
市民の皆さんのご意見募集
①第4期大分市地域福祉計画・第5次地

域福祉活動計画(案) 
　誰もが住み慣れた地域で安心して生
活できるよう地域福祉の推進を図るた
めの計画です。
▪担当課：福祉保健課（第2庁舎2階　☎

537-5623)
②大分市中心市街地公有地利活用基本

構想（案）
　中心市街地公有地の荷揚町小学校跡
地、大分駅東側の22街区、54街区の利
活用についてまとめた構想です。
▪担当課：企画課(本庁舎5階　☎585-

6020)
③大分市緑の基本計画 (案)
　緑の持つさまざまな役割や機能に配
慮して、市全体の緑地の保全や緑化の
推進を図るための計画です。
▪担当課：公園緑地課(本庁舎7階　☎

537-5975)
▪閲覧・募集期間：①12月17日㈪～31

年1月16日㈬〈必着〉、②12月19日㈬
～31年1月18日㈮〈必着〉、③12月26
日㈬～31年1月25日㈮〈必着〉
▪資料の閲覧場所：各担当課、情報公開室
（本庁舎7階）、各支所、市ホームページ
▪その他・問　個々の意見に対する直

接の回答はしません。応募方法など
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、各担当課へ。

嘱託給食調理員募集
▪任用期間：2019年4月1日～2020年

3月31日（予定）
▪勤務時間：午前8時10分～午後4時10

分（勤務場所により異なる場合あり）
▪勤務場所：市内の小学校
▪内容：学校給食の調理、配膳、食器洗

浄など
▪選考方法：書類審査、面接
▪賃金：日額9,170円
▪申込み・問　市販の履歴書（写真貼付）

に必要事項を記入し、直接または郵送
で、31年1月10日㈭～31日㈭〈消印有効〉
に教育総務課（〒870-8504　荷揚町
2-31　第2庁舎4階　☎537-5781）へ。

「naanaパートナー」随時募集中
　子育て中の人の意見
や情報などをサイト 
の運営に生かす市民 
ボランティアスタッフ 

「n
な あ な
aanaパートナー」を

募集しています。子育
てしながら参加でき、
活動内容はイベントの企画や運営など
です。自分の子育ての経験や得意なこと
を生かして、楽しく活動しませんか。
▪申込み・問　電話またはEメールで、

子ども企画課（☎574-6516　 info@
naana-oita.jp）へ。

文化財課嘱託職員募集
①発掘調査や整理作業など
▪対象：発掘調査報告書作成や発掘調

査の調査員経験がある人
②近世文書の解読、翻刻など 
▪対象：くずし字で書かれた古文書の

解読技能のある人
③情報発信やイベントの企画運営など
▪対象：文化財に対する関心が高く、英

語に関し必要な技能を有する人
④歴史資料館に関わる業務など
▪対象：日本史の専門的知識があり、学

芸員資格がある人
▪任用予定期間：2019年4月1日～2020

年3月31日
▪選考方法：書類審査、面接など
▪定員：①2人程度　②1人程度　③1

人程度　④1人程度
▪報酬：月額20万2,000円
▪申込期間：12月17日㈪～31年1月11

日㈮
▪その他・問　詳しくは、市ホームペー

ジをご覧になるか、文化財課（☎537-
5639）へ。

「男女共同参画」を
イメージした川柳を募集
▪応募資格：市内に居住または通勤・通

学している人　※作品は1人1点で
未発表のものに限る
▪募集締切：31年1月31日㈭
▪その他・問　入賞者には記念品を贈呈

します。応募作品の著作権は市に帰属
し、男女共同参画センターの広報に活
用します。作品は返却しません。申込方
法など詳しくは、市ホームページをご
覧になるか、男女共同参画センター（コ
ンパルホール2階  ☎574-5577）へ。

しぃたん  かおりん

児童扶養手当
（ひとり親家庭などの手当）を
12月11日に振り込みました
　該当者で振り込みのない人は、子育
て支援課（☎537-5793）へご連絡くだ
さい。

歴史資料館の市民学芸員募集
▪活動内容：来館者への展示解説、勾玉

作りの体験講座の指導などを行うボ
ランティア
▪対象：歴史に興味がある人、専門的な

知識や技術を生かしたい人
▪定員：10人程度（先着順）
▪申込み・問　電話で、12月15日㈯～31

年1月31日㈭に歴史資料館（☎549-
0880）へ。

市営墓地空き区画の
使用希望者募集
▪申込期間：12月17日㈪～31年1月25

日㈮〈必着〉
▪募集する墓地：丸山墓地公園、西浜墓

地、上野墓地
▪申込資格：現在、遺骨を保有している

人など　※詳しくは、お問い合わせ
ください。
▪決定方法：抽選
問　保健所衛生課（☎536-2854）

スクールソーシャルワーカー募集
▪内容：不登校児童生徒が置かれた環

境への働きかけ、保護者・教職員に対
する支援など
▪対象：社会福祉士、精神保健福祉士の

有資格者または福祉や教育の分野で
活動経験の実績などがある人
▪任用予定期間：2019年4月1日～2020

年3月31日 
▪選考方法：書類審査、面接など
▪定員：若干名
▪報酬：月額20万4,000円
▪申込期間：12月17日㈪～31年1月18

日㈮
▪その他・問　詳しくは、市ホームペー

ジをご覧になるか、市教育センター
（☎533-7744）へ。

送付と振込

募集

大分市災害時多言語通訳サービス（大分市灾害发生时多语言翻译服务）
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。
（大分市向外国人、访日游客等提供灾害发生时的电话翻译服务。对应语言及利用方法等详情，请查看大分市官网。）� 問国際化推進室（☎537-5719）
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住所の表示が31年1月12日㈯
から変わります
▪対象地区：横尾土地区画整理事業地

区、雄城台団地地区、雄城台住宅地地
区、椿ケ丘地区、二豊および上宗方の
一部地区、田尻グリーンハイツ地区
▪新住所の表示方法：（例）横尾東町○

丁目○番○号、雄城台○番○号、雄城
台中央○丁目○番○号、椿が丘○丁
目○番○号、上宗方南○丁目○番○
号、田尻東（西・中央・北）○番○号
▪その他：一部の地区は郵便番号が変

わります。
※対象者には個別に通知しています。
問　市民協働推進課（☎537-7250）

明治大分水路土地改良区総代
選挙を行います
▪立候補届出日時：31年1月16日㈬・17

日㈭　午前8時30分～午後5時
▪投票日時：31年1月23日㈬　午前7時

～午後2時
▪立候補受付・投票場所：◦第1区（稙

田・東稙田地区）…稙田市民行政セン
ター　◦第2区（滝尾地区）…立候補
受付は第2庁舎6階　選挙管理委員
室、投票場所はJAおおいた滝尾支店　
◦第3区（明治・別保地区）…鶴崎市
民行政センター
問　市選挙管理委員会事務局（☎537-

5652）

穴ぼこ110番
　道路の穴ぼこやマンホールぶたのがたつ
きなどを見掛けたら、連絡をお願いします。
◦市道…道路維持課(☎537-5769)　
◦国道〈10号、210号宮崎交差点～大分

市境〉…国土交通省大分維持出張所(
☎543-2030)、道路緊急ダイヤル(☎
＃9910)　◦県道、上記以外の国道
…県大分土木事務所(☎558-2141)

障がい者職場実習生募集
　将来企業へ就職を希望する障がい者
を対象に、市役所での職場実習生を随
時受け入れています。
▪対象：知的障がい者・精神障がい者で、

障害者就労支援機関登録者または特
別支援学校の生徒
▪実習場所：商工労政課（本庁舎9階）
▪申込み・問　実習日程予約後、書類の

提出が必要です。詳しくは、商工労政
課（☎537-5964）へ。

資産税課からのお知らせ
①償却資産の申告はお早めに
　個人、法人を問わず、商店や農業、漁
業、不動産業、工場などを営んでいる人
が、その事業のために所有している構
築物や機械、工具・備品などの資産を

「償却資産」といい、固定資産税の課税
対象となっています。
償却資産の具体例

構築物
広告塔、駐車場舗装、内装・内装
工事、ビニールハウス、塀、緑化
施設、キャノピーなど

機械および
装置

各種製造機械、土木建設等各種
産業用機械および装置、機械式
駐車設備、太陽光発電設備など

船舶・航空機 遊漁船、漁船、ドローンなど

車両および
運搬具

大型特殊自動車（ホイールクレ
ーン、タイヤローラーなど）
※自動車税、軽自動車税の対象
となるものを除く

工具・器具
および備品

事務用機器（パソコンなど）、エ
アコン、陳列ケース、医療機器、
理・美容業機器、看板など

　31年1月1日現在の「償却資産」の所
有状況を、31年1月31日㈭までに、31
年度申告書として資産税課（第2庁舎3
階）へ提出してください。　※期限間近
になると窓口が混雑します。31年1月4
日㈮～18日㈮〈土・日曜日、祝日を除
く〉の申告にご協力ください。
②家屋を取り壊したときは連絡を
　家屋（物置など簡易な建物を含む）を
取り壊したときは、早めに連絡をお願
いします。取り壊しの確認ができてい
ない場合、その家屋に対する固定資産
税が引き続き課税されることがありま
す。なお、家屋滅失証明が必要なとき
は、お問い合わせください。
問　①資産税課（☎537-7293）　②◦本

庁・明野支所管内の人は…資産税課
（土地については☎537-7286、家屋に
ついては☎537-7291）　◦鶴崎・大在・
坂ノ市・佐賀関支所管内の人は…東部
資産税事務所（☎527-2132）　◦稙
田・大南・野津原支所管内の人は…西
部資産税事務所（☎541-1406）

無料人権相談を行います
▪日時：31年1月9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〉

市の公共施設を見学する団体に
バスの借り上げ料を補助します
　団体がバスを借り上げて市の指定す
る公共施設を2カ所以上見学する場
合、バスの借り上げ料を補助します。
▪対象団体：市内の20人以上の団体
▪見学日時：希望する施設の開館日・時

間内であれば自由（土・日曜日、祝日
も可）
▪申込期間：実施希望月の2カ月前の月
（土・日曜日、祝日を除く）　〈例〉3月
実施分は1月中の申込みが必要です。
▪補助率：対象経費の2分の1（上限5万円）
▪その他・問　補助要件など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、広
聴広報課（☎537-5601）へ。

一般競争入札により
市有地を売却します
①里市有地（里二丁目102番）
▪地目：宅地
▪面積：559.07㎡
▪参考価格：8,000,000円
②久原市有地（大字久原字江川340番
135）
▪地目：宅地
▪面積：963.98㎡
▪参考価格：5,700,000円
③金山市有地（大字佐賀関字金山966
番12）
▪地目：宅地
▪面積：198.43㎡
▪参考価格：2,700,000円
▪入札日時：31年2月7日㈭　①午前9時

30分～、②午前11時～、③午後1時30分～
▪入札場所：本庁舎9階  第2入札室
▪受付期間：12月17日㈪～31年1月24日㈭
▪その他・問　現地説明会を31年1月10

日㈭に行います。申込方法など詳し
くは、管財課（☎537-5608）へお問
い合わせください。

お知らせ

10市報おおいた  H30.12.15


