合同コンサルティング
▪日時：2月12日㈮、3月5日㈮・26日㈮、
6月11日㈮、7月26日㈪〈全5回〉
▪場所：市教育センター4階　大会議
室ほか
▪対象：県内の事業者
▪申込期限：1月27日㈬
▪その他・問　詳しくは、エコアクショ
ン21特別基礎地域事務局おおいた
（☎504-3088）へ。

第15回大分赤十字病院
市民公開健康講座
▪日時：2月13日㈯　午後2時～4時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分3階　
大会議室
▪内容：①新型コロナウイルス感染症
を正しく知る　②家庭でできる感染
予防
▪講師：①重永	武彦氏（呼吸器内科部
長）　②鎌田	善子氏（感染管理認定
看護師）
▪定員：150人（先着順）
▪申込み・問　電話またはファクスで、
大分赤十字病院社会課（☎532-6181　
513-5270）へ。

無料

無料

2021おおいた
早春就職フェア
▪日時：2月15日㈪～19日㈮　午後1
時～4時（正午受付開始）　※10社×
5日間
▪場所：iichiko総合文化センター地下
1階「県民ギャラリー」
▪内容：ブース形式による企業面談会
▪対象：49歳以下の若年求職者、学生
（大学院・大学・短大・高専・専門学校・
高校）
▪その他・問　事前予約優先。申込方法
など詳しくは、（公財）県総合雇用推
進協会（☎548-5771）へ。

陶芸教室受講者募集
▪期間：4月～4年3月（金曜日・月2回）　
午前10時～午後4時
▪対象：60歳以上の人
▪定員：14人（多数時は抽選）
▪受講料：月2,000円（教材費は別途負
担）
▪申込み・場所・問　往復はがきに、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
を記入し、3月6日㈯〈必着〉までに楽
陶会 原野（〒870-0048　碩田町三
丁目5-11　☎090-7249-2180）へ。

無料

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪新型コロナウイルス対策思いやり募金
▪�ふるさと大分市応援寄附金(ふるさと納
税)へ寄付していただいた人の氏名等は、
市ホームページに掲載しています。
◎社会福祉協議会へ　
篤志寄付
▪	姫野千里(金池南)/地球大好き！さくらグ
ループ
香典返し寄付
▪	大分地区　藤澤正子(花高松)/長峰孝吉
(大石町)/麻山美喜雄(東春日町)/原田耕
一(にじが丘)/足立紀子(花津留)/佐藤公
亮(牧)/橋本裕吉(東大道)/西中雅博(羽
屋)/甲斐久嗣(椎迫)
▪	大在地区　野仲好美(政所)/稲生厚志(汐
見)/脇田大輔(城原)
▪	坂ノ市地区　河野京子(王ノ瀬)/伊東良一
(屋山)

▪	稙田地区　内藤一徳(下宗方)
▪	佐賀関地区　仲家和夫(志生木)/上田正
(佐賀関)/末松洋三(本神崎)
▪	野津原地区　隅嘉男(今市)
▪	市外　三浦孝廣(川崎市)
	 以上11月30日受付分まで

06

▪	市報に掲載している情報は変更・中止になる場合があります。	
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各問合せ先にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症
に係る

大分市では感染防止に取り組む施設や事業所、団体への支援や影響を受けた
事業主、個人に対して、費用の補助等によりさまざまな支援を行っています。
このたび、現在行っている支援内容の一部を拡充しましたのでお知らせします。

市内の事業所で市民生活の維持に必要な事業を行っている
スーパーや飲食店などの中小規模事業者に対し、飛沫感染防
止や身体的距離の確保など、感染防止対策に係る施設改修費
の一部を補助します。

※各補助内容や補助率などについて詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各担当課へ。

1 アクリル板の設置等の費用を補助 申請期限延長

商店街や同業種で組織される組合等が行う衛生管理活動等に係る経
費を補助します。COVID-19検査キット、消毒液の購入に活用でき
ます。

3 商店街や同業種で組織される組合等の
感染防止対策費用を補助

追　加

申請期限：12月18日㈮→3月5日㈮〈必着〉　

市内の観光・レジャー関連施設が設置する感染症対策機器の導
入に要する経費の一部を補助しています。

対象施設：飲食店・スナック等については全施設補
助対象

※以前まで収容人数に条件がありましたが、対象施設の拡
大により全施設補助対象となりました。

2 サーモグラフィ装置や
紫外線滅菌装置の導入を補助 補助対象拡大

拡充
箇所

拡充
箇所

問　開発建築指導課（☎537-5635）

問　商工労政課（☎537-5959）

対象者：新型コロナウイルス感染症患者の入院病床を確保
したことにより病床の稼働率が低迷した医療機関

新型コロナウイルスの影響により運転資金として金融機関から融資
を受けた医療機関に対して利子補給を行っており、このたび対象を
拡大します。

補助対象拡大5 医療機関への利子補給を行っています

拡充
箇所

問　保健所保健総務課（☎536-2222）

市営住宅に入居するには市税の完納が要件ですが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により地方税の徴収猶予を受けている人について
は、例外として入居できます。

4 市営住宅の入居要件を緩和します 新　規

問　住宅課（☎537-5634）

問　観光課（☎537-5717）

市の各種支援
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無料人権なんでも相談所
▪日時：①1月21日㈭　②2月5日㈮
　午前10時～午後3時
▪場所：①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〉　②明治明野公民館
▪相談内容：差別、セクハラ・パワハラ、
いじめ・体罰などの人権問題
▪相談員：①②人権擁護委員
問　大分地方法務局（☎532-3161）

県立盲学校高等部入学者募集
▪対象：視覚に障がいを有する中卒者
（普通科）・高卒者（専攻科…あんまマ
ッサージ指圧師、はり師など）
▪出願期間：2月15日㈪～19日㈮　※
願書は県立盲学校（金池町三丁目）で
配布
▪試験日：3月3日㈬・9日㈫
問　県立盲学校（☎532-2638）

「大分いのちの電話」ボランティア
電話相談員養成講座（前期）および
カウンセリング公開講座の受講生
を募集
▪期間：4月6日㈫～8月3日㈫
▪日時：毎週火曜日　午後6時30分～8
時30分
▪場所：コンパルホール
▪対象：20歳以上
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問　電話で、3月31日㈬まで
に（福）大分いのちの電話事務局（☎
537-2488）へ。

大分体操教室生を募集します
▪期間：4月10日㈯～4年3月（全24回）　
土・日曜日、祝日の午前中
▪場所：コンパルホール5階　体育室
または南大分体育館　※場所は各回
で異なる
▪対象：満4歳～新小学6年生
▪定員：50人程度（多数時は抽選）
▪参加料：入会金2,000円（傷害保険料
など）、年会費1万5,000円
▪申込み・問　往復はがき（複数人同一
はがき可）に、住所、参加者の氏名・性
別・生年月日・新学年（年中～新小学
6年生）、電話番号、保護者名を記入
し、2月10日㈬〈必着〉までに大分体
操教室	田島（〒870-0860　明磧町2
丁目5番7号　☎090-7151-0340）
へ。

出張労働相談
▪日時：1月28日㈭　午後1時～4時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分2階　
201会議室
▪相談内容：労働問題全般に関すること
▪相談員：弁護士、労働基準監督官など
▪その他・問　電話による相談は県労
政・相談情報センター（固定電話専用
フリーダイヤル〈☎0120-601-540〉
またはスマートフォン・携帯電話用
ダイヤル〈☎532-3040〉）へ。

悩まず	どんとこい
労働相談週間
▪期間：2月1日㈪～7日㈰
▪時間：〈平日〉午前9時～午後8時（来
所受付は午後7時まで）〈土・日曜日〉
午前9時～午後5時（来所受付は午後
4時まで）
▪相談内容：解雇・賃金未払いなどを含
めた労使間トラブルに関する相談
▪場所・問　〈専用ダイヤル〉☎536-
3650　〈来所〉県労働委員会事務局
（県庁舎本館3階）

県立農業大学校
就農準備研修生募集
▪コース：野菜長期、畜産
▪対象：県内の農業法人などでの就職
を希望する人、県内で新規就農を希
望する人
▪申込み・問　2月16日㈫までに県中
部振興局農山漁村振興部(☎506-
5795）へ。

点訳・音訳ボランティア
養成講習会受講者募集
▪受講期間：4月～4年3月
▪日時：①点訳講習会…毎週金曜日
　午前10時～正午　②音訳講習会…
毎週火曜日　午前10時～正午
▪対象：講座終了後に、ボランティアと
して点訳・音訳作業ができる人
▪定員：①15人程度　②16人程度（い
ずれも多数時は抽選）
▪申込み・場所・問　往復はがきまたは
メールで、住所、氏名、年齢、電話番
号、講習会名、リモート受講の可否
を、3月16日㈫〈必着〉までに県点字
図書館（〒870-0043　中島東一丁
目2 -2 8　☎538 -0 3 9 9　 oita-
kenmou.tenjitoshokan@mbr.
nifty.com）へ。

無料

無料

無料

アートプラザバレンタインワーク
ショップ「大切な人に贈ろう！
フェルトdeスイーツボックス」
▪日時：2月6日㈯　午後2時～4時
▪対象：5歳以上の子どもとその保護者
▪定員：10組（2人1組）　※多数時は抽
選
▪参加料：700円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、1月29日
㈮午後6時までにアートプラザ（☎
538-5000）へ。

情報学習センターの各種教室
①Webメールの使い方
▪日時：2月24日㈬　午前10時～正午
▪対象：パソコンの基本操作ができる人
②ネットトラブル予防・対策教室
▪日時：2月25日㈭　午前10時～正午
▪定員：各15人（いずれも多数時は抽選）
▪受講料：①300円　②無料
▪申込み・場所・問　直接または電話、
はがき、ファクス、Eメールで、住所、
氏名、電話番号、教室名、月日を、①は
2月10日㈬、②は2月11日㈭までに情
報学習センター（〒870-0851　大石
町一丁目3組　☎545-8616　 545-
5065　 omc@hyper.or.jp）へ。
※情報学習センターホームページで申
込みも可。

防災講座を開催します
▪日時：2月26日㈮　午後2時～3時
▪場所：J:COM	ホルトホール大分2階　
201会議室
▪定員：30人（要予約）
▪申込み・問　直接または電話で、1月
15日㈮から市民図書館（☎576-
8241）へ。

2月は「相続登記はお済みですか
月間」です
　各司法書士事務所で、遺産分割や遺
言などの相談を受け付けます。
▪期間：2月1日㈪～26日㈮　午前9時
～午後4時　※11日㈭、23日㈫、土･
日曜日を除く
問　県司法書士会（☎532-7579）

04

無料

05

無料

16市報おおいた  R３.１.15


