
稙田・大南公民館の
館長募集
▪対象：社会教育の推進と生涯学習の
振興、市民協働によるまちづくりに、
識見と情熱をもって取り組む意欲の
ある人
▪任期：2019年4月1日～2020年3月31
日（更新可）
▪報酬：月額20万4,000円
▪勤務時間：午前8時30分～午後4時45
分または午前9時～午後5時15分（月
に18日勤務。ただし、土・日曜日の勤
務あり）
▪一次試験・場所：12月15日㈯　午前
9時～正午　本庁舎地下1階　Ｂ15
会議室
▪選考内容：筆記試験、論文「地区公民
館がまちづくりと社会教育の中心と
なる方策について」
　※一次試験合格者は後日、個別面接
を実施
▪申込み・問　市民協働推進課、各支
所、各地区公民館に備え付けの選考
試験申込書〈11月15日㈭から市ホー
ムページでダウンロードも可〉に記
入し、11月15日㈭～30日㈮に同課
（本庁舎2階　☎537-5612）へ。

福田平八郎賞、朝倉文夫賞
小･中学校、特別支援学校
図画･彫塑展
　市内の小・中学校、義務教育学校およ
び特別支援学校の児童生徒が制作し、
入賞作品に選ばれた図画454点、彫塑
326点を展示します。
▪期間：11月27日㈫～12月3日㈪
▪時間：午前9時～午後7時〈27日㈫は
午前11時から、3日㈪は正午まで〉
▪場所：アートプラザ　アートホール
問　学校教育課（☎537-5648）

クリスマスブックツリーを
飾ります
　市民図書館(J:COM�ホルトホール大
分2階)に、ツリーを設置します。クリ
スマスカードに「おすすめの本」を記入
し、楽しく飾り付けをしましょう。
▪設置期間：11月22日㈭～12月24日㈪　
※11月26日㈪、12月10日㈪は休館日
問　市民図書館(☎576-8241)

イベント

無料

特定優良賃貸住宅・特定公共
賃貸住宅の入居者募集
①特定優良賃貸住宅
▪対象世帯：自ら居住するための住宅
を必要とする2人以上の家族（一部単
身可）　※収入が基準内であること
▪住宅・申込み：⃝「パレフロール城崎」�
「ラフィーネ大道」「セゾン大分駅前」「ポ
ラリス中津留」…㈱ベツダイ（☎533-
2451）　⃝「メゾンSoubi」「ＭＤワーフタ
ワー」…㈱豊後企画集団（☎537-4975）
②特定公共賃貸住宅
　詳しくは、第2大分市営住宅管理セン
ター（本庁舎地下1階　☎536-2555）へ。
問　住宅課（☎537-5977）

市政に対するアイデア募集
▪募集分野：①市民福祉の向上　②教
育・文化の振興　③防災安全の確保　
④産業の振興　⑤都市基盤の形成　
⑥環境の保全　※特に、子育て支援
の充実、中小企業・農林水産業の振
興、市への移住・定住促進など
▪内容：次に該当し、提案者の創意による
具体的かつ建設的なもの　⃝市民サ
ービス向上につながる新たな施策に関
するもの　⃝市の活性化に関わるもの　
⃝市政運営の改善に役立つもの
▪その他：提出方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧になるか、企画課
（☎537-5603）へ。

求職者のための事業所見学会
参加者募集
▪日時：11月29日㈭　午後1時10分～
4時15分（予定）
▪集合場所：大分城址公園　西側入口
▪内容：「有料老人ホーム・デイサービス
センター�メモリー明野北」「特別養護
老人ホーム�緑風苑（大字下郡）」の見学
▪対象：市内に居住の人または市内で
就労を希望する人
▪定員：20人（先着順）　
▪申込み・問　電話またはファクス、Ｅメ
ールで、住所、氏名、年齢、電話番号を、
11月28日㈬までに商工労政課（☎537-
5964　 533-9077　 rousei@city.
oita.oita.jp）へ。

無料

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手洗いはこまめに行う
②生ものの取り扱いは慎重に行う　
③調理器具を分け、十分に洗浄する
④布巾は十分に消毒する
⑤�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）

障害児福祉手当などを
11月9日に振り込みました
　11月期分の障害児福祉手当や特別障
害者手当、福祉手当（経過措置分）を受給
者の指定口座に振り込みました。該当者
で振り込みのない人はご連絡ください。
　また、病気や障がいのため日常生活
において常時の介護を必要とする、20
歳未満で障害児福祉手当の申請をして
いない人および病気や障がいのため在
宅で常時特別の介護を必要とする、20
歳以上で特別障害者手当の申請をして
いない人は、お問い合わせください。
問　障害福祉課（☎537-5786）

「認知症サポーター養成講座」
受講団体募集
▪実施日時：月～金曜日（祝日を除く）　
午前8時30分～午後5時15分
▪内容：認知症の基礎知識と認知症の
人への接し方を学習
▪対象：おおむね5人以上の団体
▪その他：会場は実施団体で用意して
ください（会場使用料などは団体負
担）。　※講師料、資料代は無料
▪申込み・問　長寿福祉課に備え付け
の申込書（市ホームページでダウン
ロードも可）に記入し、同課（第2庁
舎2階　☎537-5771）へ。
※各中学校区
にある地域
包括支援セ
ンターで申
込みも可。

送付と振込

募集

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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浄化槽の法定検査を
受けましょう
　浄化槽を管理している人は、浄化槽
が適正に維持管理され浄化機能が十分
に発揮できているかの確認を行うため
に、水質などを検査する法定検査を受
検しなければなりません。きれいな海
や川を汚さないために、3つの適正な
維持管理をお願いします。
▪法定検査：年1回、（公財）県環境管理
協会（☎567-1855）に依頼してくだ
さい。
▪保守点検：市に登録されている「浄化
槽保守点検業者」に依頼してくださ
い。
▪清掃：年1回以上、市の許可を受けた
「浄化槽清掃業者」に依頼してくださ
い。
問　廃棄物対策課（☎540-5850）

消火栓や防火水槽の付近は
駐車禁止です
　火災発生時、消火栓や防火水槽の付
近に駐車車両があると、消火活動の妨
げになります。消火栓や防火水槽は、皆
さんの尊い命や大切な財産を守るため
に使われています。「ちょっとだけ…」
と駐車して、もしものときに使えなけ
れば意味がありません。一刻を争う消
火活動にご協力をお願いします。
問　消防局警防課（☎532-2199）

出張労働相談会
▪日時：11月23日㈮　午前11時～午後
2時
▪場所：あけのアクロスタウン2番街　
　新館1階　中央通路
▪相談内容：賃金、労働時間、内定取消、
退職勧告など、労働に関すること
問　商工労政課（☎537-5934）

みんなのコンパル創造
プロジェクトを実施します
　コンパルホールで新たな文化芸術活
動公演やスポーツを普及させるための
イベントを行う団体の活動を支援しま
す。
▪募集期限：12月15日㈯
▪その他：応募方法など詳しくは、コン
パルホールに備え付けの募集要項
（コンパルホールホームページでダ
ウンロードも可）をご覧ください。
問　コンパルホール（☎538-3700）

無料

30年版環境白書を作成しました
　市では、市民の皆さんの健康と生活
環境を守るため、大気、水質、騒音など
の環境測定、工場・事業場の監視指導、
環境保全のための普及啓発活動を行っ
ています。29年度の環境の現状と取り
組みをまとめた「30年版環境白書」を作
成しました。
▪大気環境：光化学オキシダントおよ
びPM2.5以外の項目は環境基準を
達成していました。
▪水環境：河川は、すべての水域で環境
基準を達成していましたが、海域は
一部の水域で環境基準を超過してい
ました。
▪その他の環境：地下水および騒音は、
一部が環境基準を超過していまし
た。
▪その他・問　「30年版環境白書」は、環
境対策課（本庁舎4階　
☎537-5622）、市民
図書館（J:COM�ホル
トホール大分内）、市
ホームページでご覧
になれます。

市在宅医療・介護連携支援 
センターをご利用ください
　医療や介護が必要になった人が住み
慣れた地域で、自分らしく安心して暮
らせるように、在宅医療と介護の分野
を結びつける機関として支援します。
在宅医療に関する相談などは、同セン
ター（大字荏隈字庄ノ原1790-1�大分郡市
医師会内　☎529-7851）へ。
▪開設時間：月曜日～金曜日　午前9時
～午後5時

道路にはみ出した庭木の
剪
せ ん

定
て い

をお願いします
　庭の樹木が道路にはみ出すと、通行の
妨げになり、交通事故の原因になりかね
ません。早い時期に剪定をお願いします。
問　土木管理課（☎537-5992）

無料人権相談を行います
▪日時：12月5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〉

環境対策課からのお知らせ
（☎537-5622）

◎光害の防止に努めましょう
　屋外照明やイルミネーションを設置
する際は、光の漏れなどのない適切な
照明器具を設置し、照射方法、点灯時間
にも配慮しましょう。
◎環境イベントや運営スタッフ募集な

どの情報を掲載します
　情報は、市ホームページに掲載します。
ただし、掲載できる情報には条件があり
ます。詳しくは、お問い合わせください。

鳥獣被害でお困りの人へ
防護柵の購入費用を助成します
　イノシシなどの鳥獣による農林産物
や人身への被害を防ぐため、電気柵、ト
タン柵、鉄線柵を設置する個人・団体に、
資材購入費の3分の2以内（上限あり）を
助成します。
▪受付期限：12月28日㈮
▪対象：31年2月28日㈭までに防護柵
を設置する個人・団体　※購入後の
申込みは不可
▪申込み・問　林業水産課（本庁舎8階　
☎585-6021）、各支所、本神崎・一尺
屋連絡所に備え付けの申請書（市ホ
ームページでダウンロードも可）に
記入し、各備え付け場所へ。

環境配慮型設備投資
利子補給制度をご存じですか
　環境関連法令等の規制基準を下回る
水準で自主規制を行っている企業が、
さらに環境に配慮した設備を導入する
際の融資にかかる利子を補助します。
▪対象者：市内で工場等を営む事業者　
▪対象事業：大気汚染、水質汚濁、騒音・
振動、悪臭に配慮した1,000万円を超
える設備を今後新たに導入する事業
▪補助期間：最大10年間（毎年度要申請）
※詳しくは、市ホームページをご覧になる
か、創業経営支援課（☎585-6029）へ。

市健康生きがい賞を
表彰しました
▪市健康生きがい賞受賞者：工藤�省吾
（寒田北町）　梅田�純雄（にじが丘）　
首藤�義幸（曲）　※敬称略
問　長寿福祉課（☎537-5679）

お知らせ
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