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）

在宅高齢者住宅改造費を
助成します

店舗のバリアフリー改修工事に
要する経費を助成します

▪対象：65歳以上で在宅の自立高齢者
またはその同居者で、前年の所得税
が非課税の世帯（1世帯1度限り）
▪助成額：工事費の9割（上限18万円）
▪対象工事：バリアフリーのための小
規模な住宅改造工事（新築、増改築、
着工済みのものを除く）で、2020年
3月末までに完了するもの
※着工前に申請が必要です。予算枠に
達し次第、受け付けを締め切ります。
▪申込み：4月1日㈪から担当校区の地
域包括支援センターへ。
問 長寿福祉課（☎537-5747）

▪対象者：市内に店舗を設け、宿泊業・
小売業・飲食サービス業・生活関連サ
ービス業を営む人
▪対象工事：手すりや簡易スロープの
設置、出入り口・廊下の拡幅など
▪補助限度額：25万円
▪募集期間：4月1日㈪～5月17日㈮
▪その他・問 必要書類など詳しくは、
障害福祉課
（本庁舎1階 ☎537-5786）
へ。

募集
「就労ピアサポートサロン
おおいた」
参加者募集

無料

▪日時：4月～2020年3月の毎月第3日
曜日 午前10時～正午 ※当日受付
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階
障がい者交流室
▪内容：同じ障がいを持つ人同士の就
労に関する相談・交流・情報交換など
問 障害福祉課（☎537-5658）

高崎山セラピーロード山開き
無料
参加者募集
新緑の高崎山で山開きを開催しま
す。山頂祭では記念品の配布などを行
います。
▪日時：5月12日㈰ 集合…午前8時
30分、解散…午後1時40分
（予定）
▪集合場所：要町貸切バス駐車場
※登山口周辺に駐車場がないため、無
料送迎バスを運行します。
▪定員：250人（多数時は抽選）
▪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、
イベント名を記入し、
4月24日㈬
〈必
着〉までに林業水産課（〒870-8504
荷揚町2-31 ☎585-6013）
へ。
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家庭から出る生ごみを
堆肥化し活用しませんか
①生ごみ処理容器の無料貸し出し
▪内容：コンポスト容器(2個まで)ま
たはボカシ容器(2個１セットまで)
②段ボールコンポストセットの支給
▪内容：段ボール(42×30×36㎝ )、土
壌改良材
（ピートモス、
もみ殻くん炭）
※１世帯4セットまで。希望者には防
虫布カバーと棒状温度計も支給。
③生ごみ処理機などの費用補助
◎生ごみ処理機
▪内容：購入費用の2分の1以内の額（電
動式は3万円、非電動式は1万5,000円
が上限）
。
購入後に申請してください。
◎ディスポーザ
▪内容：設置費用の額（3万円が上限）。
事前に相談が必要です。
※予算の範囲内で先着順に受け付けます。
▪その他：市内の世帯が対象で、年度中
に①～③のいずれか１つのみ利用可
能です。①③は、
27年度以降に同制度
を利用した人は対象外になります
（ただし、コンポスト容器を27年度以
降に1個借りている場合は、
1個追加
可能）
。
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。
問 ごみ減量推進課
（☎537-5687）

市新規事業分野開拓事業者認定
事業の認定業者を決定しました
▪認定業者（商品）
：◦松尾機器産業㈱
（浄水場汚泥減容化システム） ◦ゴ
ードービジネスマシン㈱（IP防災通
信システム、記録業務支援システム
「PenRevo」パッケージシリーズ）
◦㈱インパクト〈「タイル状多用途蓄
光版（高輝度蓄光応用製品）」蓄光ブ
ロックパネル（型式BIBP）〉
問 創業経営支援課（☎585-6029）

消防局警防課からのお知らせ
（☎532-2199）
◎東消防署松岡出張所に救急隊を配置
します
年々増加する救急出動に対応するた
め、新たに4月から東消防署松岡出張
所に救急隊を配置し、救急サービスの
向上を図ります。

◎大分東地域救急ワークステーション
に新たな連携医療機関が加わります
4月から、河野脳神経外科病院に救
急車と救急隊員を派遣します。重症事
故が発生した場合、医師が救急車に同
乗して出動することで、早期に必要な
治療を受けることができます。

2019年度版の
「子育て応援
ガイド」
ができました
妊 娠・出 産 時
の手続きや子育
て支援サービ
ス、お出掛けス
ポットなどを掲
載しています。
2019年度版
は、4月1日 ㈪ か
ら子ども企画
課、子育て支援課(本庁舎1階)、各支
所、各こどもルーム、保健所健康課 (保
健所1階)などで配布します。なお、
「子
な あ な
育て支援サイトnaana」でダウンロー
ドもできます。
問 子ども企画課(☎574-6516)

市内全域で有害鳥獣の捕獲を
行います
市の有害鳥獣捕獲班により、主に被
害のある農地周辺や山間部で行いま
す。事故を防ぐため、山に入る際は目立
つ色の服装で鈴などを着け、わなを発
見しても絶対に近づかないでくださ
い。
また、
住宅地周辺で行う場合もありま
すのでご理解、
ご協力をお願いします。
▪期間：4月1日㈪～7月31日㈬
〈予定〉
▪実施方法：銃器、わな（住宅地周辺で
は銃器は使用しません）
問 林業水産課（☎585-6021）

商工労政課からのお知らせ
（①②☎537-5959 ③☎585-6011）

「おおいた子育てほっとクーポン」
の交付額が変わります

①小規模事業者の販路開拓・業務効率
化の取り組みを補助します
チラシ作成、POSレジソフト導入、
商品パッケージのデザイン改良などに
かかる費用を一部補助します。
▪申請期間：4月1日㈪～12月27日㈮
〈予算に達し次第受付終了〉
②中心市街地への出店やイベント
開催にかかる経費を補助します
中心市街地の活性化を図ることを目
的に、事業を実施する個人・法人、団体
を補助します。
◎まちなか出店支援事業
▪補助率：50％ (個人・法人は100万円、
商店街団体は150万円が上限)
※改装費、備品購入費、広告費が対象
◎イベント開催事業
▪補助率：3分の2(80万円が上限)
③中小企業の設備投資を補助します
経営改善や競争力強化などにかかる
設備投資費用を一部補助します。
▪補助対象経費：市内工場の内部設備
の購入費用（中古も可）
▪申請期間：4月1日㈪～5月13日㈪
▪その他：いずれも事前に、相談などが
必要になります。補助要件や申請方
法など詳しくは、市ホームページを
ご覧になるか、商工労政課へ。

第3子以降は一律3万円の交付でし
たが、4月1日㈪以降に生まれた子ども
は、第4子以降も出生順位に応じて交
付額が増額されます。詳しくは、
「子育
な あ な
て支援サイトnaana」をご覧になるか、
お問い合わせください。
問 子育て支援課(☎537-5793)

交通遺児奨学手当を支給します
▪対象：父母またはそのいずれかが亡
くなられた小・中学生と同居する保
護者で、その生計を維持している人
※市内に居住する人に限ります。ま
た、遺児が養子になった場合や、遺児
の父母が再婚した場合は支給できま
せん。
▪支給額(年額)：小学生…1万9,200円、
中学生…3万円
▪その他・問 申込方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、生
活安全推進室(☎537-5997)へ。

31年度の軽自動車税納税通知書
を発送します
5月10日㈮までに通知書を発送する
予定です。納期限は5月31日㈮です。納
期限内であればコンビニエンスストア
でも納付できます。期限内の納付をお
願いします。
問 税制課(☎537-7314)

お知らせ
国民年金室からのお知らせ
（☎537-5617）

４月から産業活性化プラザ支援
ルームの閉館時間が変わります

◎31年度の国民年金保険料「学生納付
特例申請」は4月1日㈪から受け付け
ます
申請は毎年度必要です。来庁者の身
元確認書類、学生証（写し可）または在
学証明書（原本）、印鑑を持参の上、本庁
舎1階⑩番窓口、各支所、本神崎・一尺
屋連絡所で申請してください。
◎国民年金保険料が変わりました
31年度の国民年金保険料は、月額
1万6,410円に改定されました。付加保
険料は、月額400円で変わりません。
◎国民年金保険料の産前産後期間免除
制度が4月1日㈪から始まります
出産日が2月以降の国民年金第1号
被保険者に対し、出産予定日または出
産 日 が 属 す る 月 の 前 月 か ら4カ 月 間
（多胎妊娠の場合は、出産予定日または
出産日が属する月の3カ月前から6カ
月間）の国民年金保険料が免除されま
す。免除には申請が必要です。来庁者の
身元確認書類、母子健康手帳、印鑑を持
参の上、本庁舎1階⑩番窓口、各支所、
本神崎・一尺屋連絡所で申請してくだ
さい。

閉館時間が午後10時から午後8時に
変わります。開館時間は変わりません。
問 創業経営支援課（☎585-6029）

「31年度ごみ収集カレンダー」
は届きましたか

成 31 年度発行

いた

育てほっと
クーポン
★お子さんの住所
効期限

年

月

日

（3 歳の誕生日の前日）
★お子さんの氏名
お問合せ先

表紙、裏表紙の利用サービス一覧及び注意事項をご確認ください。

マイナンバーの点字化を行います
視覚に障がいがあり点字化を希望す
る人に、氏名とマイナンバーの点字シ
ール、
通知カード用ケースを配付します。
▪申請場所：障害福祉課(本庁舎１階)、
各支所 ※各支所では後日受け取り
になります。なお、電話で事前申込み
もできます。
▪持参品：通知カード、顔写真付きの本
人確認できるもの
▪その他：本人の来所が必要です。
問 障害福祉課(☎537-5786)

国保年金課からのお知らせ
（①☎537-5736 ②☎537-5616）
①国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料が年金天引きされている人へ
30年1月 ～12月 の 所 得 が 確 定 す る
までは、仮の金額で保険税(料)を徴収
します。仮徴収の額は、31年2月分と同
じです。年間保険税(料)額の確定後、
10月以降の年金天引きで調整します。
なお、国民健康保険税は8月以降に
調整されることがあります。
②国民健康保険高額療養費の支給申請
手続きが4月1日㈪から簡素化されます
31年2月診療分から国保加入者全員
が70歳以上の世帯は、初回のみ申請を
行えば、申請以後は自動で支給されま
す。なお、支給には条件があります。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。

ごみ収集カレンダーを3月に配布し
ました。市民課(本庁舎1階⑦番窓口)、
各支所、各連絡所、各清掃事業所で受け
取りもできます(市ホームページでダ
ウンロードも可）。
問 清掃業務課(☎568-5763)

駐車場検索サイト
「大分市パークアンドライド
駐車場ナビ」
をご利用ください
渋滞を減らし、鉄道、バスの利用を促
進するために、駅やバス停周辺の駐車
場の場所や利用料金が分かるウェブサ
イトを開設しまし
た。自動車から鉄道
やバスへの乗り継ぎ
を行う際にご利用く
ださい。
問 都市交通対策課 4月1日㈪から
（☎578-7795）
アクセスできます。
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