
統計に関する登録調査員募集
▪内容：国と県が実施する各種統計調

査において、統計調査員として調査
票の配布・回収などを行う。

　※調査ごとに、登録された人の中か
ら調査への従事を依頼します。
▪対象：市内に居住する20歳以上で、

税務、警察、選挙などに直接関係のな
い人
▪その他：各調査に従事した場合、報酬

が支給されます。
▪申込み・問　直接または電話で、総務

課（本庁舎3階　☎537-5795）へ。

再生家具と再生自転車の
抽選申込者募集
　粗大ごみとして出されたタンスやテ
ーブルなどの家具と自転車を、修理や
塗装などで再生して譲渡します。
▪対象：市内または由布市に居住する

18歳以上の人
▪抽選方法：当分の間、抽選会は開催せ

ず、大分エコライフプラザ事務局に
て抽選。　※当選者には同プラザ事
務局から電話で連絡します。
▪その他：自転車については、引き渡し

時に防犯登録料600円が必要です。
▪申込み・問　電話での申し込みはで

きません。2月25日㈭から3月7日㈰
正午までに、直接大分エコライフプ
ラザ（☎588-1410）へ。

大分三好ヴァイセアドラー
ホームゲーム入場者募集
　VC長野との試合に、市民を無料招待
します。
▪日時：3月12日㈮　午後7時～、3月

13日㈯　午後3時～
▪場所：サイクルショップコダマ大洲

アリーナ（青葉町）
▪定員：各ペア90組180人（多数時は

抽選）
▪申込み：往復はがきに、観戦希望日、

住所、氏名、電
話番号を記入
し、2 月2 6 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）

無料

無料

障害児福祉手当などを
2月10日に振り込みました
　2月期分の障害児福祉手当、特別障
害者手当および福祉手当（経過措置分）
を受給者の指定口座に振り込みまし
た。該当者で振り込みのない人は、ご連
絡ください。
　また、病気や障がいのため日常生活
において常時の介護を必要とする20
歳未満で、障害児福祉手当の申請をし
ていない人、病気や障がいのため在宅
で常時特別の介護を必要とする20歳
以上で、特別障害者手当の申請をして
いない人は、お問い合わせください。
問　障害福祉課（☎537-5786）

文化・芸術活動推進補助金
（前期）助成希望者募集
▪対象：市内を拠点に文化芸術活動を

行う、営利を目的としない個人・団体
が、5月～4年3月に開催する音楽・演
劇の公演や絵画・書・写真の展覧会な
どの文化・芸術活動
▪補助額：補助対象経費の総額から収

入を除いた額の5分の4（限度額30万
円）
▪募集期間：2月15日㈪～3月15日㈪
▪その他・問　詳しくは、文化振興課
（本庁舎5階　☎537-5663）に備え
付けの募集要項（市ホームページで
ダウンロードも可）をご覧ください。

おおいた地域伝統文化応援事業
助成団体募集
　地域の伝統文化の継承や再興、発展
を通して、世代間の交流増進や地域活
性化に寄与する事業へ助成を行う予定
です。
▪対象：事務所の所在地または代表者

の住所が市内にあり、継続的に活動
を行う団体　※選考により決定
▪助成額：事業に要する経費（人件費、

食糧費などを除く）の2分の1以内
で、上限100万円以内
▪申込み・問　3月1日㈪から歴史資料

館（大字国分）および文化財課（第2
庁舎6階）に備え付けの申請書（市ホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、4月20日㈫までに同館（☎
549-0880）へ。
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空き家相談出張窓口を
開設します
▪日時：2 月1 8 日 ㈭　 午 前1 0 時 ～ 正

午、午後1時～3時
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階

まちづくり情報プラザ
▪内容：空き家問題全般
▪対象：空き家の所有者や管理者、将来

空き家になる可能性のある家屋を所
有している人、近隣に空き家がある
人など
▪その他：事前予約は不要
問　住宅課（☎585-6012）

DV（配偶者などからの暴力）
電話相談をご利用ください
　配偶者や恋人からの暴力や暴言に一
人で悩んでいませんか。そんなときは
まずお電話を。個人情報は保護されま
すので、安心してご相談ください。

〈相談窓口・受付時間〉
◦中央子ども家庭支援センター（☎

537-5666）：平日…午前8時30分～
午後6時
◦県婦人相談所（☎544-3900）：平日

…午前9時～午後9時　土・日曜日、
祝日…午後1時～5時、午後6時～9時
◦アイネス（☎534-8874）：平日…午

前9時～午後4時30分

大分市伝統芸能伝承師の
第1回認定式を行いました
⃝認定者
・柞原太鼓保存会…加藤 勝幸氏
・深山流伊与床五柱神社神楽社…房崎 

一男氏、吉田 武勝氏、首藤 孝信氏
・鶴崎おどり保存会…三代 治人氏
問　歴史資料館（☎549-0880）

児童手当を2月15日に
振り込みました
　2月期分の児童手当を受給者の指定
口座に振り込みました。該当者で振り
込みのない人は、ご連絡ください。
問　子育て支援課（☎537-5793）

無料

無料
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大分市災害時多言語通訳サービス（大分市灾害发生时多语言翻译服务）
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。
（大分市向外国人、访日游客等提供灾害发生时的电话翻译服务。对应语言及利用方法等详情，请查看大分市官网。）� 問　国際課（☎537-5719）
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3月は年度末完納促進
強化月間です
　市税・国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料・介護保険料などの税・保険料
は、私たちの暮らしを支える貴重な財
源となります。もう一度、納税通知書な
どを確認し、納め忘れているときは早
めに納付してください。病気や経済的
な理由などで納付が困難な場合は、事
前にご相談ください。また、納付の際に
は、便利で確実な「口座振替」をご利用
ください。詳しくは、各担当課へ。
問　◦市税…納税課（☎537-5691）　
　◦国保税・後期高齢者医療保険料…

国保年金課（☎537-5738）　◦介護
保険料…長寿福祉課（☎537-5741）

認知症カフェを運営する団体を
補助します
　認知症の人とその家族、地域住民、専
門職など、誰もが気軽に集い、おしゃべ
りや情報交換等ができる交流の場を運
営する団体へ運営費を補助します。
▪その他・問　補助金額、対象経費など

詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、長寿福祉課（☎537-5771）
へ。

コレクション展（常設展）の
展示室2の作品が変わります
▪会期：2月16日㈫～4月5日㈪
▪テーマ：「都の風景」
▪主な作品：「洛中洛外図屏風」など
▪場所・問　市美術館（☎554-5800）

年度末は道路工事を控えます
　2月26日㈮午後10時～4月1日㈭午
前9時の間、国道、県道、市道の工事を
控えます（緊急工事は除く）。
問　◦国管理国道…国土交通省大分河

川国道事務所（☎544-4167）　◦県
管理国道・県道…県大分土木事務所

（☎558-2141）　◦市道…土木管理
課（☎537-5992）

「洛中洛外図屏風（右隻）」

無料人権相談を行います
▪日時：3月3日㈬　午前10時～正午、

午後1時～3時
▪相談内容：人権問題について
▪相談員：人権擁護委員
▪場所・問　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　☎576-7593〉

休日・時間外の
マイナンバーカード受け取り
および申請窓口を開設します
◎休日
▪日時：3月14日㈰、4月25日㈰
　午前9時～午後3時
▪その他：カードの受け取りは予約不

要で、申請補助は希望する窓口への
予約が必要です。佐賀関、野津原支所
は午前9時～正午　※要予約（カー
ドの受け取りのみ）。交付通知書に記
載されている場所以外では受け取り
できません。
▪申込み・場所・問　電話で、市民課（本

庁舎1階　☎537-7298）または各支
所へ。
◎平日時間外
▪日時：3月11日㈭、4月22日㈭
　午後6時～7時　※要予約
▪申込み・場所・問　電話で、2月15日

㈪午前8時30分から、来庁希望日の1
週間前までに市民課（本庁舎1階　
☎537-7298）へ。

児童扶養手当をご存じですか
　次の①または②に該当する児童（18
歳に到達して最初の3月31日を迎える
までの人、障がいのある場合は20歳未
満の人）を監護、かつ生計を同じくして
いるひとり親家庭の父または母などの
申請に基づいて支給されます。なお、所
得制限があります。
①両親の離婚や死亡などにより父また
は母と生計が同一でない児童　②父ま
たは母に基準以上の障がいがある児童
問　子育て支援課（☎537-5793）

特別児童扶養手当をご存じですか
　心身に障がいのある20歳未満の児
童を監護している父母または養育者
に、特別児童扶養手当を支給していま
す。なお、所得制限などの要件がありま
す。詳しくは、お問い合わせください。
問　障害福祉課（☎537-5786）

市民課などの窓口時間を
午後6時まで延長しています
▪開庁日時：月～金曜日（祝日を除く）
　午前8時30分～午後6時

対象
窓口

午後5時15分以降の
対象業務 問い合わせ

市民課

◦戸籍・住民異動届、
印鑑登録、水道使用
の受け付けなど
◦戸籍・住民票・印
鑑登録証明書など
の交付

☎537-5614

パスポート
センター 旅券交付 ☎574-6355

国保
年金課

①国民健康保険・後
期高齢者医療の資
格・給付、国民健康保
険税・後期高齢者医
療保険料の納付
②国民年金の加入・
変更、保険料免除な
ど

①☎537-5616
②☎537-5617

（国民年金室）

障害
福祉課

①医療費助成、各種
手当　②障害福祉サ
ービスに関すること

①☎537-5786
②☎537-5658

子育て
支援課

児童手当、児童扶養
手当、医療費助成な
ど

☎537-5793

保育・幼
児教育課

認可保育施設の入所
に関すること ☎537-5794

税証明
窓口

税証明のうち「所得
証明書、市民税・県
民税課税証明書」の
交付

☎537-5673

※午後5時以降は、他の行政機関等が
閉庁するため、取り扱いができない
場合があります。

国民年金保険料を納めることが
困難なときは申請を
　国民年金保険料の納付が困難な場合
は、保険料の免除・猶予制度があります
のでご利用ください。
　なお、免除等の申請は、2年1カ月前分
までさかのぼって行うことができます。
また、現在臨時特例として新型コロナウ
イルス感染症の影響による減収を理由
とした免除制度もあります。詳しくは、
お問い合わせください。
問　国民年金室（☎537-5617）

市の庁舎に広告を掲示しませんか
　庁舎内の壁面に広告を掲示します。
▪料金：1万5,000円～4万円（月額）
※事前審査があります。詳しくは、お問

い合わせください。
問　管財課（☎537-5608）
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