大分市災害時多言語通訳サービス（Oita City Multilingual Disaster Distress Call Center）
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。
（The City of Oita provides interpreting services via a call center for foreign residents and tourists to help with
communication in times of disaster. Please refer to the City of Oita homepage for further details.）
問国際化推進室
（☎537-5719）

アートプラザ建築キッズツアー

無料

▪日時：1月19日㈯ 午前10時～正午
▪場所：アートプラザ2階 アートホール
▪対象：小学生以上 ※小学3年生以
下は保護者同伴
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪内容：大分の建築家と一緒に、アート
プラザや近隣の面白い建物を見学
▪申込み・問 電話で、1月11日㈮午後
6時までに、アートプラザ（☎5385000）へ。

講座＆教室
「地域コミュニティ創造事業」
無料
講演会

▪日時：1月12日㈯ 午後2時～3時30
分（午後1時30分開場）
▪場所：稙田公民館 集会室
▪内容：⃝講演…「地域活動の未来－聞
かせてください、やりがいと苦労－」
⃝講師…山浦 陽一氏（大分大学経済
学部准教授）
▪定員：200人（当日先着順）
問 市民協働推進課（☎537-7251）

退職前から始めるシニア
就職準備セミナー

無料

▪日時：2月2日㈯ 午前10時～正午
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階
セミナールームL
▪内容：⃝講演…「人生100年時代のラ
イフデザイン」 ⃝講師…篠原 丈司
氏（社会保険労務士）
▪対象：おおむね50歳以上の人
▪定員：20人（先着順）
▪申込み・問 電話で、
1月4日㈮～31
日㈭に商工労政課(☎537-5964)へ。

円滑な事業承継のための
中小企業支援講座2019

▪日時：2月6日・13日・20日（水曜日・全
3回） 午後6時30分～8時30分
▪講師：県事業引継ぎ支援センター職員
▪定員：45人（先着順）
▪受講料：500円（資料代） ※交流会
参加者は各回別途300円
▪申込み・場所・問 産業活性化プラザ
（J:COM ホルトホール大分2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4日㈮～2
月1日㈮に同プラザ
（☎576-8879）
へ。
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星空散歩～長寿星カノープスと
冬の星空たち～参加者募集

▪日時：2月9日㈯午後6時30分～10日
㈰午前9時15分（1泊2日） ※9日の
みの参加も可
▪内容：屋外での星空観察や天体望遠
鏡での天体観測
▪対象：市内・豊後大野市大野町に居住
の人（未成年者のみの参加は不可）
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪参加料：540円（朝食代、シーツクリ
ーニング代など） ※9日のみの場
合は無料
▪申込み・場所・問 電話で、1月8日㈫
～26日㈯にのつはる少年自然の家
（大字荷尾杵 ☎589-2212）
へ。

イベント
市美術館第４期コレクション展

▪内容：①山水画と風景画（展示室1）
②招福！笑う絵画（展示室2） ③花
を描く（展示室3） ④竹を編む技
（展示室4）
▪ 期 間：① ③ ④1月16日㈬ ～4月7日㈰
②1月16日㈬～2月24日㈰ 午前10時
～午後6時
（入館は午後5時30分まで）
▪ 観 覧 料：一 般300円、 高 校・大 学 生
200円、中学生以下無料 ※市美展
期間中〈3月8日㈮～31日㈰〉は無料
▪場所・問 市美術館（☎554-5800）

不妊治療費を助成しています
医療保険適用外の不妊治療費用を一
部助成しています。申請期限は、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(☎536-2562)へ。

インターネットで差押不動産を公売します

▪物件①
（一括公売）
…大字福宗字川久保
1455番2 ⃝土地 地目：宅地 総地
積：317.12㎡ ⃝建物 種類：居宅（軽
量鉄骨造瓦葺平家建） 床面積：90㎡
▪物件②…原新町353番地 豊国スカ
イマンション大分105号 種類：店舗
（鉄骨鉄筋コンクリート造1階建） 床
面積：237.26㎡
▪物件③…大字志生木字辛幸3898番
14 地目：宅地 地積：165.33㎡
▪見積価額：①71万3,500円 ②166万
9,000円 ③78万円
▪参加申込期間：1月8日㈫午後1時～
22日㈫午後11時
▪入札期間：1月29日㈫午後1時～2月
5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 ①②納税課（☎537-5732）
③国保年金課（☎574-6365）

都市計画を変更したのでお見せします

▪内容：大分都市計画道路の変更
〈廃止〉
7・7・128高架側道顕徳町線
▪縦覧場所・問 都市計画課（本庁舎7
階 ☎537-5636）

募集
市男女共同参画推進団体募集
展示室3

権藤種男《桜並木》 1930年

第42回大分市みんなの
消費者大会

無料

▪日時：1月25日㈮ 午前10時～11時
50分（午前9時30分開場）
▪場所：コンパルホール3階 多目的
ホール
▪内容：⃝講演…「これからの経済動向
と消費生活」 ⃝講師…森 毅氏（日
本銀行大分支店長）
▪定員：200人（当日先着順）
問 ライフパル（☎573-3770）

市では、男女共同参画を推進する団
体・グループの活動を支援するため、登
録団体を募集しています。
▪対象：5人以上で構成され、半数以上
が市内に居住または通勤・通学し、市
内で主な活動をする団体・グループ
▪有効期間：2年間
▪支援の内容：⃝研修、講座などの情報提
供 ⃝登録団体の情報発信 ⃝男女
共同参画センター内の会議室無料貸出
▪その他・問 登録要件や申請方法な
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。

無保険の人は今すぐ
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、最高で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）

市民課からのお知らせ
①証明書自動交付機は2020年12月末
に運用終了します
印鑑登録証で証明書自動交付機を利
用している人は、窓口で印鑑登録証明
書を取得する際や改印時に印鑑登録証
が必要ですので、引き続き大切に保管
してください。住民票の写しや印鑑登
録証明書などは窓口のほか「証明書コ
ンビニ交付サービス」で取得できます。
サービスの利用には、マイナンバーカ
ードが必要です。マイナンバーカード
の申請方法など詳しくは、市ホームペ
ージをご覧になるか、お問い合わせく
ださい。
②証明書コンビニ交付サービスを1月
11日㈮に一時休止します
システムメンテナンスに伴い、1月
11日㈮午後7時～12日㈯午前6時30分
の間、証明書コンビニ交付サービスを
休止します。

問 市民課（①☎537-5734 ②☎5375615）

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（☎5377250）へ。

市民活動団体への支援事業（１％
応援事業）説明会を開催します

▪日時：1月11日㈮ 午後2時～4時
（午後1時30分開場）
▪場所：本庁舎8階 大会議室
▪対象：ボランティア団体、
NPO法人、ま
ちづくりグループなどの市民活動団体
問 市民協働推進課(☎537-7251)

子ども家庭支援センターを
ご利用ください
育児のストレスや、保育所
（園）
や幼稚
園、学校での困り事などの相談を、電話
や面接で受け付けています。相談は無料
で、
面接による相談は予約が必要です。
また、虐待かなと思ったときも、ご連
絡ください。連絡した人が特定される
ことはありません。
▪相談先・問 ①中央子ども家庭支援セ
ンター
（本庁舎9階 ☎537-5688）
②東部子ども家庭支援センター（鶴崎
市民行政センター1階 ☎527-2140）
③西部子ども家庭支援センター（稙田
市民行政センター1階 ☎541-1440）
▪利用時間：①午前8時30分～午後6時
②③午前8時30分～午後5時15分
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

大分あんしんみまもりネットワークに
無料
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。登録方法など
詳しくは、
長寿福祉課
（☎537-5771）
へ。

市道・河川などの草刈りに
助成します

▪対象団体：自治会、子ども会、婦人会、
老人会、ボランティア団体など（事前
に団体登録が必要）
▪対象区域：市道、河川、農道・林道およ
び下水施設で、市ボランティアによ
る草刈りが必要と認めた区域
▪報償金額：草刈り区域の面積（㎡）に8
円を乗じた額
（市道は5万円が上限）
問 ⃝市道…道路維持課（☎537-5674）
⃝河川…河川課
（☎537-5632）
⃝農道…生産振興課
（☎537-5629）
⃝林道…林業水産課(☎537-5783)
⃝下水施設…下水道施設管理課
（☎537-5642）

お知らせ
４月から国民健康保険税または
後期高齢者医療保険料の
年金天引き
（特別徴収）
を開始します
各制度ごとに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2月中旬頃、特別
徴収開始通知書を送付します。
◎国民健康保険税
⃝世帯主が国民健康保険に加入し、30
年4月～9月に65歳に到達
⃝世帯の国民健康保険加入者の年齢が
全員65歳～74歳
⃝世帯主が1年間に受け取る年金額が
18万円以上
⃝世帯主の介護保険料と、世帯の国民
健康保険税１回の特別徴収の合計額
が、世帯主の１回の年金支給額の2
分の1以内
◎後期高齢者医療保険料
⃝30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
⃝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29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
⃝健康保険証
⃝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）

障がい者職場実習生を
募集しています
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。
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