ひとり親世帯
臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響に
よるひとり親家庭の子育て負担の増加
や収入の減少に対する支援のため、臨
時特別給付金を支給します。
▪支給額：◦児童扶養手当受給世帯等
…1世帯5万円、第2子以降1人につき
3万円 ◦収入が減少した児童扶養
手当受給世帯等…1世帯5万円
▪その他・問 対象者など詳しくは、市
ホームページをご覧になるか、子育
て支援課（☎537-5793）
へ。

子育て支援課からのお知らせ
（本庁舎1階 ☎537-5793）

ひとり親家庭支援プラザを
ご利用ください
ひとり親家庭･寡婦の人を対象に、就
労相談や資格取得のための無料講座を
行っています。
▪受付日時：平日、土・日曜日、祝日 午
前9時～午後5時 ※第2･4月曜日
（祝日の場合は翌日以降の平日）と年
末年始は除く。
▪場所･問 ひとり親家庭支援プラザ
（J:COM ホルトホール大分3階 ☎
576-8882）
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今年度の「市民いっせいごみ拾い」に
ついては8月9日㈰に開催予定として
いましたが、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止します。
問 市民協働推進課（☎537-7251）

お盆期間中は道路工事を控えます
8月12日㈬午後10時～17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…県土木事務所（☎
558-2141） ◦市道…土木管理課
（☎537-5992）

3年成人記念集会は
3年1月10日㈰に行います
▪日時:3年1月10日㈰ 正午～
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、開催の有無も含め、変更とな
る場合があります。
▪場所:J:COM ホルトホール大分、大
分いこいの道北側広場
▪対象:平成12年4月2日～13年4月1
日までに生まれた人 ※本人宛ての
案内状は郵送しません。市に住民票
がなくても参加できます。
問 社会教育課（☎537-5722）

01
サイレンに合わせて
慰霊と平和祈念の黙とうを
お願いします
◎原爆死没者のめい福と世界恒久平和
の実現を祈念する黙とう
▪日時：8月6日㈭ 午前8時15分、
8月9日㈰ 午前11時2分
◎戦没者を追悼し平和を祈念する黙と
う
▪日時：8月15日㈯ 正午
問 総務課（☎537-5602）

登録型本人通知制度を
ご利用ください
本人通知制度とは、戸籍や住民票な
どの証明書を本人の代理人や第三者に
交付したとき、本人へ通知するもので
す。本人通知により、不正請求の早期発
見や抑止につながります。
市の住民基本台帳や戸籍に記載され
ている人であればこの制度を利用でき
ますが、事前登録が必要です。なお、同
一世帯でまとめて登録申請することも
できます。
▪申請場所：市民課（本庁舎１階）、各支
所、旭町文化センター、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〉、各地区公民館
※郵便による申請も可
▪その他：申請方法や申請に必要なも
のなど詳しくは、市ホームページを
ご 覧 に な る か、 市 民 課（ ☎5 3 7 5615）へ。

女性のための相談窓口を
ご利用ください
特別児童扶養手当の
所得状況届はお早めに
特別児童扶養手当を受けている人
は、所得状況届の提出が必要です。該当
者には案内通知書を送付しており、
8月
11日㈫から順次、受け付けを行いま
す。届け出がない場合は手当の支給が
停止され、届け出のないまま2年を経過
すると、
時効により受給権を失います。
※8月4日㈫までに案内通知書が届か
ない場合は、障害福祉課へ連絡して
ください。
問 障害福祉課（☎585-6009）

◎夫婦のことや人間関係、仕事など女
性の悩み事や不安
▪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（祝日の場合は午前10時～午
後4時） ※電話相談（☎574-5578）
の他、
予約制で面談相談も可。
◎心の整理を目的とした傾聴相談（面
接） ※予約制
▪日時：毎週水曜日 午前10時～正午、
午後1時～3時
（祝日も実施）
▪場所・問 男女共同参画センター（た
ぴねす）
〈 コ ン パ ル ホ ー ル2 階 ☎
574-5577〉

特別定額給付金
（10万円の給付）
のご案内

保育士の職場体験講習会
お知らせ

お持ちの保育士資格を
活かしてみませんか

実際に保育所で子
ど も と 触 れ 合 い、
保育の仕事を体験
できます。
「 現場に
復帰したいけどブ
ランクがあって不
安」
、
「保育現場が
どんなところか見
てみ たい 」という
人は、ぜひご参加ください。参加は無料です。申込みは、子
ども企画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、同課かハローワーク大分 OASIS 庁
舎人材サービスコーナーへ。

特別定額給付金の申請は
お済みですか

お知らせ

現 在申請 を受け 付
けています。申請書
が 届いてい ない 場
合 や 紛 失され た 場
合、手続き方法など
詳しくは、市特別定
額 給 付 金 事 業コー
ルセンターへ。

▲申請書はこちらの封筒で発送しています。
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⃝受付締切日：
月
日㈫
〈消印有効〉
ホームページはこちらから

▲

◎児童扶養手当（ひとり親家庭等の手
当）の現況届はお早めに
児童扶養手当を受けている人は、毎
年8月に現況届の提出が必要です。該
当者には案内通知書を7月下旬に送付
しています。新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため郵送での提出をお願
いします。郵送での提出が難しい場合
は、8月3日㈪から第2庁舎1階に開設す
る窓口での受け付けも行います。なお、
届け出がない場合は手当の支給が停止
され、届け出のないまま2年を経過す
ると、時効により受給権を失います。
※案内通知書が届いていない場合は、
同課へ連絡してください。
◎ひとり親家庭等医療証の更新申請は
お早めに
ひとり親家庭等医療証をお持ちの人
は、12月以降の資格を更新する手続き
が必要です。該当者には更新申請書を
送付していますので、8月31日㈪まで
に提出してください。
※更新申請書が届いていない場合は、
同課へ連絡してください。

「市民いっせいごみ拾い」
を
中止します

問 市特別定額給付金事業コールセンター

⃝開催日･ 場所 ･申込期限

・９月 ８日㈫ 新春日町保育所〈申込期限：８月18日㈫〉
・９月24日㈭ 裏 川 保 育 所〈申込期限：９月 ３日㈭〉
・11月10日㈫ 金 池 保 育 所〈申込期限：10月21日㈬〉
・11月24日㈫ 桜 ケ 丘 保 育 所〈申込期限：11月 ４日㈬〉

☎534-3301

⃝コールセンター受付時間：

平日 午前９時～午後６時
土・日曜日、祝日 午前９時～午後５時

⃝時間：午前９時30分～午後１時
⃝対象：保育士資格を持つ人（ブランクのある人・未経験

の人）

問

子ども企画課 ☎574-6552

南蛮 BVNGO 交流館８月イベント

夏の宵と夜の庭園を楽しみませんか
大友氏館跡庭園 夜散歩

イベント

文化・芸術活動推進補助金
募集

文化・芸術活動を応援します

新型コロナウイルス感染症の影響により、自粛・縮小せざ
るを得ない文化・芸術活動の復興を後押しするため、事業
費の一部を助成します。対象は、市内を拠点に文化・芸術活
動を行う、営利を目的としない個人または団体です。補助
額は、補助対象経費の総額から収入を除いた額の５分の４
で、限度額は30万円です。申込み方法など詳しくは、文化振
興課（本庁舎５階）に備え付けの募集要項（市ホームページ
でダウンロードも可）
をご覧になるか、
同課へ。

８月３日㈪～31日㈪

⃝申込期間：

⃝対象事業：10月１日㈭～３年３月31日㈬に実施される

次の事業
①音楽、演劇などの公演事業
②絵画、書、写真などの展覧会事業
③その他ワークショップなどの文化・芸術活動

問

文化振興課 ☎537-5663

６月から一般公
開している「 大
友氏館跡庭園」
を夜間公開しま
す。日が 落ちて
暗くなった庭園
を、和の雰囲気
でライトアップ
します。観覧は
無料です。日中とは違う、普段は見ることのできない夜の
庭園を、ぜひお楽しみください。

８月28日㈮・29日㈯ 午後７時30分～９時

⃝日時：

※この時間、南蛮 BVNGO 交流館は閉館してい
ますのでご注意ください。

⃝場所：大友氏館跡庭園
（南蛮 BVNGO 交流館隣）

※車でお越しの際は、南蛮 BVNGO 交流館の駐車
場をご利用ください。

問

文化財課 ☎537-5682
市報おおいた R２.８.１
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