
「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。

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、古文書の資
料整理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㈰～
令和2年1月31日㈮に歴史資料館（☎
549-0880）へ。

「史跡大友氏遺跡整備基本計画
（第1期）改訂版（案）」
市民意見募集
▪閲覧・募集期間：12月16日㈪～令和
2年1月15日㈬
▪資料の閲覧場所：文化財課（第2庁舎
6階）、情報公開室（本庁舎7階）、各支
所、市ホームページでご覧になれま
す。
▪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、文化財課（☎537-5711）へ。

市営墓地空き区画の
使用希望者募集
▪申込期間：12月16日㈪～令和2年1
月24日㈮〈必着〉
▪募集する墓地：丸山墓地公園、西浜墓
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）

南蛮BVNGOクリスマス
～日本で2番目のクリスマス～
▪日時：12月21日㈯　午後3時30分～
5時30分
▪場所：南蛮B

ぶ ん ご

VNGO交流館（顕徳町三
丁目）
▪内容：鉄砲隊演武、クリスマスミニコ
ンサート

問　文化財課（☎537-5682）

高校演劇グランプリ凱旋公演
▪日時：令和2年2月9日㈰　午後2時～
▪場所：J:COM�ホルトホール大分　小
ホール
▪出演：三重総合高等学校�演劇部
▪定員：202人
▪料金：500円（全席自由）　※チケッ
トは、12月15日㈰午前9時からJ:COM�
ホルトホール大分1階総合事務室で
販売します。

問　J:COM� ホルトホール大分（☎
576-8877）

第13回大分市
ふるさとコンサート
　大分市にゆかりのある若手実力派演
奏家によるコンサートです。「別府アル
ゲリッチ音楽祭」連携事業として、音楽
祭ゆかりの演奏家も登場します。
▪日時：令和2年3月8日㈰　午後2時～
4時（午後1時30分開場）
▪場所：コンパルホール　文化ホール
▪料金：1,000円（全席自由）　※チケ
ットは、12月15日㈰午前10時から
トキハ会館、あけのアクロスタウン、
チケットぴあ（Pコード：167-399）、
ローソンチケット（Lコード：82185）
で販売しま
す。

問　文化国際
課（☎537-
5663）

イベント
無料

宮崎大介・陽子（ピアノ）

河村�佳奈
（ヴァイオリン）

宮尾�安紀子
（オーボエ）

石本�高雅
（テノール）

会計年度任用職員募集
◎文化財課（☎537-5682）
▪募集職種：文化財調査員
▪申込期間：12月16日㈪～25日㈬
◎保育・幼児教育課（☎585-6015）
▪募集職種：保育士、調理員
▪申込期間：12月16日㈪～27日㈮
◎長寿福祉課（☎537-5771）
▪募集職種：ファミリー・サポート・セ
ンター職員
▪申込期間：12月16日㈪～令和2年1
月10日㈮
◎長寿福祉課（☎537-5743）
▪募集職種：介護認定調査員
▪申込期間：12月16日㈪～令和2年1
月10日㈮
◎市教育センター（☎533-7744）
▪募集職種：スクールソーシャルワー
カー、教育相談員
▪申込期間：12月16日㈪～令和2年1
月14日㈫�
◎教育総務課（☎537-5781）
▪募集職種：給食調理員
▪申込期間：12月16日㈪～令和2年1
月24日㈮
▪任用期間：令和2年4月1日㈬～3年3
月31日㈬
▪その他・問　受験資格や申込方法な
ど詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、各担当部署へ。

令和2年度市立幼稚園の
幼稚園教員（任期付）募集
▪応募資格：幼稚園教諭一種、二種また
は専修の普通免許状を有する人（見
込みも含む）　※ただし、免許状更新
講習を受け、有効な免許状を有する
人
▪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、令和2年1月31日㈮〈必着〉ま
でに保育・幼児教育課（〒870-8504　
荷揚町2-31　本庁舎1階　☎537-
5789）へ。

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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税制課からのお知らせ
（☎537-7314）
◎事業所税の申告（納付）のお願い
▪課税対象：市内にある事業所や事務
所などで、合計床面積が1,000㎡を
超えるか、勤務する従業者数が100
人を超える事業者（個人・法人）
▪税額の計算方法：資産割と従業者割
を合算して税額を算出　⃝資産割…
算定期間末日の事業所などの合計床
面積×税率（1㎡につき600円）
　⃝従業者割…算定期間中に支払われ
た給与総額×税率（0.25％）
▪申告（納付）期限：⃝法人…事業年度
終了の日から2カ月以内　⃝個人…
翌年の3月15日まで
▪事業所税の軽減措置：非課税、課税標
準の特例および減免の制度がありま
す。詳しくは、お問い合わせくださ
い。
◎農耕作業車・小型特殊自動車は公道走
行の有無に関わらず申告が必要です
　乗用装置付きトラクターやコンバイ
ン、田植機などの農耕作業車、フォーク
リフトなどの小型特殊自動車の所有者
は、軽自動車税の申告が必要です。まだ
申告していない人は税制課（第2庁舎3
階）または各支所（鶴崎・稙田市民行政
センターは各資産税事務所）、本神崎・
一尺屋連絡所で手続きをしてください。
▪申告に必要なもの：販売証明書（車
名・車台番号・総排気量の記載がある
もの）、印鑑

郷土の緑保全地区の指定（案）
の縦覧をします
▪縦覧期間：令和2年1月10日㈮～23
日㈭
▪指定予定地区：丹川地区
▪縦覧場所・問　公園緑地課（本庁舎7
階　☎537-5975）

令和2年度本場鶴崎踊大会の
ポスター案募集
▪募集期間：12月16日㈪～令和2年3
月31日㈫
▪その他・問　詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、本場鶴崎踊大会実
行委員会〈鶴崎支所内〉（☎527-2111）
へ。

募集

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、ドローン、太陽
光発電設備など

船舶・航空機 遊漁船、漁船、ヘリコプターなど
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

　令和2年1月1日現在の「償却資産」の
所有状況を、令和2年1月31日㈮までに、
令和2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。令
和2年1月6日㈪～20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）　②⃝
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：令和2年1月8日㈬　午前10時
～正午、午後1時～3時
▪相談員：人権擁護委員
▪相談内容：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〉

子ども企画課からのお知らせ
（☎574-6516）
◎12月13日㈮に子育て支援サイト
「n

な あ な
aana」をリニューアルしました

　スマートフ
ォンやタブレ
ットからも見
やすくなりま
した。詳しく
は、市ホーム
ページをご覧
になるか、同
課へ。
◎「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
「naanaパートナー」を募集していま
す。
▪その他・問　申込方法など詳しくは、
子ども企画課へ。

女性のための相談窓口を
ご利用ください
◎女性の悩み事や不安など
　必要に応じて専門の窓口を紹介します。
▪日時：毎週月・金・土曜日　午前10時
～午後4時、毎週火・木曜日　午後2
時～8時　※電話相談（☎574-5578）
の他、予約制で面接相談も可
◎心の整理を目的とした傾聴相談
　（面接）
▪日時：毎週水曜日　午前10時～正午、
午後1時～3時　※予約制で当日可。
▪その他：いずれも祝日は除く。
▪場所・問　男女共同参画センター（コ
ンパルホール2階　☎574-5577）

年末年始期間中は道路工事を
中止します
　12月27日㈮午後10時～令和2年1月
6日㈪午前9時の間、国道、県道、市道の
工事を中止します（緊急工事は除く）。
問　⃝国管理国道…国土交通省大分河
川国道事務所（☎544-4167）　⃝県
管理国道・県道…県大分土木事務所
（☎558-2141）　⃝市道…土木管理
課（☎537-5992）

お知らせ

10市報おおいた  R１.12.15

暮らしの情報 ▲


