証明書コンビニ交付
サービスを一時休止します

大分市エンディングノートを
ご活用ください

システムメンテナンスに伴い、一時
休止します。
▪休止日時：1月7日㈮午後7時～11日
㈫午前6時30分
問 市民課（☎537-5615）

いつ起こるか分からない「もしも」の
ときに備えるとともに、家族や大切な
人と終活の話をするきっかけ作りやい
ざというときに自分の希望や思いを伝
えるためにも、ぜひご活用ください。
▪配布場所：長寿福祉課（第2庁舎2階、
本庁舎1階⑭番窓口）、各支所、各地
域包括支援センター
問 長寿福祉課（☎537-5771）

長寿福祉課からのお知らせ
（1）
（☎537-5771）
◎大分あんしんみまもりネットワーク
に登録しませんか
認知症などにより行方不明になるお
それのある高齢者の情報を事前に登録
し、行方不明になったときに協力企業・
団体が行政と一体になって早期発見を
支援する取り組みです。詳しくは、長
寿福祉課へお問い合わせください。
◎市認知症高齢者等個人賠償責任保険
事業を始めました
認知症高齢者等が損害賠償責任を
負った場合に、保険金の支払いを受け
ることができます。
▪対象：大分あんしんみまもりネット
ワークに事前登録をしている人
※保険のみの加入はできません。
▪内容：補償金額1事故あたり上限1億円
▪その他・問 大分あんしんみまもり
ネットワークに登録されると、自動
的に保険加入となります。詳しくは、
長寿福祉課へ。

長寿福祉課からのお知らせ
（2）
（☎537-5743）
①おむつ代の医療費控除のための確認
書を交付します
確定申告や市・県民税の申告時にお
むつ代の医療費控除を受ける際、2年
目以降は医師が発行したおむつ使用証
明書の代わりに市が発行した確認書を
使える場合があります。詳しくは、長
寿福祉課にお問い合わせください。
②障害者控除のための認定書を交付し
ます
65歳以上で障害者手帳を持ってい
ない人でも、障害者手帳などの基準に
準じて交付する「障害者控除対象者認
定書」によって、所得税や市・県民税の
障害者控除が受けられる場合がありま
す。詳しくは、長寿福祉課にお問い合
わせください。
▪手数料：①②300円（②は、調査が必
要な場合は500円）
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空き家相談出張窓口を
開設します

無料

▪日時：1月20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）

高齢者等世帯に対するごみ出し
支援の受け付けを開始します
4月からごみステーションまでごみ
を搬出することが困難な世帯を対象に
玄関先でごみを収集します。
▪対象：世帯全員が次のいずれかに該
当し、自ら所定のごみステーション
までごみを運ぶことが困難であり、
親族等の協力を得ることができない
世帯 ①65歳以上で要介護1以上の
認定を受け、訪問介護における生活
援助を利用している人 ②障害福祉
サービス受給者証の交付を受け、居
宅介護または重度訪問介護を利用し
ている人 ③ ①、②に準ずる人で、
市長が特に必要と認めた人
▪その他・問 受け付けは1月7日㈮か
らです。申込方法など詳しくは、清
掃業務課（☎568-5763）
へ。

在宅医療・介護に関する
動画を公開中です！
在宅医療・介護をより
多くの人に知ってもら
うため、実際に自宅で医
療・介護サービスを利用
▲市公式動画
している人とその家族
チャンネル
の様子をご紹介します。 はこちら
ぜひ、ご覧ください。
問 長寿福祉課（☎537-5746）
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お知らせ

令和4年成人記念集会の
お知らせ
▪日時：1月9日㈰ 正午～午後1時15
分（午前11時開場、午前11時30分か
ら開会前イベントあり）
▪場所：昭和電工ドーム大分
▪その他・問 安全・安心なイベント実
施のため、成人記念集会に「大分市ワ
クチン・検査チェック」を導入しま
す。当日、昭和電工ドーム大分の敷地
内に臨時の抗原検査場を設置し、任
意で「ワクチン・2回目接種済」
「抗原
検査済」等の確認を自己申告で行い
ますので、皆さまのご協力をお願い
します。式典の内容など詳しくは、市
ホームページをご覧になるか、社会
教育課（☎537-7039）へ。

消防出初式

第46回憲法記念講演会

「アフガニスタンに命の水を～中村哲

医師・PMSと共に～」
と題し、
講演します

イベント

消 防 職 員・団

どで活動を続ける

員が一堂に集

ペ シ ャ ワ ー ル 会

結し決起する

会 長・PMS 総 院 長

消防の仕事始

の村上優氏を招

め で す。迫 力

き、中 村 哲 氏 と 現

ある消防車の

地 事 業 体 PMS が

行 進 や、一 斉

アフガニスタンで

放水などを行

行った農業用水路

います。 今年

の建設などの活動内容やその原動力についてご講演いた

度も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、参加人

だきます。定員は240人（先着順）で、入場料は無料です。申

数を縮小し、実施します。

込みは、電話または市ホームページの電子申請フォーム

⃝日時：１月15日㈯

で、１月４日㈫から２月３日㈭までに市長室へ。
⃝日時：２月４日㈮

⃝場所：大分川舞鶴橋・弁天大橋間左岸河川敷

文化ホール
⃝その他：当日は、
検温と手指消毒、マスクの着用をお願い
します。発熱やせきなど風邪のような症状があ
る人は参加を控えてください。

問 市長室 ☎537-5600

問 消防局総務課 ☎532-2188

午後２時～３時30分

大分市マイナンバーカードセンターを開設します
お知らせ

休日にマイナンバーカードの
手続きが可能となります

２月１日 ㈫ か ら 大 分 市 マ イナン バ ー
カードセンターを開設します。受付業務
は、マイナンバーカード交付、券面変更、
暗証番号変更・再設定、申請補助、電子証
明書発行・更新等で、全て予約制です。本

▪乗り継ぎ停留所：のつはるコミュニ
ティバス…野津原公民館停留所、た
きおコミュニティバス…滝尾校区公
民館停留所
▪その他・問 運賃や時刻表など詳し
くは、
市ホームページをご覧になるか、
都市交通対策課
（☎578-7795）
へ。

午前９時～10時

※一般来場者向けの駐車・観覧スペースは設けておりま
せん。
⃝その他：雨天時は、消防局４階講堂で式典のみを行いま
す。この場合は、音声案内（☎533-1800）でお知
らせします。

大分市ブランド認証
「Oita Birth」
に
新しく8品目が加わりました！

のつはるコミュニティバス、
たきおコミュニティバスは
路線バスに乗り継ぐことができます

災害被害のない穏やかな
１年に

アフガニスタンな

⃝場所：コンパルホール１階

▪追加加工品：
◎佐賀関関あじ茶漬け、佐賀関関さば
茶漬け、佐賀関関たい茶漬け、佐賀関
関あじ味噌、佐賀関関さば味噌
佐賀関加工グループ（☎575-3400）
◎パリパリごんぼ
㈽ 戸 次 ご ん ぼ の 会（☎ 090-83550046）
◎必然のニラ醤油、みんなのニラ醤油
㈱ LogStyle
（☎578-7309）
問 農政課（☎537-7025）

イベント

センターの開設により、土日において
も、カードの交付、申請の受付および電子証明書の更新手
続等への対応が可能となります。
ぜひ、
ご利用ください。
⃝開庁日：月～日曜日

※ただし、第３土曜日およびその
翌日の日曜日、祝日、年末年始、その他システム
メンテナンス日等は閉庁します。
⃝開庁時間：午 前10時～午後６時（最終受付は午後５時
20分）
⃝場所：大分オーパ２階
（中央町一丁目）

問 市民課 ☎537-7298

新型コロナウイルスワクチン３回目接種券の発送
お知らせ

２回目接種から８カ月以上経過した人は
３回目接種を受けられます

新型コロナウイルスワ
クチンの２回目接種を
終了した日から原則８
カ月を経過した人へ順
番に接種券を発送しま
す。現在は、３年４月中
旬までに２回目の接種
を終了した医療従事者
等の人に順次接種券を発送しています。今後の接種券発
送の時期など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※内容について変更となる可能性があります。
新型コロナウイルスワクチンに
関する情報はこちら▶

問 市新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-097-321
市報おおいた R４.１.１
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