市長表彰おめでとうございます
特殊詐欺等防止機能付き電話機等
の購入費を助成します
▪対象：◦市内に住所を有しかつ居住
をしている人 ◦申請日において、
満65歳以上の人のみで構成される
世帯に属している人 ◦過去に県警
察本部が実施した事業や同様の事業
により電話機等を貸与されたことが
ない人
▪補助額：補助対象経費の3分の2（上
限1万円） ※1世帯につき1回限り
▪その他・問 補助要件や申請方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、生活安全・男女共同参画課
（☎537-5997）
へ。

12月は年末完納促進強化月間です

ご存じですか
ヘルプマーク・ヘルプカード
援助が必要なことを
知らせる目印です。こ
のマークを見かけたら、
電車やバス内で席を譲
る、困っているようで
あれば声を掛ける等の行動をお願いし
ます。ヘルプマーク・ヘルプカードは
障害福祉課（本庁舎1階⑮番窓口）、保
健所保健予防課（保健所2階）、各支所、
東部・西部保健福祉センターで配布し
ています。
問 障害福祉課（☎537-5786）

令和4年度隣接校選択制の
希望者は申請してください
▪申請期間：11月1日㈪～18日㈭
※詳しくは、学校教育課
（第2庁舎4階）
、
各小・中学校、義務教育学校に備え付
けの申請要項（市ホームページでダ
ウンロードも可）をご覧になるか、同
課（☎537-5903）
へ。
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市内にある昭和56年5月31日以前に
着工した木造住宅等の耐震診断、改修
工事および防災ベッド、耐震シェルター
設置に伴う費用の一部、また、道路に面
する危険ブロック塀等の除却について
も補助します。
▪募集期限：12 月 17 日 ㈮ ※ 危 険 ブ
ロック塀等除却については4年1月
28日㈮まで。
▪その他・問 補助条件や申請方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、開発建築指導課（☎5375635）へ。

鳥獣被害対策の費用を
一部補助します
◎鳥獣被害防護柵資材の購入費
▪対象資材：電気柵、鉄線柵、トタン柵
▪対象者：鳥獣による農林産物や人身
の被害を防ぐため、防護柵を設置す
る個人 ･ 団体
◎自衛捕獲用わなの購入費
▪対象動物：イノシシ・シカなどの大型
獣類、タヌキ ･ アナグマなどの中型
獣類、カラス
▪対象者：市内に居住の農業者で、わな
猟免許を有し、ハンター保険などに
加入している人
▪購入 ･設置期間：4年2月末までに防
護柵を設置 ･ わなを購入
▪申込期限：12月28日㈫〈予算に達し
次第終了〉
▪その他 ･ 問 購入後の申込みはでき
ません。申請方法など詳しくは、林
業水産課（本庁舎8階）、各支所、各連
絡所に備え付けの申込書（市ホーム
ページでダウンロードも可）をご覧
になるか、同課（☎585-6021）
へ。

東京2020パラリンピック競技
大会に出場した、市出身・在住の
３人の市長表彰を10月5日に
行いました。

お知らせ
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第40回記念大分国際
車いすマラソンを開催します
今大会からコースを一部変更します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、コース上での応援については、マ
スクを着用の上、大声を出さず、フィジ
カルディスタンスを確保してお願いし
ます。
▪開催日時：11月21日㈰ 午前10時～
▪その他・問 お部屋ラボ 祝祭の広場
でパブリックビューイングを行います。
コースの変更等、詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、第40回記念大
分国際車いすマラソン事務局（☎5336006）へ。

介護保険高額介護サービス費の
上限額が改正されました
8月1日以降に利用された介護サー
ビス分から、一定年収以上の高所得者
の上限額が新設されました。
区分

負担の上限額（月）

課税所得690万円以上 14万100円
（世帯）
課税所得380万円以上
9万3,000円
（世帯）
690万円未満

問

長寿福祉課（☎537-5742）

ノロウイルスによる
食中毒・感染症を予防しましょう
毎年、寒い季節になると「ノロウイル
ス」が流行します。次の点に注意し、感
染を防ぎましょう。
①手洗いは小まめに行う
②カキなどの二枚貝は十分加熱する
③調理器具等は十分に洗浄し、
消毒する
④おう吐物・下痢便の処理はマスク・手
袋を着用する
問 保健所衛生課（☎536-2704）

左から
陸上（男子1,500ｍ T20）
十川 裕次 選手
車いすバスケットボール女子
安尾 笑 選手
柔道（女子63kg 級）
工藤 博子 選手

大野ひかる選手 世界空手道選手権大会代表に内定！
９月２日に開催された「第25回世界空手道選手権大会選考会」の女子個人形で大野
ひかる選手（大分市企画部兼大分市消防局職員）
が優勝し、
日本代表に内定しました！
大野選手は2016年の世界選手権に女子団体形で出場し優勝していますが、個人形の
選手としては初出場です。世界選手権は、11月16日㈫からアラブ首長国連邦・ドバイで
開催されます。世界の舞台で活躍する大野選手に応援をよろしくお願いします！

新たな地域農業の担い手として、就
農を考える人に市独自の給付金制度を
設け、サポートを行っています。給付
金額は①研修段階：最大120万円／年
（最 長 2 年 間）、② 就 農 初 期 段 階：最 大
120万円／年（最長3年間）。家賃補助：
最大20万円／年（①②の期間）です。就
農相談も受け付けています。詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、農政
課（☎537-5628）
へ。

空き家相談出張窓口を
開設します

無料

▪日時 :11月18日㈭ 午前10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
▪相談内容：空き家の管理や利活用な
ど空き家に関する相談を受け付けま
す。
▪その他：事前予約は不要です。
問 住宅課（☎585-6012）

写真は昨年の「全日本選手権優勝」時のものです

「（仮称）大友氏館跡歴史公園」
の整備を進めています
本市では、顕徳町三丁目を中心に「
（仮称）大友氏館跡歴史公園」の整備を進めています。計画では、
大友氏館跡における中心建物の復元整備などを令和12年
（2030）
までに完成させることを目指して
おり、
当面の主な整備内容と計画についてお知らせします。

（仮称）大友氏館跡歴史公園イメージ図

整備基本計画
について
詳しくはこちら

大友宗麟公生誕500年となる令和12年（2030）に向けて大友氏館跡を
中心に歴史公園整備を進めていきます。
市道顕徳10号線・錦町10号線一部廃止
歴史公園整備のために、令和４年度に廃止を
予定しています。その後は、道路の撤去作業を
行い、これに合わせて国道10号との交差点の
改良工事も行う計画です。

北

西

広場

中心建物

歴史文化観光拠点施設

発掘調査予定地

大友氏館跡の発掘調査

小門

市道の廃止後に、大友氏館跡の東から北東側に
当たる地点で発掘調査を進めます。この場所は、
館の外郭に当たり、門跡や築地跡などの発見が
期待されています。

大門

JR日豊本線

大分市で就農しませんか

気になる大分市の話題を紹介

▲

市税・国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料・介護保険料の納付はお済み
ですか。期限までに納めないと、納め
た人との間に負担の公平さを欠くこと
になります。必ず納期限までに納めま
しょう。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 ◦市税について…納税課（☎5375691） ◦国保税など…国保年金課
（☎537-5738） ◦介護保険料…長
寿福祉課（☎537-5741）

木造住宅等の耐震診断および
耐震改修、
危険ブロック塀等の
除却に補助します

南

塀

雨水管布設

庭園
国道10号

大友氏館跡庭園

東

今後の歴史公園の整備に向け、
園内の雨水等の
排水を処理する雨水管の布設工事を令和３年
11月から進めます。

中心建物等の復元

工事中における駐車場の
一時変更のお知らせ
臨時駐車場
通行止

戦国時代の大名館の中で最大規
模の池を持つ庭園。当時の人々
が眺めた景色やその空間を体感
できます。
（令和２年６月から公開中）

館跡からは、発掘調査によって
建物跡や塀跡、井戸跡や区画溝
跡、儀礼や儀式で使用された土
器などが見つかりました。建物
跡は礎石痕等から導き出される
平面プランに基づき、立体復元
を目指します。

通行止

車いす使用者用駐車場

令和４年２月末までは、雨水
管布設工事のため、車でお越
しの人は、北側の臨時駐車場
をご利用ください。車いすを
ご利用の人は、JR 日豊本線
の高架南側に駐車場を設け
ております。

問 文化財課

☎537-5711
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