
無料人権相談を行います
▪時2月1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〉

市民の意見を募集します
①「新たな知の拠点整備概要（素案）」
　担当課：美術振興課（市美術館総合受

付　☎554-5800）
②「（仮称）新･大分市行政改革推進プラ
ン（素案）」

　担当課：企画課（本庁舎5階　☎537-
5718）
③「大分市上下水道事業経営戦略改訂
版（素案）」

　担当課：上下水道局経営企画課（上下
水道局3階　☎538-2404）
④「大分市住生活基本計画（案）」
　担当課：住宅課（本庁舎6階　☎585-

6012）
⑤「鶴崎・滝尾・中判田駅周辺整備基本
構想（案）」

　担当課：都市計画課（本庁舎7階　☎
537-5967）
▪時募集期間：①1月13日㈮まで　②1月

16日㈪まで　③1月25日㈬まで　④
1月4日㈬～2月3日㈮　⑤鶴崎：1月
1日㈰～31日㈫、滝尾 ･ 中判田：1月
30日㈪～3月1日㈬
▪場閲覧場所：各担当課、情報公開室（本

庁舎7階）、各支所、市ホームページ
でご覧になれます。
▪他・▪問個々の意見に対する直接の回答

はしません。応募方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、各
担当課へ。

「赤ちゃんの駅」登録施設募集
　乳幼児を抱える保護者の子育てを支
援するため、外出先で授乳やおむつ替え
などを無料でできる施設（赤ちゃんの駅）
を募集しています。詳しくは、子ども企画
課（本庁舎2階）に備え付けの実施要件確
認書（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（☎574-6516）へ。

募　集

大分市ブランド認証「Oita Birth」に
新しく10品目が加わりました！
▪内追加加工品：
◎辛
しん

のニラ醤油　
　㈱Log Style（☎578-7309）
◎白肌ごぼう茶　
　㈱戸次人（☎560-0263）
◎OITAPARSLEY×おおいた冠地どり
3種（大分パセリカレー・欧風バターチ
キンカレー・トマト＆レモンカレー）

　 木 蔭 の リ ス ト ラ ン テ Adagio（☎
558-2724）
◎香
カオルナティー

月茶　5種（美・癒・巡・活・流）
　kaoluna farm（☎520-7541）
▪問農政課（☎537-7025）

20歳になったら国民年金加入の
お知らせが届きます
　日本国内に居住する20歳以上60歳
未満の人は、国民年金の被保険者とな
ります。20歳になってからおおむね2
週間以内に日本年金機構から加入のお
知らせなどが届きます。加入のお知ら
せなどが届かない場合は、国民年金室

（本庁舎1階⑩番窓口）、各支所、本神崎・
一尺屋連絡所で加入手続きをしてくだ
さい。なお、保険料納付が困難な場合
は、免除制度がありますので、ご相談く
ださい。
　また、厚生年金や共済年金に加入中
の人や、その人に扶養されている配偶
者（第3号被保険者）は勤め先で手続き
を行うため、窓口での手続きは不要です。

▪問国民年金室（☎537-5617）

穴ぼこ110番
　道路の穴ぼこや点字ブロックの損傷
などを見掛けたら、連絡をお願いします。
◦市 道 … 道 路 維 持 課（☎ 537-5769）　
◦国道〈10号、210号宮崎交差点～大分
市境〉…国土交通省大分維持出張所（☎
543-2030）、道 路 緊 急 ダ イ ヤ ル（☎
#9910）　◦県道、上記以外の国道…県
大分土木事務所（☎558-2141）

（https://www.nenkin.go.jp/
tokusetsu/20kanyu.html）

「国民年金の加入と保険料のご案内」

無保険の人は早急に
国民健康保険の加入手続きを
　無保険の人で、国民健康保険の加入
手続きが遅れた場合、最長で3年さか
のぼって課税されます。加入手続きが
遅れるほど一度に多額の保険税を納め
ることになりますので、無保険の人は
今すぐ加入手続きをしてください。
▪問国保年金課（☎537-5736）

都市計画を変更したので
お見せします
▪内松原国宗線、森雨水排水ポンプ場、明

野緑地（いずれも変更）
▪場・▪問都市計画課（本庁舎7階　☎537-

5965）

都市計画変更の案を縦覧します
▪内都市計画公園：大分総合運動公園、岡

公園、天然塚公園、羽田東児童公園
（いずれも変更）　都市計画道路：東

大道南春日町線、王子町椎迫線（いず
れも変更）　都市計画用途地域：大分
総合運動公園近辺、横尾地区（いずれ
も変更）　都市計画地区計画：戸次地
区 地区計画（変更）
▪時縦覧期間：1月16日㈪～30日㈪
▪他・▪場・▪問計画案に意見のある人は、縦覧

期間内に直接または郵送、ファクス、E
メールで、都市計画課（本庁舎7階　
〒870-8504　荷揚町2-31　☎537-
5965　 536-7719　 tosikeikaku 
@city.oita.oita.jp）に意見書（市ホー
ムページでダウンロードも可）を提出
することができます。

解雇などで失業した人は
国民健康保険税が軽減される
場合があります
　会社の倒産・解雇などで失業した人
の国民健康保険税は、前年の給与所得
を3割として算定します。
▪内持参品：雇用保険受給資格者証もしく

は雇用保険受給資格通知、本人確認
書類、マイナンバーを確認できる書類

※離職日に65歳未満の人で、雇用保険受
給資格者証もしくは雇用保険受給資
格通知の離職理由番号が、11、12、21、
22、23、31、32、33、34の人が対象です。

　届出先：国保年金課（本庁舎1階⑨番
窓口）または各支所、本神崎・一尺屋
連絡所
▪問国保年金課（☎537-5736）

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）
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暮らしの情報

道路にはみ出した庭木の剪定を
お願いします
　庭の樹木が道路にはみ出すと、通行の
妨げとなり、交通事故の原因になりかね
ません。早い時期に剪定をお願いします。
問土木管理課（☎537-5630）

環境イベントや募集の情報を
市ホームページに掲載しています
　環境保全活動を行う団体等による環
境イベントや募集の情報をお知らせし
ています。掲載を希望する場合は、環
境対策課（☎537-5758）へ。

国民健康保険税などは
所得申告時の社会保険料控除の
対象です
◎納付額の確認
◦国民健康保険税・後期高齢者医療保

険料…1月下旬に郵送する「納付済額
のお知らせ」で確認してください。な
お、40歳～64歳の人の国民健康保険
税には介護保険料も含まれています。

※国民健康保険・後期高齢者医療制度
加入前の保険税（料）については、加
入していた医療保険の保険者（事業
所など）で確認してください。
◦介護保険料（65歳以上の人）…年金

の源泉徴収票または領収証書等で納
付済額を確認してください。
◦国民年金保険料…社会保険料（国民

年金保険料）控除証明書を日本年金
機構から郵送しています。申告には
控除証明書または領収書の添付が義
務付けられています。
◎納付額が分からない人には納付額確
認書を発行します
◦国民健康保険税・後期高齢者医療保

険料…窓口に来る人の本人確認書類
を持参して、国保年金課（本庁舎2階
④番窓口）、各支所、本神崎・一尺屋連
絡所で手続きをしてください。
◦介護保険料（65歳以上の人）…長寿福

祉課（本庁舎1階⑭番窓口）、各支所
（鶴崎・稙田市民行政センターでの発

行は東部・西部保健福祉センター）、
本神崎・一尺屋連絡所で手続きをし
てください。
◦国民年金保険料…大分年金事務所へ

お問い合わせください。
▪問国保年金課（☎537-5616）、長寿福祉

課（☎537-5741）、大分年金事務所
（☎552-1211　自動音声案内2→2）

特定健診・健康診査はお済みですか
　お手元に届いている４年度の受診券
の有効期限は3月31日㈮です。
　例年、年度末にかけて大変混み合いま
す。ご希望の日時・健診機関でのご予約
が取りづらくなるため、早めにご利用く
ださい。受診には受診券と被保険者証
が必要です。（加入保険が変わった場合
は、国保の受診券は使用できません。）
問国保年金課（☎537-7175）、県後期

高齢者医療広域連合（☎534-1771）

在宅医療・介護に関する
動画を公開中です！
　在宅医療・介護をより
多くの人に知ってもら
うため、実際に自宅や施
設で医療・介護サービス
を利用している人とそ
の家族の様子をご紹介します。ぜひ、
ご覧ください。
▪問長寿福祉課（☎537-5746）

４月から後期高齢者医療保険料
の年金天引き（特別徴収）で
納める人へ
　次の条件をすべて満たす場合、原則
4月から年金天引きを開始します。対
象者には3月中旬頃、特別徴収開始通
知書を送付します。
◦4年6月～9月に大分市で新たに後期
高齢者医療制度の被保険者となった場
合　◦被保険者が1年間に受け取る年
金額が18万円以上で、被保険者の介護
保険料が年金天引きの対象　◦被保険
者の介護保険料と後期高齢者医療保険
料の1回の特別徴収の合計額が、1回の
年金支給額の2分の1以内

〈口座振替に変更したい人は〉
　1月31日㈫までに窓口へお申し出く
ださい。
※支払い方法変更の際に必要なもの
　案内通知または健康保険証、口座の

通帳または口座番号が確認できるも
の、通帳印
▪問国保年金課（☎537-5736）

市立学校体育館等使用料条例が
一部改正されました
▪内金池小学校の新校舎供用開始に伴

い、体育館の空調設備使用料を1時
間当たり500円とするもの
▪問学校施設課（☎537-5647）

マタニティマークを通した
妊産婦にやさしい環境づくりに
ご協力ください
　妊娠初期のお腹の
目立たない時期でも
周囲に妊娠を知らせ
る「マ タ ニ テ ィ マ ー
ク」。市では、このマー
クを通して、受動喫煙の防止や交通機
関での座席の譲り合いなど「妊産婦に
やさしい環境づくり」を進めています。
▪問保健所健康課（☎536-2516）

まちづくり・建築よろず相談会
▪時1月19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）

空き家相談出張窓口を
開設します
▪時1月19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）

建設工事・配水管布設工事などの
入札参加資格審査申請を
受け付けます
　市や上下水道局が５年度に発注する
工事などの競争入札参加資格審査申請
の受け付けを行います。
①建設工事、測量・建設コンサルタント
業務など
▪時2月1日㈬～3月10日㈮
▪場本庁舎5階　503会議室
▪問契約監理課（☎537-5714）
②配水管布設工事（上下水道局のみ）
▪時2月1日㈬～28日㈫
▪場・▪問上下水道局総務課（城崎町一丁目　

☎538-2413）
▪他申請書類は、競争入札参加資格審査

申請書類などです。申請書の提出は
原則郵送でお願いします。詳しくは
各担当課へ。

お知らせ

無料

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

▲動画はこちら

14市報おおいた  R５.１.１


