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暮らしの情報

「たのうらら」の
ロゴマークが決まりました
　応募作品724件の
中から、畔

あぜ

津
つ

�聖
せい

さんの
作品が優秀賞に決ま
りました。田ノ浦の山
と海の交差や春夏秋
冬の情景が、田ノ浦の
「田」に寄せて表現されています。応募い
ただいた皆さん、ありがとうございました。
▪問おおいた魅力発信局(☎578-7749)

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、器具などの資産を
「償却資産」といい、固定資産税の課税
対象となっています。事業用の太陽光
発電設備も対象です。
　5年1月1日現在の「償却資産」の所有
状況を、5年1月31日㈫までに、5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。5年1月4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も含む）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）
　�②◦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）

無料人権相談を行います
▪時5年1月4日㈬　午前10時～正午、�
午後1時～3時
▪内相談内容：人権問題について
　相談員：人権擁護委員
▪場・▪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〉

国民健康保険加入者で
新型コロナウイルス陽性となった人へ
傷病手当金の申請はお済みですか？
　勤務先から給与等の支払いを受けて
いる被用者（個人事業主は除く）で、新
型コロナウイルス感染（または発熱等
の症状があり感染の疑いによる療養）
のため4日以上労務に服することがで
きず、給与の支払いを受けられない場
合に傷病手当金を支給します。
▪申・▪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、国保年金課
（☎537-5735）へ。

国民年金室からのお知らせ
（☎537-5617）
◎新規支給決定者の年金生活者支援給
付金の振り込みが始まります
　9月中にはがきタイプの請求書を日
本年金機構に提出（必着）し、新たに年
金生活者支援給付金の支給が決定した
人は、12月15日㈭に10･11月（2カ月分）
の年金生活者支援給付金が振り込まれ
ます。10月以降に請求書を提出した人
は5年1月以降に振り込まれます。なお、
現在受給中の人で、要件を満たしてい
る場合は、引き続き振り込まれます。
◎国民年金は任意加入できます
　老齢基礎年金の受給には、原則とし
て保険料納付済期間と免除期間などを
合わせた受給資格期間が10年以上必
要です。10年の受給資格期間に満たな
い人は、60歳～70歳になるまでに保険
料を納めて受給資格を得る見込みがあ
れば、国民年金に任意加入することが
できます。
　また、年金を満額受け取るには、20
歳～60歳の40年間、保険料を納めるこ
とが必要です。未加入期間や納め忘れ、
免除期間があり満額とならない人は、
60歳～65歳の間、国民年金に任意加入
して受給額を増やすことができます。

「あなたが支える市民活動
応援事業（1％応援事業）」
個別に説明・相談します
▪時12月1日㈭～5年1月20日㈮　午前8
時30分～午後5時15分
▪対ボランティアグループ、NPO法人、
地区校区まちづくりグループなどの
市民活動団体
▪場・▪問市民協働推進課（本庁舎2階　☎
537-7251）

住民税非課税世帯等へ
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金を支給します
▪内支給額：1世帯当たり5万円
▪対4年度住民税均等割非課税世帯、4年
1月から12月までの家計急変世帯
▪申・▪問申請が必要です。申請期限は、5
年2月28日㈫まで。詳しくは、市ホー
ムページをご覧になるか、市電力・ガ
ス・食料品等価格高騰緊急支援給付
金コールセンター（☎514-8800）へ。

新型コロナワクチン
年末年始期の流行の前に
早めの接種をご検討ください
　1･2回目接種が完了している12歳以
上の人に、オミクロン株対応の2価ワ
クチン接種を行っています。接種券が
届き次第、接種予約ができます。
　また、1・2回目接種がお済みでない
人も年内の接種をご検討ください。
▪他・▪問接種の予約は、市新型コロナワク
チンコールセンター（☎0120-097-
321）へ。

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。

これからの医療の選択肢として
在宅医療・介護を考えてみませんか？
　在宅医療とは、通院が困難な人の自
宅などに、かかりつけ医等の専門職が
定期的に訪問して行う医療のことです。
　さまざまな専門職が連携しながら、
在宅での医療や介護を支援します。こ
れからの医療の選択肢として考えてみ
ませんか？
　在宅医療と介護に関する相談は、市
在宅医療・介護連携支援センター（☎
529-7851）へ。
▪問長寿福祉課（☎537-5746）

お知らせ

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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病児保育をご利用ください
　県内の病児保育施設
を居住地に関係なく利
用できます。病児保育
ネット予約サービス「あ
ずかるこちゃん」で、空
き状況の確認や施設予
約・キャンセルができます。
▪時月～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）
▪料市内6施設　1日2,000円（昼食・おや
つ代含む）
▪他・▪問詳しくは、市ホームページをご覧
になるか、子ども入園課（☎585-
5437）へ。

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、寡婦に
対し、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。申請か
ら交付まで一定の日数（約2カ月）がか
かりますので、扶養する児童の進学資
金などにお悩みの方は、お早めにご相
談ください。
▪他・▪問対象など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、子育て支援課（☎
537-5721）へ。

住所の表示が
5年1月7日㈯から変わります
▪対梅が丘、京が丘南4丁目、国分台�
▪内新住所の表示方法：（例）梅が丘〇丁
目〇番〇号、京が丘南四丁目〇番〇
号、国分台〇番〇号
　※対象者には個別に通知しています。
▪問市民協働推進課（☎537-7250）

幼児教育・保育の無償化を
ご存知ですか
　幼稚園・保育所・認定こども園等を利
用する3～5歳のすべての子ども（就学
前の障がい児の発達支援を利用する子
どもを含む）と、0～2歳の市町村民税
非課税世帯の子どもの利用料が無償化
の対象となります。また、預かり保育
や認可外保育施設等を利用する子ども
も、保育の必要性があると認定された
場合は、対象となります。
▪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、子ども入園
課（☎537-5789）へ。

大分三好ヴァイセアドラーの
ホームゲームに無料招待します！
　VC長野トライデンツとの試合に、市
民を無料招待します。
▪時5年1月14日㈯　午後2時～
　��　1月15日㈰　午後1時～
▪場サイクルショップコダマ大洲アリー
ナ（青葉町）
▪定1試合につきペア90組180人（多数
時は抽選）
▪申往復はがき（1組1枚）に、観戦希望日、
申込者2人の住所・氏名・電話番号を
記入し、12月16日㈮〈消印有効〉まで
に㈱大分三好ヴァイセアドラー「大
分市招待事業」係（〒870-0315　大
字佐野4236　☎529-9009）へ。
▪問スポーツ振興課（☎537-5979）

椎茸ほだ木の造成費用を
助成します
▪内補助対象者：市内に住所または所在
地を有する原木シイタケ生産者
　補助対象：2万駒を超える分
　補助金額：種駒1個につき1円
▪申期間：12月15日㈭～5年1月20日㈮
▪他・▪問購入後の受け付けはできません。
申請方法など詳しくは、林業水産課
（☎537-5783）へ。

産業用地の開発・分譲を行う
民間事業者を支援します
　民間事業者から開発計画を募集し、
支援要件を満たす場合は、産業用地開
発支援事業としてインフラ整備に係る
費用等を支援します。　
▪他・▪問応募要件など詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、創業経営支
援課(☎537-7014)へ。

まちづくり・建築よろず相談会を
開催します
▪時12月15日㈭　午前10時～正午、午
後1時～3時　※予約不要
▪場 J:COM�ホルトホール大分1階　
　まちづくり情報プラザ
▪内まちづくりや建築に関する相談
▪問まちなみ企画課（☎585-6004）

©V.LEAGUE

無料

門松カードを
配布します
▪時配布期間：12月1日㈭～
28日㈬〈各施設の閉庁日
を除く〉
▪場配布場所：公園緑地課（本
庁舎7階）、各支所、各地区
公民館（大分中央・大分東
部・大分西部・大分南部・
南大分・鶴崎・大南・稙田・
明治明野・大在・坂ノ市・佐賀関・野津
原）、コンパルホール1階受付、J:COM�
ホルトホール大分1階総合受付
▪問公園緑地課（☎537-5975）

医師、歯科医師、薬剤師の届出票、
医療・調理業務従事者届を
提出してください
　届出義務者は、12月31日現在の状況
を、保健所で配布している届出票に記
入し、5年1月16日㈪までに提出してく
ださい。
▪対医師、歯科医師、薬剤師の免許所持者
全員（業務に従事していない人も含
む）、保健師、助産師、看護師、准看護
師、歯科衛生士、歯科技工士、調理師
▪問保健所保健総務課（☎536-2554）

一般競争入札により
市有地を売却します
◎大分川ダムななせ館跡地
▪内地番：大字廻栖野字新界2501番10　
地目：宅地　面積：4,911.57㎡
　参考価格：5,700万円
▪時入札日時：5年2月28日㈫　午前10時
▪場入札場所：本庁舎9階　第1入札室
▪他・▪問受付期間は、12月1日㈭～5年2月
1日㈬。現地説明会を12月13日㈫に
行います。申込方法など詳しくは、
管財課（☎537-5608）へ。

空き家相談出張窓口を
開設します
▪時12月15日㈭　午前10時～正午、午
後1時～3時　※予約不要
▪場 J:COM�ホルトホール大分1階
　まちづくり情報プラザ
▪内空き家の管理や利活用など空き家に
関する相談
▪問住宅課（☎585-6012）

お知らせ

無料

無料

毎週水曜日　午後６時55分～７時　OBS大分放送
（市内のケーブルテレビ局でも放送中）

▲「あずかるこ�
　ちゃん」は�
　こちら
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