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

建設工事・配水管布設工事などの
入札参加資格審査申請を
受け付けます
市や上下水道局が令和４年度に発注
する工事などの競争入札参加資格審査
申請の受け付けを行います。
①建設工事、測量・建設コンサルタント
業務など
▪受付場所：本庁舎5階 503会議室
▪担当課：契約監理課（☎537-5714）
②配水管布設工事（上下水道局のみ）
▪受付場所・担当課：上下水道局総務課
（城崎町一丁目 ☎538-2413）
▪受付期間：2月1日㈫～3月10日㈭
▪申請書類：競争入札参加資格審査申
請書類など
▪その他・問 申請書の提出は、原則郵
送でお願いします。詳しくは、各担
当課へ。

認知症初期集中支援チームでの
サポート
認知症初期集中支援チームとは、認
知症サポート医と福祉・介護の専門職
で構成されたチームで、認知症が疑わ
れる人や認知症の人、その家族を訪問
し認知症についての困り事や心配事に
ついて、サポートします。認知症の症
状などでお困りの人は、ぜひご相談く
ださい。
▪対象：
◦40歳以上で、在宅で生活し認知症
が疑われる人や認知症の人
◦病院の受診をしたがらない
◦内服も受診も勝手にやめている
◦介護サービスを利用したいが上手
くつながらない
◦認知症の症状が強く、サービス利
用や介護に困っている
▪その他・場所・問 相談は、市内23地
域包括支援センター、または市認知
症初期集中支援チーム（長寿福祉課
内 ☎537-5771）
へ。

無料人権相談を
行います
▪日時：2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〉
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国民健康保険税などは所得申告時
の社会保険料控除の対象です
◎納付額の確認
▪国民健康保険税…1月下旬に郵送す
る「納付済額のお知らせ（令和3年1
月～12月までの納付済額をお知ら
せしたもの）」で確認してください。
なお、40歳～64歳の人は介護保険料
も含まれています。
▪後期高齢者医療保険料…1月下旬に
郵送する
「納付済額のお知らせ
（令和
3年1月～12月までの納付済額をお知
らせしたもの）
」
で確認してください。
※国民健康保険・後期高齢者医療制度
加入前の保険税（料）については、加
入していた医療保険の保険者（事業
所など）で確認してください。
▪介護保険料（65歳以上の人）…年金
の源泉徴収票または領収証書等で納
付済額を確認してください。
▪国民年金保険料…社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書を日本年金
機構から郵送しています。申告には
控除証明書または領収書の添付が義
務付けられています。
◎納付額が分からない人には納付額確
認書を発行します
▪国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料…窓口に来る人の本人確認書類
（マイナンバーカード・運転免許証な
ど）を持参して、国保年金課（本庁舎
2階④番窓口）、各支所、本神崎・一尺
屋連絡所で手続きをしてください。
▪介護保険料
（65歳以上の人）
…長寿福
祉課（本庁舎1階⑭番窓口）
、各支所
（鶴崎・稙田市民行政センターでの発
行は東部・西部保健福祉センター）
、
本神崎・一尺屋連絡所で手続きをし
てください。
▪国民年金保険料…控除証明書の発行
など詳しくは、大分年金事務所へお
問い合わせください。
問 国保年金課
（☎537-5616）
、
長寿福
祉課
（☎537-5741）
、
大分年金事務所
（☎552-1211 自動音声案内2→2）

都市計画道路の変更認可を
受けたのでお見せします
▪内容：滝尾中部地区住環境整備事業
（大分都市計画道路事業3･4･69号片
島松岡線）
▪縦覧場所・問 まちなみ整備課（本庁
舎7階 ☎537-5637）

解雇などで失業した人は
国民健康保険税が軽減される
場合があります
会社の倒産・解雇などで失業した人
の国民健康保険税は、前年の給与所得
を3割として算定します。
▪持参品：雇用保険受給資格者証、本人
確認書類（マイナンバーカード・運転
免許証など）、マイナンバーを確認で
きる書類
※離職日に65歳未満の人で、雇用保険
受給資格者証の離職理由番号が、
11、
12、21、22、23、31、32、33、
34の人が
対象です。
▪届出先：国保年金課（本庁舎1階⑨番
窓口）または各支所、本神崎・一尺屋
連絡所
問 国保年金課（☎537-5736）

無保険の人は早急に
国民健康保険の加入手続きを
無保険の人で、国民健康保険の加入
手続きが遅れた場合、最長で3年さか
のぼって課税されます。加入手続きが
遅れるほど一度に多額の保険税を納め
ることになりますので、無保険の人は
今すぐ加入手続きをしてください。
問 国保年金課（☎537-5736）

不妊治療費などを
助成しています
医療保険適用外の不妊治療費、医師
が必要と認める不妊検査費、先進医療
として実施されている不育症検査費に
ついて一部助成をしています。申請に
は期限や条件があります。詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、保健
所健康課（☎536-2562）
へ。

４月から後期高齢者医療保険料
の年金天引き
（特別徴収）
で
納める人へ
次の条件をすべて満たす場合、原則
4月から年金天引きを開始します。対
象者には3月中旬頃、特別徴収開始通
知書を送付します。
◦3年4月～9月に大分市で新たに後期
高齢者医療制度の被保険者となった
場合
◦被保険者が1年間に受け取る年金額
が18万円以上で、被保険者の介護保
険料が年金天引きの対象
◦被保険者の介護保険料と後期高齢者
医療保険料の1回の特別徴収の合計
額が、
1回の年金支給額の2分の1以内
〈口座振替に変更したい人は〉
1月28日㈮までに窓口へ申し出れば、
4月からの年金天引きを中止し、口座
振替による支払いに変更することがで
きます。
※支払い方法変更の際に必要なもの
◦案内通知または健康保険証など
◦口座の通帳または口座番号が確認で
きるもの
◦通帳印
問 国保年金課（☎537-5736）

償却資産の申告は
1月31日㈪までに
商店や工場などを経営し、事業用の
資産を市内に所有している個人・法人
は、1月31日㈪までにその所有状況の
申告書を資産税課（第2庁舎3階）へ提
出してください。
問 資産税課（☎537-7293）

インターネットで
差押不動産を公売します

事業主・税理士等の皆さん、
eLTAX による
市税の電子申告・
電子納税をご利用ください

▪物件（所有権）…仲西町二丁目5番
10の101 ◦建物 種類：事務所
（鉄
骨鉄筋コンクリート造11階建1階部
分）床 面 積：52.67 ㎡ ◦ 見 積 価 額
97.6万円
▪参加申込期間：1月13日㈭午後1時～
2月1日㈫午後11時
▪入札期間：2月7日㈪午後1時～14日
㈪午後1時
※市ホームページで詳細を確認できま
す。売却を中止する場合もあります。
問 納税課（☎537-5732）

eLTAX とは、市税の申告や納税など
の手続きをインターネットから行える
システムです。対象税目や利用手続き
など詳しくは、エルタックスヘルプデ
スク（☎0570-081459〈受付時間…午
前9時～午後5時 土・日曜日、祝日、年
末年始を除く〉
、
ホームページ
〈https://
www.eltax.lta.go.jp/〉）へ。
問 税制課（☎537-7314）
市民税課（☎537-5731）
資産税課（☎537-7293）
納税課（☎537-5611）

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：1月23日㈰ 午前9時～午後3
時 ※佐賀関・野津原支所は午前9
時～正午
▪その他：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。
カードの受け取りは予約不要
（佐賀関・
野津原支所は要予約）
で、
申請補助は
希望する窓口への予約が必要です。
▪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：1 月 20 日 ㈭ 午 後 6 時 ～ 7 時
※要予約
▪申込み・場所・問 電話で、1月4日㈫
～13日㈭〈午前8時30分～午後6時〉
に市民課
（本庁舎1階 ☎537-7298）
へ。

荷揚町小学校跡地複合公共施設
整備事業基本設計説明会を
開催します
▪日時：1月10日㈪ 午後2時30分～
（午後2時開場）
▪場所：J:COMホルトホール大分3階
大会議室
▪定員：50人（先着順、要事前予約）
▪その他・問 安全・安心なイベント実
施のため、本説明会に「大分市ワクチ
ン・検査チェック」
を導入しますので、
ご協力をお願いします。申込方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、企画課（☎585-6020）
へ。

産後ケア事業についてのお知らせ
出産後間もない時期に、産科医療機
関や助産所で助産師等の専門職から、
お母さんの心身のケアや育児のサポー
トを受けることができます。詳しくは、
保健所健康課（☎536-2516）
へ。

住居表示案を公示します
梅が丘地区、京が丘南4丁目地区、国
分台地区を5年1月7日㈯から新住居表
示に変更する予定です。その町界・町
名変更案を本庁舎正面玄関の掲示板に
公示します。
▪期間：1月12日㈬～2月11日㈮
問 市民協働推進課（☎537-7250）
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住居表示実施区域に
建物を新築
（改築）
したときは
「住居番号設定申請」
が必要です
住所に必要な「住居番号」は自分で付
けることはできません。任意の番号で
住民登録や不動産登記などの手続きを
した場合は、再度手続きが必要になる
ことがあります。
▪申請時期：建物の足場が外れてから
建物登記や住民登録をするまでの間
※詳しくは、
市ホームページをご覧にな
るか、市民協働推進課（☎537-7250）
へお問い合わせください。

エスペランサ・コレジオ
学生作品発表会
学生の作品と授業の様子などの資料
を展示します。
▪期間：1月14日㈮～16日㈰ 午前10
時～午後6時〈14日㈮は午後2時か
ら、16日㈰は午後3時まで〉
▪場所：J:COMホルトホール大分１階
エントランスホール
問 市立エスぺランサ・コレジオ（☎
522-3415）

横尾土地区画整理事業地区内の
登記事務が一時停止されます
横尾土地区画整理事業の換地処分の
公告が1月末に予定されており、公告
翌日から登記の書き換えが完了するま
での約3カ月間、同地区内の登記事務
が一時停止されますので、ご注意くだ
さい。
問 横尾土地区画整理事務所（☎5357556）

マタニティマークを通した
妊産婦にやさしい環境づくりに
ご協力ください
妊娠初期のお腹
の目立たない時期
でも周囲に妊娠を
知 ら せ る「マ タ ニ
ティマーク」。市で
は、このマークを通して、受動喫煙の防
止や交通機関での座席の譲り合いなど
「妊産婦にやさしい環境づくり」を進め
ています。
問 保健所健康課（☎536-2516）
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