おおいたナビ

鶴崎・明野地区で循環バスの
実証運行を行います
買い物や通院などにご利用ください。
▪期間：1月30日㈬～2月28日㈭
▪運行ルート：◦鶴崎循環線
（4便）
◦松岡・鶴崎線（2便） ◦宮河内パー
クプレイス線（4便） ◦明野団地循
環線（6便） ◦明野・高城循環線（5
便）
※詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、都市交通対策課（☎5375969）
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
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）

20歳になったら国民年金に
加入してください
国民年金は、
20歳以上60歳未満の人
が必ず加入しなければならない年金制
度です。年金未加入の自営業者や学生、
アルバイト、無職の人は国民年金室
（本
庁舎1階⑩番窓口）
、各支所、本神崎・一
尺屋連絡所で加入手続きをしてくださ
い。なお、所得が一定額以下の場合、
「学
生納付特例制度」や「納付猶予制度」
、
「保険料免除制度」がありますので、ご
相談ください。
また、会社員・公務員などの人や、会
社員・公務員などに扶養されている配
偶者
（第3号被保険者）
は、勤め先で手続
きを行うので、窓口での手続きは不要
です。
問 国民年金室（☎537-5617）

竹林整備のための竹粉砕機を
貸し出しています

▪貸出期間：最大15日間
▪対象：竹林整備に取り組む自治会や
NPO法人、ボランティア団体など
▪その他：市内での竹林整備に限りま
す。機械の輸送や稼働に係る費用は
使用者の負担となります。返却時に
は燃料を満タンにしてください。
▪申込み・問 貸出機種など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、林
業水産課（☎537-5783）
へ。
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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月中旬に郵送す
る「納付済額のお知らせ（30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月中旬に
郵送する「納付済額のお知らせ（30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
（運転免許証・健康保険証など）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）

郷土の緑保全地区の指定
（案）
の縦覧をします
▪縦覧期間：1月15日㈫～29日㈫
▪指定予定地区：里地区
▪縦覧場所・問 公園緑地課（本庁舎7
階 ☎537-5975）

お知らせ
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一定期間、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（運転免許証・健康保険証な
ど）
※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（申告が必要）。
▪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）

長寿福祉課からのお知らせ
（☎537-5743）
◎おむつ代の医療費控除のための確認
書を交付します
確定申告や市・県民税の申告時におむ
つ代の医療費控除を受ける際、
2年目以
降は医師が発行したおむつ使用証明書
の代わりに市が発行した確認書を使える
場合があります。確認書の発行には条件
がありますので、事前に長寿福祉課にお
問い合わせください。
▪手数料：300円
◎障害者控除のための認定書を交付し
ます
65歳以上で障害者手帳を持っていな
い人でも、障害者手帳などの基準に準じ
て交付する「障害者控除対象者認定書」
によって、所得税や市・県民税の障害者
控除が受けられる場合があります。認定
書の発行には条件がありますので、事前
に長寿福祉課にお問い合わせください。
▪手数料：300円（ただし、調査が必要
な場合は500円）

無料人権相談を行います
▪日時：2月6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〉

第68回別府大分毎日マラソン大会

おおいたデザイン・エイド2018

手に汗握るレース！
ランナーの激走に熱い声援を

お知らせ

東京オリンピック選考会への出場権を獲得できるレー
ス。高崎山・うみたまご前をスタートし、市営陸上競技
場をゴールとした大分・別府間の42.195㎞を選手たちが
力走します。当日は交通規制が行われます。ご協力をお
願いします。

２月３日㈰

⃝日時：

正午スタート

午後２時９分ごろ
フィニッシュ予定

平和市民公園先
交差点

市営陸上競技場

25km
←
別府方
面

30km

弁天大橋

40km

舞鶴橋東
交差点

分駅
大分

駅

駅

牧
10

（三佐田交差点手前）

高城駅

鶴崎駅

平和市民公園先交差点～舞鶴橋東交差点
区間はランナーが車道を逆走します

問 別府大分毎日マラソン大会事務局 ☎558-1999

コンパル博覧会2019春・市民スポーツデー

イベント満載
見て、
感じて、
参加して楽しもう

イベント

市内のクリエイターの育成や、クリエイターの発想・技術を
活用した中小企業の販路拡大を目的に「おおいたデザイン
･エイド2018」を実施しています。その一環として、トーク
イベントとパッケージデザインコンテスト表彰式を開催。
参加は無料。定員は100人で、先着順です。申込方法など
詳しくは、おおいたデザイン･エイド2018公式ホームペー
ジをご覧になるか、商工労政課へお問い合わせください。
⃝月日：

２月10日㈰

⃝場所：iichiko総合文化センター
１階アトリウムプラザ

35ｋm

県立美術館

西大

三佐田交差点

第２折り返し

トークイベントとパッケージ
デザインコンテスト表彰式を開催

募集

コンパルホール主催の講座受
講生による成果発表として、作
品展やステージ発表、茶会など
さまざまな催しを行います。ま
た、野菜などを販売する「ふな
い天神町〈大〉ごえん市」や各
種ワークショップを開催。各種
ワークショップの申込みは、直接または電話で、
１月16日㈬
から先着順で受付。各種催しの内容や料金など詳しくは、市
ホームページをご覧になるか、
コンパルホールへお問い合わ
せください。

３月１日㈮～３日㈰

⃝期間：

⃝場所：コンパルホール
◎ワークショップの内容
１日㈮ 午後６時30分 やわらか股関節＆美尻ヨガ
２日㈯ 午前10時 親子でチャレンジ！体育教室
午後１時 ひなまつりスペシャルスイーツを作ろう
午後１時45分 リフレッシュ・ワークアウト
３日㈰ 午前10時 ボタニカルジェルのアロマキャンド
ル作り、
今日から始める体力づくり教室、
キッズス
ポーツチャレンジ
※期間中は、
卓球室、
トレーニング室を無料開放します。

問 コンパルホール ☎538-3700

◎トークイベント
⃝時間：午後１時30分～２時30分
い ろ べ
⃝講師：色部義昭氏
〈㈱日本デザインセンター
色部デザイン研究室主宰〉
⃝演題：
「目印と矢印～グラフィックデザインができること～」
◎パッケージデザインコンテスト表彰式
市内企業９社の商品パッケージを題材にして行ったデザイン
コンテストに127点の応募がありました。その中から優秀作
品の表彰式を行います。また、受賞作品の展示も行います。
⃝時間：午後２時45分～

問 商工労政課 ☎585-6011

もりもりランド in のつはる

春の息吹を感じながら
ネイチャーゲームを楽しもう

イベント

自然 の 不思 議 や 仕 組みを学
ぶネイチャーゲーム、身近な
素材を使った簡単工作、草ス
キーなどを行います。対 象は
市 内または豊 後 大 野 市 大 野
町在住の人（家族・グループも
可）で、参加料は1人600円で
す。定員は40人で、多数時は抽選。申込みは、電話で、1月
15日㈫～2月15日㈮正午にのつはる少年自然の家へ。

３月２日㈯

⃝日時：

午前10時～午後４時

⃝場所：のつはる少年自然の家（大字荷尾杵）

問 のつはる少年自然の家 ☎589-2212
市報おおいた H31.１.15
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