
求職者のための事業所見学会

参加者募集

▪日時：1月25日㈭　午後1時～4時30分

▪集合場所：大分城址公園　西側入口

▪内容：「有料老人ホーム　グループリ

ビングさとしん」「特別養護老人ホー

ム　アイリスおおいた」の見学

▪対象：市内に居住する人または市内

で就労を希望する人

▪定員：20人（先着順）

▪申込み・問　商工労政課（本庁舎9階）

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）に記入し、1月16

日㈫～23日㈫に同課（☎537-5964）へ。

一般就労を目指す

精神障がい者の嘱託職員募集

▪内容：データのパソコン入力や文書

の整理・配送など

▪対象：昭和52年4月2日～平成11年4

月1日に生まれた人で、精神障害者保

健福祉手帳（有効期限が30年3月1日

以降）の交付を受けている人など

▪定員：1人

▪募集期間：1月15日㈪～2月2日㈮

▪その他・問　申込み方法など詳しく

は市ホームページをご覧になるか、

商工労政課（☎537-5964）へ。

旧今市小学校の跡地利用者募集

　旧今市小学校の跡地を、高齢者福祉施

設として活用する事業者を募集します。

▪対象施設：旧今市小学校校舎およびグ

ラウンド(大字今市字石合原1099-26)

▪対象事業：有料老人ホーム、サービス

付き高齢者向け住宅、通所介護事業

所　※他の施設の併設可

▪募集期限：2月9日㈮

▪その他・問　詳しくは、学校施設課（第

2庁舎4階）に備え付けの募集要項（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（☎537-5647）へ。

保育のしごとセミナー　　

　市内の私立保育施設40カ所がブー

スを設け、保育現場の様子や特色など

を紹介します。

▪日時：2月8日㈭　午後3時～ 6時

▪場所：大分イベントホール(南春日町)

問　子ども企画課（☎585-6016）

無料

催 し催 し

無料

森林セラピー体験ツアー

inおしどり渓谷参加者募集

▪日時：2月25日㈰

　①午前9時～　②午前9時30分～　

　③午前10時～　※各2時間程度

▪場所：おしどり渓谷セラピーロード

（大字廻栖野）〈集合は県民の森管理

事務所駐車場〉

▪定員：各10人（多数時は抽選）

▪参加料：各1,200円（ガイド料など）

▪申込み・問　はがきまたは市ホーム

ページの専用フォームに、参加者全

員の氏名・年齢・性別、代表者の住所・

電話番号、イベント名、希望番号を記

入し、2月9日㈮〈必着〉までに林業水

産課（本庁舎　☎585-6013）へ。

市内農水産物の産地見学ツアー

参加者募集

▪日時：2月27日㈫　午前8時15分～

午後0時30分　※市役所集合

▪定員：40人（多数時は抽選）

▪申込み・問　往復はがき（１枚につき

４人まで）に、参加者全員の氏名（ふり

がな）・年齢・性別、代表者の住所・電話

番号を記入し、1月15日㈪～2月16日㈮

に農政課（本庁舎　☎537-7025）へ。

「赤ちゃんの駅」登録施設募集

　乳幼児を抱える保護

者の子育てを支援する

ため、外出先で授乳や

おむつ替えなどを無料

でできる施設（赤ちゃ

んの駅）を募集します。

詳しくは、子ども企画

課（本庁舎2階）に備え付けの実施要件

確認書（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（☎574-

6516）へ。

統計調査員募集

▪内容：国と県が実施する各種統計調

査において、統計調査員として調査

票の配布・回収などを行う

　※調査ごとに、登録された人の中か

ら調査への従事を依頼

▪対象：市内に居住する20歳以上で、

税務、警察、選挙に直接関係のない人

▪その他：各調査に従事した場合、報酬

が支給されます。

▪申込み・場所・問　直接または電話で、

総務課（本庁舎3階　☎537-5795）へ。

無料

接、同課（☎537-5964）へ。

嘱託職員募集

①国民年金室（☎537-5617）

▪内容：受付等の窓口業務など

▪対象：国民年金業務を通算１年程度

経験したことがあり、窓口対応やパ

ソコン操作ができる人

②生活福祉課（☎537-5621）

▪内容：生活保護受給者のケアプラン

の点検など

▪対象：介護支援専門員証の交付を受

けた人

③生活福祉課（☎537-5621）

▪内容：生活保護受給者の保健指導など

▪対象：保健師の資格所有者または、地

域ケア・保健等の経験がある正看護

師の資格所有者

④長寿福祉課（☎537-5743）

▪内容：要介護認定調査の訪問など

▪対象：市内に居住し、正看護師、助産

師、保健師、介護支援専門員のいずれ

かの資格所有者で、普通自動車運転

免許を有する人

⑤教育総務課（☎537-5781）

▪内容：学校給食の調理、配膳、食器洗

浄など

▪定員：①④⑤若干名　②③各１人

▪報酬：①②月額18万4,000円　③④

月額20万4,000円　⑤日額6,980円

▪任用期間：4月1日～31年3月31日

　〈更新可〉

▪申込方法：直接または郵送（①本庁舎2

階  ②③④第2庁舎2階  ⑤第2庁舎4階）

▪申込期間・期限：①④1月15日㈪～

31日㈬〈必着〉　②③1月15日㈪～

29日㈪〈必着〉　⑤1月31日㈬〈消印

有効〉まで

▪その他・問　詳しくは、市ホームペー

ジをご覧になるか、各担当課へ。

アートプラザ建築レクチャー＆

ツアー「磯崎新と大分」

参加者募集

▪日時：2月18日㈰　午後1時～2時50分

▪内容：アートプラザ設計者の磯崎新

氏について学ぶ

▪講師：島岡 成治氏（日本文理大学教授）

▪定員：30人（多数時は抽選）

▪申込み・場所・問　電話で2月12日㈪

午後6時までにアートプラザ（荷揚

町　☎538-5000）へ。

募 集募 集

無料

大分市災害時多言語通訳サービス（오이타시 재해시 다 언어 통역 서비스）
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。

（오이타시에서는 외국인과 방일 관광객들에게 재해발생시의 콜센터 통역 서비스를 제공 하고 있습니다. 언어와 이용 방법 등 자세한 내용은 시 홈

페이지를 참조하십시오.） 問国際化推進室（☎537-5719）
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新規就農者を支援しています

　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：120万円／年（最長2

年間）、②就農初期段階：120万円／年

（最長3年間）。家賃補助は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。

PM2.5（微小粒子状物質）に

ついてお知らせします

　市では、PM2.5の濃度が高くなった

場合、県の注意喚起に基づき、市ホーム

ページや防災メールなどで注意を呼び

掛けます。注意喚起が実施された場合、

次のことに注意して行動しましょう。

①屋外での長時間の激しい運動や外出

をできるだけ減らす　②換気や窓の開

閉を必要最小限にする　③呼吸器系の

疾患がある人、子ども、高齢者などはよ

り影響を受けやすい可能性があるので、

体調の変化に注意する

※直ちに健康に影響があるわけではあ

りません。

問　環境対策課（☎537-5622）

高額介護合算療養費の

支給申請書の送付

　毎年8月から翌年7月までの1年間に

支払った医療保険と介護保険の自己負

担額の合計額が、一定の限度額を超え

た場合、超えた額を高額介護合算療養

費として支給しています。

▪申請方法・問　基準日7月31日時点

で、県後期高齢者医療制度に加入し

ていて、該当する人には1月中に支

給申請書を郵送します。詳しくは、

県後期高齢者医療広域連合（☎534-

1771）または国保年金課（☎537-

5735）へ。

送付のお知らせ

エスペランサ・コレジオ学生作品

発表・コース紹介

　学生の作品（和洋裁・服飾ソーイン

グ・陶芸など）の展示と各コースの学習

内容を紹介します。

▪期間：1月24日㈬～30日㈫　午前９

時～午後6時〈24日㈬は午後４時か

ら、30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）

無料人権相談を行います

▪日時：2月7日㈬　午前10時～正午、

午後1時～3時　

▪相談員：人権擁護委員

▪内容：人権問題について

▪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〉

不妊治療費助成金の

申請を受け付けています

　不妊治療費助成金の受付をしていま

す。申請締切は、治療終了日から60日

以内です。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-

2516）へ。

雨水貯留施設設置費の補助対象を

広げました

　29年12月から、店舗・事業所等も補

助対象になりました。また、雨水貯留タ

ンクの申請は設置後になりました。

▪対象：次の要件をすべて満たすこと

　●市内で雨水貯留タンクまたは浄化

槽転用雨水貯留施設を設置すること　

●市内に住所を有する個人、または市

内に店舗・事業所等を置く団体　●自

らの住居または店舗・事業所等とし

て使用している建築物のある土地に

設置すること　●過去5年以内に同補

助金の交付を受けていないこと　●

市税の滞納がないこと

▪補助金額：設置費用の2分の1に相当

する額（雨水タンクは2万5,000円、

浄化槽転用施設は5万円が上限）　

　※予算の範囲内で先着順に受け付け

ます。

▪その他・問　浄化槽転用施設は工事

着工前の申請が必要です。詳しくは、

下水道営業課（☎537-5641）へ。

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、事業用償却

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を資産税

課（第2庁舎3階）へ申告してください。

問　資産税課（☎537-7293）

中央通り歩行者天国交通規制

　中央通り6車線を使う歩行者天国で

す。当日、会場周辺では交通規制を行い

ます。現場の係員の指示に従ってくだ

さい。イベントの詳細は、市報2月1日

号と市ホームページに掲載します。

▪交通規制日時：2月10日㈯　午後2時

～8時

◎中央通り歩行者天国フリーゾーン

で、パフォーマンスなどを行う出演

者を募集します。応募方法など詳し

くは㈱大分まちなか倶楽部(☎573-

7377)へ。

問　商工労政課（☎537-5959)

4月は自治委員の改選期です

　新自治委員の任期は４月１日から

2020年3月31日までです。市政と地域

をつなぐ重要な役割を担う自治委員の

推薦をお願いします。

▪推薦方法：自治区住民の総意に基づい

て推薦し、総会議事録または、自治会

の役職者が署名した推薦書などを提

出してください。

▪提出期限 ：3月6日㈫

問　市民協働推進課（☎537-5612）

都市計画を変更したので

お見せします

▪内容：大分都市計画下水道の変更

　〈新規追加〉片島雨水排水ポンプ場

　〈廃止〉鶴崎汚水中継ポンプ場 

▪縦覧場所・問　都市計画課（本庁舎7

階　☎537-5636）

お知らせ
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暮らしの情報

10市報おおいた  H30.１.15


