
女性消防団体験会の参加者募集
▪日時：6月27日㈰　午前10時～正午
▪内容：女性消防団員による活動内容

説明、救命講習実演など
▪対象：市内に居住または通勤・通学す

る65歳までの女性
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・場所・問　メールで、住所、氏

名、電話番号を、6月15日㈫までに 
消防局総務課（舞鶴町一丁目　☎532-
2188　 shobosoumu2@city.oita.
oita.jp）へ。

おおいた夢色音楽祭2021
出演者・スタッフ募集
　おおいた夢色音楽祭の①みゅーじふ
る・たうん（ストリートライブ）、②夢色
ミュージックコンテスト2021に出演
するミュージシャン、③当日ステージ
運営の補助や進行などを行うステージ
スタッフ、④MCスタッフを募集しま
す。
▪月日：10月30日㈯・31日㈰
▪場所：お部屋ラボ 祝祭の広場、中心

部商店街、ふないアクアパークなど
▪申込方法：文化振興課（本庁舎5階）、

各支所などに備え付けの申込書（お
おいた夢色音楽祭ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、おおいた
夢色音楽祭実行委員会事務局（☎
513-4280）へ。
▪申込期間：①②5月17日㈪～6月30日

㈬、③④5月17日㈪～8月31日㈫
　※消印有効
問　文化振興課（☎537-5663）

ふるさと納税返礼品
提供事業者募集
▪対象：市内で栽培・水揚げ、製造およ

び加工が行われている産品・製品で、
返礼品としてふさわしいもの
▪申込み・問　商工労政課（本庁舎9

階）に備え付けの応募用紙（市ホーム
ページでダウンロードも可）に記入
し、同課（☎574-6181）へ。

市道・河川などの草刈りに
助成します
▪対象団体：自治会、子ども会、婦人会、

老人会、ボランティア団体など（事前
に団体登録が必要）
▪対象区域：市道、河川、農道、林道で、

市ボランティアによる草刈りが必要
と認めた区域
▪報償金額：草刈り区域の面積（㎡）に

8円を乗じた額（市道は5万円が上
限）
問　◦市道…道路維持課（☎537-5674）
　◦河川…河川・みなと振興課（☎

537-5632）
　◦農道…生産振興課（☎537-5629）
　◦林道…林業水産課(☎537-5783)

野津原地区で
ホタル観賞ができます
▪期間：5月下旬～6月下旬
▪場所：吉熊川会場、七瀬川会場、太田

川会場
問　野津原支所（☎588-1111）

市産材を利用する
木造住宅等に対し助成します
▪補助対象者：戸建木造住宅を新築す

る者、公共的施設（商業施設など含
む）の整備を行う者
▪戸建住宅補助金額：1㎥当たり2万円
（上限20万円）　
▪公共的施設等補助金額：①木造化…

8～15㎥未満30万円・15㎥以上60万
円、②木質化…30～100㎡未満15万
円・100㎡以上40万円、③木製品…2
分の1以内（上限10万円）
▪その他・問　補助条件など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、林
業水産課（☎537-5783）へ。

アートプラザボランティア募集
　展覧会やワークショップなどの指導
補助や支援をしてくれるボランティア
を募集します。
▪募集人数：60人程度（高校生以上）
▪申込み・問　アートプラザ（荷揚町）

に備え付けの応募用紙（アートプラ
ザホームページでダウンロードも
可）に記入し、同館（☎538-5000）
へ。

募　集02

キャンプ場の申込受付を
開始します
　市内にある九六位山キャンプ場と高
島キャンプ場の予約を6月1日㈫から
開始します。施設利用は無料です。
　利用期間は7月1日㈭～8月31日㈫
となっています。
◎九六位山キャンプ場
▪施設：バンガロー（8人用5棟）、給水

施設、炊飯所、水洗トイレ、駐車場　
※テント持ち込み可
▪申込み：電話で、九六位山キャンプ場

利用申込先（円通寺〈☎528-1360・
午前9時～午後5時〉）へ。
◎高島キャンプ場
▪施設：バンガロー（10人用2棟、6人用

1棟2部屋）、給水施設（飲用ではない
ため飲料水は各自準備してくださ
い。）、炊飯所、トイレ、ポータブルシャ
ワー　※テント持ち込み不可
▪申込み：電話で、佐賀関支所（☎575-

1111）へ。
▪その他：往復渡船料が必要（高校生以

上…4,000円、中学生以下…2,000
円）
問　観光課（☎537-5626）

証明書コンビニ交付サービスを
ご利用ください
　市ではマイナンバーカードを利用し
て、全国のコンビニエンスストアなど
に設置されているマルチコピー機で住
民票の写しなどの証明書を受け取るこ
とができるサービスを行っています。
▪対象者：利用者証明用の電子証明書

が搭載されたマイナンバーカードを
持ち、大分市に住民登録または本籍
地がある人
▪取得可能証明書・手数料・請求できる

範囲
対象となる証明書 手数料 請求できる範囲

住民票の写し 200円 本人または
同一世帯の人

印鑑登録証明書 200円 本人のみ
戸籍証明 

（全部、個人事項 
証明書）

300円 本人または
同一戸籍の人

▪取得可能店舗：セブン‐イレブン、ロ
ーソン、ファミリーマート、ミニスト
ップ、セイコーマート、イオン九州の
系列店舗
▪その他・問　利用条件など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、市
民課（☎537-5615）へ。

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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無料人権相談を行います
▪日時：6月2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〉

大分市郷土の緑
保全地区（丹川地区）を
指定しました
▪保全地区の名称：郷土の緑保全地区
（丹川地区）
▪保全地区の区域：大字丹川の一部（指

定区域面積 約2.1ha）
▪指定区域資料縦覧場所・問　公園緑

地課（本庁舎7階　☎537-5975）

横尾土地区画整理事業の
事業計画変更認可を
受けました
　事業計画書は横尾土地区画整理事務
所（鶴崎市民行政センター3階）で閲覧
することができます。
問　横尾土地区画整理事務所（☎535-

7556）

5月23日は「難病の日」です
　患者や家族の思いを多くの人に知っ
てもらう機会とすることを目的に、日
本難病・疾病団体協議会が5月23日を

「難病の日」に登録しました。患者や家
族の方々に想いを寄せていただける日
になれば幸いです。
問　保健所保健予防課（☎535-7710）

道路照明灯の
不具合の情報提供
　市では「ESCO（エス
コ）事業」を導入し、市
内全域の道路照明灯を
LED灯 に 更 新 し ま し
た。今後、10年間は事業
者が管理を行うため、道路照明灯の不
具合を発見された場合、下記の受付窓
口まで連絡してください。
　連絡の際は、管理プレートに記載さ
れた8桁の番号と不具合の状況につい
てもお知らせください。
▪受付窓口：東芝ビルファシリティコ

ールセンター（☎0570-666-181）
問　道路維持課（☎537-5674）

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：6月13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。ただし、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：6 月1 7 日 ㈭　 午 後6 時 ～7 時　

※要予約
▪申込み・場所・問　電話で、5月17日

㈪午前8時30分から6月10日㈭まで
に 市 民 課（ 本 庁 舎1 階　 ☎5 3 7 -
7298）へ。

環境対策課からのお知らせ
（☎537-5762）
◎スズメバチの巣の駆除費を一部補助
します

　巣の駆除を市の指定業者に依頼した
ときは、費用の一部を補助します。
▪対象：個人（法人は対象外）
▪補助金額：駆除費用の2分の1（上限

8,000円）
◎公共の場所で蚊やハエが異常発生し
たときは連絡を

　道路の側溝や水路等の公共の場所に
蚊やハエが異常発生したときは、環境
対策課へ。　※私有地に関しては個人
の責任で対応してください。

道路にはみ出した庭木の剪定を
お願いします
　庭の樹木が道路にはみ出すと、通行
の妨げとなり、交通事故の原因になり
かねません。早い時期に剪定をお願い
します。
問　土木管理課（☎537-5630）

コレクション展（常設展）の
展示室2の作品が変わります
▪期間：5月25日㈫～7月11日㈰
▪テーマ：甲斐虎山
▪主な作品：「富岳瑞雲図」など
問　市美術館（☎554-5800）

農耕作業車・小型特殊自動車は
公道走行の有無にかかわらず
申告が必要です
　乗用装置付きトラクターやコンバイ
ンなどの農耕作業車、フォークリフト
などの小型特殊自動車の所有者は、軽
自動車税（種別割）の申告が必要です。
まだ申告していない人は税制課（第2
庁舎3階）または東部・西部資産税事務
所、各支所、本神崎・一尺屋連絡所で手
続きをしてください。
▪申告に必要なもの：販売証明書など

の車名・車台番号（農耕作業車は「車
両型式+車台番号」）・排気量が分か
るもの、運転免許証など届出者（窓口
にお越しになる人）の本人確認書類
問　税制課（☎537-7314）

経済センサス活動調査にご協力を
　企業等の活動状況を調査し、地域産
業の振興など各種行政施策の基礎資料
として、幅広く利用されます。
　県知事から任命された調査員（調査
員証を携帯）が、5月中旬から企業、事
務所に調査票を配布しますので、イン
ターネットまたは郵送での回答をお願
いします。
問　総務課（☎537-5795）

中心市街地への出店や
イベント開催にかかる経費を
補助します
◎まちなか出店支援事業
▪補助率：2分の1（事業者は100万円、

商店街団体は150万円が上限）
※改装費、備品購入費、広告費が対象
◎イベント開催事業
▪補助率：5分の4（今年度に限る）
　〈上限80万円〉
問　商工労政課（☎537-5959）

南蛮かぼちゃの苗を
配布します
▪期間・時間：5月20日㈭～6月13日㈰　

午前9時～午後4時30分　※5月24
日㈪・31日㈪、6月8日㈫は除く
▪場所：南蛮BVNGO交流館（顕徳町三

丁目）
▪本数：300本程度（先着順）
問　文化財課（☎537-5682）

お知らせ01

無料
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