
児童手当を振り込みました
　6月期の児童手当（2月～5月分）を6
月15日㈫に振り込みました。該当者で
振り込みのない人はご連絡ください。
問　子育て支援課（☎537-5793）

市情報学習センターで行ってきた
情報教育の今後の在り方について

（案）に関する意見募集
▪募集期限：6月30日㈬
▪閲覧場所：社会教育課（第2庁舎4階）、
情報公開室（本庁舎7階）、各支所、各
地区公民館、市ホームページ
▪その他・問　応募資格や応募様式、応
募方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、社会教育課(☎
537-5649)へ。

生涯学習指導者募集
▪活動内容：公民館や地域の団体の依
頼に応じて、生涯学習の指導を行う
▪対象：指導するための知識や経験が
ある個人・団体
▪分野：趣味一般、レクリエーション、ス
ポーツ、文化・芸術など　※営利目的
の活動や政治活動、宗教活動は除く
▪その他・問　詳しくは、社会教育課
（第2庁舎4階　☎537-5722）または
各地区公民館に備え付けの申請書を
ご覧ください。

市認知症家族介護支援事業の
参加者募集
▪対象：市内居住で、在宅認知症高齢者
を介護し、全4回（月1～2回程度開
催）の講習会に参加できる家族など
▪定員：各施設10人程度

施　設　名 申込み・問
緑風苑デイサービス
センターE型

☎090- 　　
4999-2505

老健めいわ ☎551-0044

おおざい憩いの苑 ☎523-6666

G
ぐ り ー ん

reenガーデン南大分 ☎574-9781
県医療生活協同組合 ☎556-4884

※日程、内容など詳しくは、各事業所へ
お問い合わせください。
問　長寿福祉課（☎537-5771）
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65歳以上の人の介護保険料の
減免制度をご存じですか
　災害など特別な事情で納付が困難な
場合や収入が少なく生活が著しく困窮
している人、また、新型コロナウイルス
感染症の影響により収入が減少した場
合には減免制度を設けています。対象
要件や申請期限があります。詳しくは、
長寿福祉課（☎537-5741）へお問い合
わせください。

障害基礎年金の障害状態確認届
（診断書）の提出期限が延長され
ています
　新型コロナウイルス感染症の緊急事
態宣言を踏まえ、「障害状態確認届（診
断書）」が2月末に提出期限を迎えた人
については7月末に、3月末～7月末の
間に提出期限を迎える人については8
月末に、提出期限が延長されています。
問　国民年金室（☎537-5617）

鳥獣被害防護柵資材の購入費を
助成します
　イノシシなどの鳥獣による農林産物
や人身への被害を防ぐための電気柵、
トタン柵、鉄線柵の資材購入費の3分
の2以内を助成します（上限あり）。
▪受付期限：12月28日㈫〈予算の枠に
達し次第終了〉
▪対象：4年2月末までに防護柵を設置
する個人・団体
▪その他：事前に申請書の提出が必要
です（購入後の申込みはできません）。
▪申込み・問　林業水産課（本庁舎8階　
☎585-6021）または各支所、本神
崎・一尺屋連絡所に備え付けの申請
書（市ホームページでダウンロード
も可）に記入し、各備え付け場所へ。

選挙サポーターを
募集しています
　選挙の啓発活動や投票立会人、投票
事務などを行う選挙サポーターを、随
時募集しています。
▪対象：市内に居住するおおむね18歳
～35歳で特定の候補者や政党、政治
団体などに関係しない人
▪申込み・問　市選挙管理委員会事務
局（第2庁舎6階）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、同事務局（☎537-
5652）へ。

保健所衛生課からのお知らせ
（①☎588-2200 ②③☎536-2704）
①狂犬病予防注射はお済みですか
　狂犬病予防注射は、すべての犬に毎
年4月1日～6月30日の間に1回受けさ
せることが法律で定められています。
②2年度食品衛生監視指導計画実施結果
　市食品衛生監視指導計画に基づき、
食品関連事業者に対する衛生指導など
を実施しました。規格基準や県食品衛
生指導基準を超えたものについては、
事業者に対し、衛生状況の改善などを
指導しました。
③食中毒を予防しましょう
　高温多湿な時期は食中毒が発生しや
すくなります。食中毒予防三原則（清
潔、迅速・冷却、加熱）を守りましょう。

浄化槽は維持管理が大切です
　浄化槽を管理している人は、維持管
理として保守点検・清掃の実施と、放流
水の水質などを検査する法定検査の受
検が義務付けられています。きれいな
海や川を汚さないために、適正な維持
管理をお願いします。
▪保守点検：年3回以上、市に登録され
ている「浄化槽保守点検業者」に委託
してください。
▪清掃：年1回以上、市の許可を受けた
「浄化槽清掃業者」に委託してくださ
い。
▪法定検査：年1回、（公財）県環境管理
協会（☎567-1855）に依頼してくだ
さい。
問　廃棄物対策課（☎540-5850）

無料人権相談を行います
▪日時：7月7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〉

人・農地プランを作成しませんか
　人・農地プランとは、将来にわたって
地域農業があり続けるために、人と農
地の問題や将来の地域農業のあり方に
ついて、農家同士で話し合い、まとめる
計画のことです。策定方法など詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、農
政課（☎574-6186）へ。

大分市災害時多言語通訳サービス（오이타시 재해시 다언어 통역 서비스）
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。
（오이타시에서는 외국인과 방일 관광객들에게 재해발생시의 콜센터 통역 서비스를 제공 하고 있습니다. 언어와 이용 방법 등 자세한 내용은 시 홈
페이지를 참조하십시오.） 問　国際課（☎537-5719）
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認知症ケアパスをご活用ください
　認知症と疑われ
る症状が現れたと
きから、認知症の
進行状況に合わせ
て、どのような支
援・サービスが受
けられるのか分か
りやすく紹介して
います。
▪配布場所：長寿福祉課(第2庁舎2階)、
東部・西部保健福祉センター
※市ホームページでダウンロードも可。
問　長寿福祉課(☎537-5771)

DV(配偶者などからの暴力や暴言)
電話相談をご利用ください
　配偶者や恋人からの暴力や暴言に一
人で悩んでいませんか。無料で相談す
ることができます。また、個人情報は守
られます。
▪相談窓口・日時：◦中央子ども家庭支
援センター(☎537-5666)　平日…
午前8時30分～午後6時　◦県婦人
相談所(☎544-3900)　平日…午前
9時～午後9時　土・日曜日、祝日…
午後1時～5時、午後6時～9時　◦ア
イネス(☎534-8874)　平日…午前
9時～午後4時30分

空き家相談出張窓口を
開設します
▪日時：6月17日㈭　午前10時～正
午、午後1時～3時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分1階　
まちづくり情報プラザ
▪内容：空き家問題全般
▪対象：空き家の所有者や管理者、将来
空き家になる可能性がある家屋を所
有している人、近隣に空き家がある
人など
▪その他：事前予約は不要
問　住宅課（☎585-6012）

戸次本町の空き店舗への出店を
サポートします
　戸次本町地区の活性化およびにぎわ
いの創出を図るため、戸次本町まちづ
くり協定区域内にある空き店舗等を活
用して事業を行う事業者に対して補助
金を交付します。詳しくは、まちなみ整
備課（☎537-5637）へお問い合わせく
ださい。

無料

市障がい児巡回教育相談を
行います
開催日 時　間 場　所

7月13日㈫

午前9時30分　
～

午後4時15分

坂ノ市公民館

7月16日㈮ 市教育センター

7月19日㈪ 大分南部公民館

7月28日㈬ 稙田公民館

7月31日㈯ 市教育センター

8月� 2日㈪ 大分東部公民館

8月� 6日㈮ 市教育センター

8月19日㈭ 大分西部公民館

8月21日㈯ 市教育センター

8月24日㈫ 坂ノ市公民館

▪内容：家庭での接し方、保育、教育、就
学手続きに関すること
▪対象：4年度就学予定で障がいのあ
る子どもの保護者または関係者（保
育士、教員など）　※秘密は厳守しま
す。
▪申込み・問　市教育センター（碩田町
三丁目　☎533-7744）に備え付け
の教育相談票（市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、7月9日
㈮までに同センターへ。

環境対策課からのお知らせ
（①☎537-5762 ②☎537-5754）

①空き地は適正な管理を
　「市環境美化に関する条例」により、
空き地の所有者（管理者）は雑草が繁茂
しないように適正管理するよう義務付
けられています。適正な管理をお願い
します。
②騒音を減らして快適生活を
　身近な音をもう一度見つめ直し、お
互いに快適な生活環境をつくりましょ
う。　◦音源の位置や音量などを見直
しましょう。　◦深夜、早朝は特に注意
が必要です。　◦防音対策は十分に。　
◦周囲への気配りが大事です。

清掃工場のダイオキシン類
測定結果をお知らせします
　2年度に測定した清掃工場からの排
出ガス1㎥当たりのダイオキシン類濃
度の測定結果（平均値）は、佐野清掃セ
ンター清掃工場が0.000377ナノ㌘（1
ナノ㌘は10億分の1㌘）、福宗環境セン
ター清掃工場が0.0012ナノ㌘でした。
この結果は廃棄物処理法で定める排出
基準値を満たしています。
問　清掃施設課（☎537-5659）

無料

土地や家屋などの実地調査に
ご協力を
　固定資産税の適正な課税を行うた
め、土地や家屋などの実地調査を行っ
ています。
※調査に伺う市職員は「固定資産評価
補助員証」を携帯しています。
問　◦本庁・明野支所管内の人…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…東部資産税事務所(☎527-
2132)　◦稙田・大南・野津原支所管
内の人…西部資産税事務所(☎541-
1406)

休日・時間外のマイナンバー
カード受け取りおよび
申請窓口を開設します
◎休日
▪日時：7月11日㈰　午前9時～午後3時
▪その他：カードの受け取りは予約不
要で、申請補助は希望する窓口への
予約が必要です。ただし、佐賀関、野
津原支所は午前9時～正午で、カー
ドの受け取りのみ（要予約）。交付通
知書に記載されている場所以外では
受け取りできません。
▪申込み・場所・問　電話で、市民課（本
庁舎1階　☎537-7298）または各支
所へ。

◎平日時間外
▪日時：7月15日㈭　午後6時～7時
　※要予約
▪申込み・場所・問　電話で、6月15日
㈫～7月8日㈭〈午前8時30分～午後
6時〉に市民課（本庁舎1階　☎537-
7298）へ。

蚊による感染症に
ご注意ください
　デング熱・ジカウイルス感染症など
の蚊媒介感染症は、ウイルスなどを保
有する蚊に刺されることによって起こ
る感染症です。日本に生息するヒトス
ジシマカも媒介蚊となることがありま
す。日ごろから「蚊に刺されない」「蚊を
増やさない」ように予防・対策を心掛け
ましょう。
問　保健所保健予防課（☎536-2851）

お知らせ01

8市報おおいた  R３.６.15


