
�証明書コンビニ交付サービスは4月30日㈮午後11時～5月6日㈭
午前6時30分の間休止します。� 問　市民課（☎537-5615）

知事表彰・市長表彰の候補者を
ご推薦ください
　高齢者などを対象とした知事表彰・
市長表彰を行います。皆さんの周りで
候補になる人がいましたら、ご推薦く
ださい。
▪知事表彰：◦明るい高年賞…地域社

会において社会奉仕活動などを地道
に続けている65歳以上で、地域住民
から敬愛されている人
▪市長表彰：◦孝養賞…市内居住で、介

護を要する65歳以上の人と同居し、
家庭で高齢者を敬い、明るい家庭を
築くことに努め、その行為が地域住
民に深い感銘を与え、敬愛されてい
る人　◦健康生きがい賞…市内居住
の70歳以上の人で、明るく健康で、社
会奉仕活動などを積極的に実行し、
地域住民から敬愛されている人
▪推薦締め切り：5月31日㈪
▪推薦先：長寿福祉課（第2庁舎2階）、

東部・西部保健福祉センター、各支所
問　長寿福祉課（☎537-5679）

4月1日から日常生活用具給付
事業で暗所視支援眼鏡が
対象となりました
　日常生活用具給付事業は障がいの内
容と程度に応じて補助用具などの購入
費用を支給するものです。
▪対象：視覚障がいがある人または難

病患者等であって、当該用具の装用
効果がある人
▪その他・問　助成内容や申請方法な

ど詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、障害福祉課（☎537-5786）へ。

人工呼吸器を装着している人に
非常用電源の購入費を補助します
　身体障がいや難病などの疾患がある
人に対し、非常用電源（発電機、ポータ
ブル電源、カーインバーター）の購入費
を補助します。
▪対象：市内に住民票があり、在宅で常

時人工呼吸器の装着が必要で、身体
障害者手帳、特定医療費（指定難病）
受給者証、小児慢性特定疾病医療受
給者証のいずれかを所持する人
▪補助額：10万円（上限）
▪その他・問　申請に必要な書類は状

況によって異なります。申請方法など
詳しくは、市ホームページをご覧にな
るか、障害福祉課（☎537-5786）へ。

野津原～稙田間で
「グリーンスローモビリティ」の
実験運行を行います
　 運 行 区 間 を 見 直
し、道の駅「のつは
る」～野津原支所～
稙 田 支 所 を 結 び ま
す。
▪期間：4月12日㈪～4年3月31日㈭ま

で（予定）　※平日のみ
▪便数：稙田～野津原　3往復／日
　野津原～道の駅　2往復／日
▪定員：11人（先着順）
▪その他・問　運行時刻表など詳しく

は、市ホームページをご覧になるか、
都市交通対策課（☎537-5969）へ。

電気式はかりの定期検査を行います
　本庁および野津原支所所管区域で、
4月15日㈭～7月15日㈭に巡回して行
います。次の人は商工労政課へ連絡し
てください。
▪対象：◦はかりを取引・証明に使用し

ていて、2年以内に検査を受けてい
ない人　◦計量士による検査（代検
査）を受けていない人　◦計量器を
新たに購入した人
問　商工労政課（☎537-5625）

都市計画課からのお知らせ
①都市計画の決定にかかる素案をお見
せします
▪内容：大分市公共下水道排水区域（変

更）
▪縦覧期間：4月16日㈮～30日㈮
▪縦覧場所：都市計画課（本庁舎7階）
②都市計画の決定にかかる公聴会を開
催します
▪日時：5月21日㈮　午後2時～
▪場所：保健所6階　大会議室
▪その他・問　公聴会の申出方法など

詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、都市計画課（☎537-5965）
へ。

無料人権相談を行います
▪日時：5月5日㈬　午前10時～正午、

午後1時～3時
▪相談内容：人権問題について
▪相談員：人権擁護委員
▪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〉

▲公式LINEはこちら

国民年金保険料（現金払い）の
前納割引は4月30日㈮まで
期
間

保険料
の種類

前納しな
い場合の
保険料

前納
保険料 割引額

２
年
分

定額 39万
8,400円

38万
3,810円

1万
4,590円

定額＋
付加

40万
8,000円

39万
3,060円

1万
4,940円

１
年
分

定額 19万
9,320円

19万
5,780円 3,540円

定額＋
付加

20万
4,120円

20万
  490円 3,630円

６
か
月
分

定額 9万
9,660円

9万
8,850円  810円

定額＋
付加

10万
2,060円

10万
1,230円 830円

　6カ月または1年前納は、4月上旬に届
く専用の納付書で納めてください。2年
前納の希望者は、大分年金事務所（☎
552-1211　自動音声案内2→2）へ。
問　国民年金室（☎537-5617）

ゴールデンウイーク期間中は
道路工事を控えます
　4月28日㈬午後10時～5月6日㈭午
前9時の間、国道・県道・市道の工事を
中止します（緊急時は除く）。
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）

連休中のごみの受け入れ
　4月29日㈭～5月5日㈬の期間中、佐野
清掃センターと福宗環境センターでは、
5月2日㈰を除き、ごみを受け入れます。
▪搬入時間：午前8時30分～正午、午後

1時～4時30分
問　清掃施設課（☎537-5659）

就学援助制度をご存じですか
　学用品費の一部や給食費などを援助
します。
▪対象：同居の家族全員（住民票が別の

人も含む）の前年所得が市の定める
基準以下の人、児童扶養手当を受給
している人など
▪申込み・問　各学校に備え付けの申

請書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、5月7日㈮までに
直接、各学校または学校教育課（第2
庁舎4階　☎537-5903）へ。
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江戸時代、市には数多くの港がつくられ、海を介して日本
各地とつながっていました。本展示では鶴崎地区の港を中
心に、江戸時代の御座船や廻船で賑わう港町の様子を紹介
します。また、展示解説講座を５月９日㈰午後２時から行
います。申込みは、電話にて受け付けます。（先着順）

⃝会期：４月24日㈯～６月27日㈰
⃝開館時間：午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）
⃝休館日： ４月26日㈪・30日㈮、５月６日㈭・10日㈪・17日

㈪・24日㈪・31日㈪、６月８日㈫・14日㈪・21日㈪
⃝観覧料： 一般…210円（20人以上の団体150円）、高校生

…100円（20人以上の団体50円）、中学生以下と
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳の提示者（介護者含む）…無料

歴史資料館テーマ展示「津々浦々～諸領入り交じる大人
気の港町展」

九州の玄関口として人気のあった
港町の歴史を学んでみませんか

東京2020オリンピック聖火リレー

東京2020オリンピック聖火リレーの実施に伴い、４月24
日㈯に市内で交通規制が行われますので、ご協力をお願い
します。

◎交通規制に係る主なお願い
・ 規制時間帯の前後を含め、周辺地域への自動車の乗り入

れは、極力ご遠慮ください。
・ 交通規制中は、う回路をご利用ください。なお、う回路に

よっては、大型車両は通行できない場合もありますので、
現場係員の指示に従ってください。

・ 聖火リレー中は、安全確保のため、歩行者・自転車のコース
横断が制限されます。また、歩道橋の利用もできません。

・ 聖火リレーコースおよび出発式、セレブレーション（聖火
到着式）会場周辺での無人航空機（ドローンなど）の飛行
は法律により禁止されます。

・ 観覧時は前後左右の人と適切な距離をとっ
てご観覧ください。過度な密集が生じた場合
は、リレーを中断する場合がありますので、
ご了承ください。

◎交通規制に関するお問い合わせ
　東京2020オリンピック聖火リレー
　県聖火リレー交通規制問い合わせ窓口
　 （受付期間：４月24日㈯まで　受付時間：平日午前９時

～午後６時　聖火リレー当日は午後７時まで）
　☎534-3320

聖火リレーの実施に伴い
交通規制を行います

問　歴史資料館　☎ 549-0880

問　関崎海星館　☎ 574-0100
問　東京オリンピック・パラリンピック推進局　

☎ 574-6530

わくドキこども教室として、高校生以下の人（未就学児は
保護者同伴）を対象に工作教室を行います。申込みは、はが
きに、工作名・実施日・時間、住所、電話番号、参加者の氏名・
年齢・学年、必要工作キット数（２セットまで）を記入し、４
月20日㈫〈消印有効〉までに関崎海星館（〒879-2201　佐
賀関4057-419）へ（同館ホームページからダウンロード
可能な申込書を受付に提出でも可）。多数時は抽選です。
また、当日参加できる天体観察やイベントも行います。
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。

工作教室に参加しませんか

関崎海星館ゴールデンウィーク特別教室

イベント

募 集

お知らせ

詳しくはこちら▲

工作名・日時 参加料・定員
月食のしくみを知ろう
５月３日㈪　午後２時～３時
　　　　　　午後３時30分～４時30分

500円
各10人

描いた絵に虹をうかべよう
５月４日㈫　午前11時～正午
　　　　　　午後２時～３時

500円
各10人

モデルロケットを作って打ち上げよう
５月５日㈬　午後１時～３時

1,000円
10人

惑星モビールをつくろう
５月８日㈯　午後２時～３時

500円
10人
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