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暮らしの情報

登録型本人通知制度を
ご利用ください
　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
へ通知する制度です。不正請求の早期
発見や抑止につながります。
　事前登録が必要です（郵送での申請
も可）。なお、同一世帯でまとめて登録
申請することもできます。
▪他・▪問申請方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、市民課（☎
537-5615）へ。

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12日㈮から順次受け付けます。届
け出がない場合は、手当の支給が停止
され、届け出がないまま2年を経過す
ると、時効により受給権を失います。
※8月3日㈬までに案内通知書が届か
ない場合は、連絡してください。
▪問障害福祉課（☎537-5786）

優れた技能者をご推薦ください
　市では、毎年11月に、優れた技能を
有する技能者の表彰を行っています。
市内に居住し、他の技能者の模範と認
められる人を推薦してください。
　推薦基準など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
▪申・▪問商工労政課（本庁舎9階）に備え
付けの推薦用紙（市ホームページで
ダウンロードも可）に記入し、9月5
日㈪までに同課（☎537-5964）へ。

優良建設工事施工業者を表彰
　市が発注し3年度に完成した、他の
模範となる建設工事の施工業者を部門
ごとに表彰しました。　
◦土木工事第一：ピーエム工業㈱、㈱ク
イック工業
◦舗装工事：㈱安東建設、㈱センコー企
画、九一建設工業㈲
◦造園工事：東陽緑化㈱、㈲新名緑化
◦建築工事第一：平倉建設㈱、後藤総合
工業㈱、後藤建設㈱
◦管工事：鬼塚産業㈱
◦電気工事：小野電設㈱
◦その他工事：㈱大総
▪問契約監理課（☎537-5605）

動物愛護センター
（☎588-2200）からのお知らせ
◎犬・猫の譲渡について
　犬・猫の譲渡には、まず面談審査と事
前講習会を受ける必要があります。同
センターホームページの専用フォーム
または電話でお申込みください。
◎犬・猫の引取りについて
　犬・猫を飼えなくなったら、まずは新
しい飼い主になってくれる人を探して
ください。どうしても見つからなかっ
た場合は、「終生飼養」の原則に反しな
い範囲で、引取りを行うことがありま
す。必ず事前に電話相談をお願いしま
す。
◎法改正により、所有者不明の犬猫の引
取りを拒否できると規定されました
　所有者不明の猫の引取り依頼は、必
ず事前に電話相談をお願いします。

子どもの一時預かり・病児保育を
ご利用ください
　保護者が仕事の都合や冠婚葬祭など
で一時的に子どもを見ることができな
いときに、下記の施設で子どもを預か
ります。
①児童養護施設などでの一時預かり
　（事前登録が必要）
▪内宿泊を伴う預かり、休日預かり、平日
夜間預かり
②認可保育施設での一時預かり
▪内利用日：月曜日～金曜日（祝日を除
く）の保育施設の開所日
③病児保育（病院での一時預かり）
▪対入院の必要がない病気の子ども
▪内利用日時：月曜日～土曜日　午前8
時30分～午後5時30分（祝日･年末
年始･各病院の休診日を除く）
▪他・▪問利用料金や利用できる施設･病
院など詳しくは、市ホームページを
ご覧になるか、①は子ども家庭支援
センター（☎537-5688）、②③は子
ども入園課（☎585-5437）へ。

DV（配偶者などからの暴力）
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。そんなときは
まずお電話を。個人情報は保護されま
すので、安心してご相談ください。
〈相談窓口〉中央子ども家庭支援セン
ター（☎537-5666）、県婦人相談所（☎
544-3900）、アイネス（☎534-8874）

無料

建築士による木造住宅の
簡易耐震診断を行います
▪時8月30日㈫～9月5日㈪
▪対平成12年5月31日以前に着工された
市内の木造住宅（併用住宅で、住宅部
分の面積が2分の1以上のものを含む）
▪定募集戸数：20戸（先着順）
▪申期間：8月8日㈪～19日㈮〈必着〉
▪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、開発建築指
導課（☎537-5635）へ。

大分市シェイクアウト2022
　大分市防災メール（登録者のみ）が届
き、市内85カ所で放送･サイレンが鳴
りますので、それぞれの場所で約1分間、
机の下にもぐるなどの頭を守る行動を
してください。
▪時9月1日㈭　午前11時45分～
▪他・▪申参加団体の事前登録は、市ホーム
ページからお願いします。
▪問防災危機管理課（☎537-5664）

悪質な業者にご注意ください！
　「市役所から依頼された」と言って自
宅を訪問し、宅地内の下水管の点検や
清掃を行って高額な代金を要求するト
ラブルが発生していますので、ご注意
ください。
▪問上下水道局営業課（☎537-5641）

母子・父子・寡婦福祉資金の
貸付制度をご利用ください
　ひとり親家庭の母または父、寡婦の
経済的自立とその児童の福祉の向上の
ため、各種資金の貸し付けを行ってい
ます。事前の相談が必要です。相談か
ら交付まで一定の日数（約2カ月）が必
要となりますので、扶養する児童の進
学資金などにお悩みの人は、お早めに
ご相談ください。
▪他・▪問対象や貸付金の種類など詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、
子育て支援課（☎537-5721）へ。

お知らせ

無料

マーク・略語について
▪時…日時・期間　▪場…場所　▪内…内容　▪講…講師　▪対…対象　▪定…定員
▪料…料金　▪申…申込み　▪持…持ち物　▪他…その他　▪問…問い合わせ
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これからお墓を建てようと
する人へ
　寺院 ･ 霊園墓地などの墓地は、法律
に基づく経営許可を受けていなければ
なりません。墓地を検討する人は、ま
ず許可を受けている墓地であることを
確認して、使用契約を結びましょう。
▪問保健所衛生課（☎536-2854）

鉄道近接工事を行うときのお願い
　JR 九州の線路沿線付近で行われる
工事で、近年、線路上へ資材の落下など
の事故が報告されています。列車を安
全に運行するために、鉄道近接工事を
行う際は JR 九州ホームページからご
相談ください。
▪問都市交通対策課（☎578-7795）

障害児福祉手当などを
8月10日㈬に振り込みます
　8月期分の障害児福祉手当や特別障
害者手当、福祉手当（経過措置分）を受
給者の指定口座に振り込みます。該当
者で振り込みのない人は、ご連絡くだ
さい。
▪問障害福祉課（☎537-5786）

新しい国⺠健康保険被保険者証
は届きましたか
　国民健康保険加入世帯に8月1日か
ら使用できる被保険者証（薄い緑色）を、
7月に簡易書留で送りました。該当者
で、まだ届いていない人は、国保年金課

（☎537-5736）へ。

デザインコンテスト　デザイン募集
　市内企業の商品等を題材に、商品
パッケージ等のデザインを募集します。
▪対県内に居住または通勤・通学してい

る人（高校生以上）
▪申期限：一般の部：9月16日㈮　学生の

部：11月22日㈫〈いずれも必着〉
▪他・▪問デザインする題材や申込方法な

ど詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、商工労政課（☎585-6011）へ。

送付と振込

募　集

飲食店や総菜店等での
市産農林水産物を使用した催事
を支援します！
　市産農林水産物の活用を促進・魅力
発信するため、飲食店や総菜店等にお
ける市産農林水産物を活用した催事の
開催を支援します。
▪申募集期間：8月17日㈬～9月30日㈮
▪他・▪問申請には事前相談が必要です〈9

月22日㈭まで〉。補助対象など詳し
くは、市ホームページをご覧になる
か、農政課（☎537-7025）へ。

大分駅東側の市有地を
駐車場用地として使用しませんか
　一般競争入札により、市有地を3年
間貸し付けします。
物件 54街区

所在 要町147番、148番

面積 6,331．78平方メートル

用途地域 商業地域

建ぺい率 80%

容積率 500%

▪時入札日時：9月20日㈫　午後1時30
分～
▪場入札場所：市役所本庁舎9階　第2入

札室
▪申期間：8月8日㈪～29日㈪
▪問管財課（☎537-5608）

65歳になった月分から介護保険
料の納付方法などが変わります
　40歳～64歳の間、国民健康保険や職
場の医療保険と一緒に納付していた介
護保険料は、65歳になった月分から納
付方法などが変わります。
　65歳になった人の介護保険料は、納
付書または口座振替で納付することに
なります。なお、次年度以降は原則と
して年金天引きとなります。
▪問長寿福祉課（☎537-5741）

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）

都市計画に関するお知らせ
◎都市計画（案）の縦覧・意見募集
①庄の原佐野線、生石下郡線（変更）
②明野緑地（変更）
▪時8月8日㈪～22日㈪
◎松原国宗線（変更）、森雨水排水ポン
プ場（決定）の素案縦覧
▪時8月24日㈬～9月7日㈬
▪場・▪問都市計画課（本庁舎7階　☎537-

5965）　※①のみ県都市・まちづく
り推進課でも縦覧可

「大分市空家等相談会」を
開催します
▪時8月21日㈰　午前10時～正午、午後

1時～4時　※事前予約は不要
▪場 J:COM ホルトホール大分2階
　201･202会議室
▪内専門家に、空き家のリフォーム、売買、

賃貸、相続、住み替え、解体等につい
て相談できます。
▪問住宅課（☎585-6012）

市⺠相談室をご利用ください
　市政や生活の悩み事について、相談
を受け付けています。秘密は厳守しま
すので、安心してお越しください。
▪場・▪問市民相談室（本庁舎2階　☎537-

5726）

第11回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求手続きは
お済みですか
▪内支給内容：額面25万円（5年償還の記

名国債）
▪期請求期間：5年3月末まで
▪他・▪問対象者など詳しくは、福祉保健課
（☎537-5737）へ。

マイナンバーカードを
つくりませんか？
　公的な身分証明書や健康保険証とし
て使えるほか、オンラインで行政手続
きなどができます！
　申請に必要な顔写真
を無料で撮影し、申請
手続きをお手伝いする

「マイナンバーカード
出張申請サポート」を
市内の施設で実施しますので、ぜひご
利用ください。
▪問市マイナンバーカードコールセン

ター（☎578-6112）

無料

無料

▲詳しくは
　こちら

◀友だち追加は
　こちら

大分市LINE公式アカウント
友だち追加することで、市から防災情報やイベント情報などのメッセージを受け取ることができま
す。また、トーク画面を開くと表示されるメニューの「受信設定」から自治区等を設定すると、お住まい
の地域の「ごみ収集日のお知らせ」を収集日の前日に受信することができます。ぜひ、ご利用ください。
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