
建設リサイクル法の
啓発パトロールを実施します
　10月18日㈪～22日㈮は全国一斉パ
トロール期間です。期間中は、市内全
域を対象に解体工事現場や新築工事現
場などに立ち入り、分別解体と廃棄物
の処分などの調査と指導を行います。
問　開発建築指導課（☎537-5635）

がけ崩れなどの防災工事に対して
費用の一部を助成します
▪申請受付期限：10月29日㈮
▪対象：◦崖地の高さがおおむね5m

以上で、傾斜度が30度以上　◦崖地
の危険区域内に現在の住居があり、
同じ敷地内に移転可能な土地がな
い。　※崖地が人為的なものや宅地
造成工事によるもの、県が行う防災

（急傾斜）事業などは対象外です。
▪助成対象工事：コンクリート擁壁、石

積み・ブロック積み擁壁、落石防止柵
など
▪助成対象者：工事などを行う土地の

所有者または管理者等
▪助成金額：工事、設計などに要する費

用に、助成率（10分の8）を乗じた額
で、1戸当たり600万円を上限としま
す。　※対象戸数5戸以上の場合は、
大分土木事務所河川砂防課（☎558-
2146）へ。
▪その他・問　申請方法など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、河
川・みなと振興課（☎537-5632）へ。

一般競争入札により
市有地を売却します
◎四迫ため池
▪地目：ため池
▪面積：8,564.88㎡
▪参考価格：950万円
▪入札日時：11月17日㈬　午前10時～
▪入札場所：本庁舎9階　第1入札室
▪受付期間：10月1日㈮～11月1日㈪
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

土木管理課（☎537-5630）へ。

市の機構が一部変わります
　10月1日㈮実施の機構改革として、
東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の終了に伴い、東京オリン
ピック・パラリンピック推進局を廃止
します。
問　人事課（☎537-5604）

無料人権相談を行います
▪日時：11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〉

赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします　
　10月1日㈮～12月
31日㈮の間、赤い羽
根共同募金運動を行
い ま す。寄 付 金 は、
地域福祉の充実に役
立てられます。皆さ
んの温かい善意をお待ちしています。
問　福祉保健課（☎537-5996）

4年度市民税・県民税の主な
税制改正についてお知らせします
◎住宅借入金等特別税額控除の控除期

間を13年間とする特例について入
居期限が4年12月末までに延長され
ます。

◎上場株式等の配当所得・譲渡所得の
「申告不要制度」の選択が確定申告書

内で完結できるようになりました。
◎肉用牛の売却による事業所得の延長

適用期限が3年延長され、6年度まで
となります。

※詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、市民税課(☎537-5730)へ。

豊後料理の提供が始まります
▪提供期間：10月1日㈮～11月30日㈫
▪提供店舗：大分市、別府市、臼杵市、津

久見市、竹田市、豊後大野市、由布市、
日出町内の76店舗88メニュー
▪その他：ガイドブックは、上記8市町

内の観光案内所、大分市の本庁舎、支
所および公民館で配布の他、豊後料
理ホームページで確認できます。
問　農政課（☎537-7025）

横尾土地区画整理事務所からの
お知らせ（☎535-7556）
　横尾土地区画整理事業の換地計画に
ついて、県知事の認可を受けましたの
でお知らせします。詳しくは、横尾土
地区画整理事務所へお問い合わせくだ
さい。

高齢者の季節性インフルエンザ
予防接種の費用を助成します
▪期間：10月1日㈮～4年1月31日㈪
▪対象：◦接種日に満65歳以上の市民　
◦接種日に満60歳以上65歳未満で、
心臓、腎臓、呼吸器の機能障がいまた
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫
機能障がいを有し、身体障害者手帳
1級相当に該当する市民
▪自己負担金：1,500円（ただし、生活

保護世帯、市民税非課税世帯の人は
無料）
▪持参品：①健康保険証や運転免許証

など　②健康手帳（持っている人の
み）　③生活保護世帯の人…生活保
護診療依頼証　④市民税非課税世帯
の人（次のいずれかで可）…市民税非
課税世帯確認書（保健所保健予防課
が発行しますので、接種1週間前ま
でにご連絡ください）、介護保険料決
定通知書、介護保険負担限度額認定
証、後期高齢者医療限度額適用・標準
負担額減額認定証
▪接種場所：市内の指定医療機関（医療

機関での予防接種には、事前予約が
必要です）
問　保健所保健予防課（☎535-7710）

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
▪日時：10月21日㈭　午後6時～7時　

※要予約
▪申込み・場所・問　電話で、10月1日

㈮～14日㈭〈午前8時30分～午後6
時〉に市民課（本庁舎1階　☎537-
7298）へ。

空家等相談会
▪日時：10月24日㈰　午前10時～正

午、午後1時～4時
▪場所：大在公民館2階　研修室
▪内容：宅地建物取引業者や建築士、行

政書士などによる空き家の管理、売買・
賃貸、リフォーム、相続、解体の相談
▪対象：空き家の所有者や管理者、将来

空き家になる可能性がある家屋を所
有している人
▪その他：事前予約は不要です。
問　住宅課（☎585-6012）

お知らせ01

無料
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新型コロナウイルス感染拡大の
影響を受けた
中小企業者・小規模事業者等の
事業所等に対して
家賃の一部を支援します
▪対象：以下の①～④のすべてに該当

する中小企業者など　①市内に事業
所などがあること　②6月から9月
のいずれかの月の売り上げが、前年
もしくは前々年同月比で50％以上
減少していること、または、6月から
8月もしくは7月から9月の3カ月間
の売り上げの合計が、前年もしくは
前々年同期間比で30％以上減少し
ていること　③事業所等を賃貸借契
約等に基づき賃借していること　④
8月31日以前から対象事業所等にお
いて事業を営んでいること
▪支給額：月額家賃相当額の5分の4で

算出された額（最大16万円）
▪その他：申請方法など詳しくは、市

ホームページをご覧になるか、コー
ルセンター（☎0120-933-037）へ。
問　商工労政課（☎585-6011）

市学校給食用物資納入事業者
登録制度説明会　
▪日時：①10月26日㈫　午後2時～3

時　②10月29日㈮　午後2時～3時
▪場所：①保健所6階　大会議室
　②第2庁舎6階　大研修室
▪申込み・問　申込方法など詳しくは、

体育保健課（☎585-6010）へ。

登録型本人通知制度を
ご利用ください
　本人通知制度とは、戸籍や住民票な
どの証明書を本人の代理人や第三者に
交付したとき、本人へ通知するもので
す。市の住民基本台帳や戸籍に記載さ
れている人であれば、事前登録でこの
制度を利用できます。なお、同一世帯
でまとめて登録申請することもできま
す。
▪申請場所：市民課（本庁舎1階）、各支

所、旭町文化センター、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〉、各地区公民館　
※郵便による申請も可
▪その他・問　申請方法や申請に必要

なものなど詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、市民課（☎537-
5615）へ。

マイナポイント事業が
12月末まで延長されます
　国のマイナポイ
ント事業は期間が
12月末まで延長さ
れます。なお、マイ
ナポイントの対象
となるのは、4月末
ま で に マ イ ナ ン
バーカードの交付申請を行った人が、
12月末までに選択したキャッシュレ
ス決済サービスでチャージまたはお買
い物をした場合ですので、ご注意くだ
さい。詳しくは、市マイナポイント電
話相談窓口（☎574-7137）へ。
問　企画課（☎537-5603）

10月1日は「浄化槽の日」です
　浄化槽は微生物の働きでトイレなど
の排水をきれいにして、川や海にかえ
す設備です。きれいな自然を守るため、
正しく管理しましょう。
◎浄化槽は3つの維持管理が大切です
▪保守点検：市に登録された「浄化槽保

守点検業者」に委託してください。
▪清掃：市の許可を受けた「浄化槽清掃

業者」に委託してください。
▪法定検査：（公財）県環境管理協会（☎

567-1855）にお申込みください。
◎浄化槽の使用開始・休止・変更時など
には届け出が必要です
▪届け出の対象：◦浄化槽の使用を開

始または再開したとき　◦浄化槽の
使用を休止または廃止したとき　◦
引っ越しなどで浄化槽の管理者が変
わったとき
◎合併処理浄化槽への設置替えを補助
します

　　7年以上公共下水道などの整備計
画がない地域で、住宅に設置されて
いる「単独処理浄化槽」や「くみ取り
便槽」から、「合併処理浄化槽」に設置
替えをする場合（新築は対象外）、そ
の費用を補助します。
▪補助金額の上限

人槽 補助金額
5人槽 78万9,000円
6～7人槽 84万6,000円
8～10人槽 95万4,000円

▪その他：着工前に申請が必要です。
予算に限りがあるため先着順に受け
付けます。
問　廃棄物対策課（☎540-5850）

全市一斉オープンスクールデーを
実施します
　11月1日「おおいた教育の日」の取り
組みとして、市立の幼稚園、小・中学校
および義務教育学校で、保護者や地域
の人に保育や授業を公開します。
▪期間：10月23日㈯～11月14日㈰〈各

市立幼稚園、小・中学校および義務教
育学校が指定した日時に限ります。〉
問　学校教育課（☎537-5648）

みどりの夢銀行がオープンします
　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（払
戻）できます。

開設場所 期間

① 公園緑地課
（本庁舎7階）

10月4日㈪～
11月30日㈫

② 鶴崎支所 10月20日㈬・27日㈬
③ 稙田支所 10月22日㈮・25日㈪
④ 明野支所 10月18日㈪・29日㈮

⑤

アイラブグリーン
大分事務所

（大字玉沢625-2）
〈大分植木㈱内　

☎541-1047〉

10月16日㈯・30日㈯、
11月6日㈯・20日㈯

▪時間：午前10時～午後5時（公園緑地
課、アイラブグリーン大分事務所は
午前9時～午後5時）
問　公園緑地課（☎537-5975）

都市計画の変更に関する
説明会を開催します
①西大分港周辺地区に関すること
▪日時・場所：10月25日㈪　午後7時～　

春日校区公民館
②畑中公園に関すること
▪日時・場所：10月30日㈯　午後7時

30分～　南大分体育館
③荏隈児童公園に関すること
▪日時・場所：10月20日㈬　午後7時～　

荏隈小学校体育館
問　都市計画課（☎537-5965）

毎週日曜日　午前11時45分～11時50分　TOSテレビ大分
（市内のケーブルテレビ局でも放送中）
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