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春の陽気に誘われて

表紙：ウメの花とメジロ（朝倉文夫記念公園：２月17日撮影）
※市報掲載のイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または延期となる場合があります。

令和２年度

施 政 方 針

令和２年度の市政運営に臨む所信の一端を申し上げます。

平成

年 ３月

日に合併した本市は︑

年と

語教育を支援するための臨時講師を配置するな

このほかにも︑支所・公民館や図書館・資料

ど︑時代に応じた教育環境の整備に努めてきた

わゆる﹁合併市﹂から﹁普通市﹂となり︑真に自立

館など︑地域づくり活動や防災︑学び等の活動拠

ち﹂とするため︑基本政策である﹁働く場の確保﹂

かってつないでいくことのできる持続可能なま

そのため私は︑この３年間︑本市を﹁将来に向

用し︑豊後大野市の未来へとつながる道のりを

にしながらも︑限りある財源を最大限に有効活

これまで積み重ねてきた取組をより確かなもの

そして︑任期４年の最後となる令和２年度は︑

点の整備を進めてまいりました︒

﹁子育て支援の充実﹂﹁学校教育の充実﹂の３つの

しっかりと地に足をつけて歩んでまいります︒

特に︑教育環境のさらなる充実と教育の振興

無償化や子育ての相談にワンストップで応じる

助成制度の創設のほか︑保育料の第２子以降の

や中学生までのインフルエンザ予防接種費用の

中学生の通院等に係る医療費助成の現物給付化

努めるとともに︑
﹁子育て支援の充実﹂では︑小・

業合同説明会の開催等により︑若者の定住化に

の就職希望者とその保護者を対象とした地場企

の実施や農産物加工施設の誘致︑三重総合高校

まず︑﹁働く場の確保﹂では︑地域雇用創造事業

の利活用については︑地域振興や活性化に向け

また︑これまで懸案事項であった県有地跡地

ど︑﹁学校教育の充実﹂に力を注いでまいります︒

とを目的とした﹁奨学金返還支援制度﹂の創設な

り︑若者の定住促進と地元就職の促進を図るこ

教育を受けることのできる環境づくりはもとよ

奨学金の返済を支援することによって安心して

教育支援センター﹁かじか﹂の機能拡大︑そして︑

置や︑小・中学校と三重総合高校との連携強化︑

・中一貫教育﹂を一歩進めた﹁小中一貫校﹂の設

を図るため︑これまで取り組んできた﹁連携型小

﹁子育て世代包括支援センターきらきら﹂の設置

て着実に歩みを進めており︑﹁旧緒方工業高校跡
また︑﹁学校教育の充実﹂では︑キャリア教育を

住宅跡地﹂では︑その周辺のスポーツ施設を含め

えた整備方針を示したところであり︑﹁旧県職員

地﹂では︑民間事業者の実現性の高い提案を踏ま
推進するためのコーディネーターや小学校の英

り組んでまいりました︒

など︑安心して子育てができる環境づくりに取

た︒

柱を中心にさまざまな施策を進めてまいりまし

ジを迎えることとなります︒

した﹁市﹂としての真価が問われる新たなステー

いう月日を経て︑合併により優遇されていた交
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ところです︒

31

付税の特例措置が終了を迎え︑令和２年度は︑い
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た区域をスポーツゾーンとしてゾーニングし︑
雨災害により全国で農業用ため池の決壊が頻発

また︑農業生産基盤整備については︑近年の豪

度において︑市が主体となった新たな森林管理

た森林環境譲与税を財源とした森林経営管理制

林業振興については︑令和元年度に導入され

もに地域住民への周知に努めます︒

していることから︑ため池の直下︵ました︶に人

の仕組みづくりや実行体制の充実を図り︑健全

目指し取組を強化します︒

これから始まる﹁普通市﹂としての市政運営は︑

家や公共施設がある防災重点ため池の決壊等に

な森林育成や林業の振興に貢献できるよう︑認

施設配置やスポーツツーリズムのあり方につい

本市が将来にわたって輝き続けるための大変重

関する情報の伝達方法や︑避難場所および避難

定林業事業体を始めとする各関係機関と連携し

て検討してまいります︒

要な﹁自主・自立﹂の歩みとなります︒その歩み

経路を記載したハザードマップを作成するとと

商工業等の振興については︑創業資金や中小

商工観光関係

た取組を進めます︒

を次世代へとつなげ︑﹁持続可能な豊後大野市づ
くり﹂を実現するために︑令和２年度も︑誠実に︑
使命感を持って全力でまちづくりに取り組んで
まいります︒
以上を踏まえまして︑令和２年度予算に基づ
く主要施策等につきまして︑令和２年度から新
たな事業として計上しているものを中心にご説
明申し上げます︒

▲地場企業合同説明会

農林業関係
農業振興については︑農業者の高齢化や減少
が進行する中で︑産地が今後も持続的に成長し
ていくためには︑少ない労働力で効率的かつ高
品質な農産物の生産を可能とする﹁スマート農
業﹂の導入を検討していく必要があることから︑
県農林水産指導センターや関連団体︑農業新技
術を提供する農機具メーカー等と連携した現地
実証等を積極的に進めるとともに︑令和４年度

2020.4

3

に鹿児島県で開催予定の﹁全国和牛能力共進会﹂
に向け︑前回に引き続き各部門での上位入賞を

▲県畜産共進会で肉牛の部と肉用牛の部でグランドチャンピオン賞に。
ダブル受賞は市発足以来、初の快挙。
肉牛の部後藤さん（左）と肉用牛の部安藤さん（右）

また︑避難行動要支援者対策については︑市の

ることから︑ロタウイルス感染による胃腸炎を

信用保証協会と協調して行う制度資金を３年間

﹁地域防災計画﹂や﹁国土強靱化地域計画﹂に沿っ

企業者の経営に必要な設備資金に係る融資のあ

延長して取り組むとともに︑本市の農林水産物

て︑避難行動要支援者に対する支援を適切かつ

予防するため乳児を対象に実施します︒

等を活用した特産品を認証する﹁ぶんごおおの

円滑に実施するための﹁避難行動支援プラン﹂の

っせんや保証料の補助を市内金融機関や大分県

ブランド認証制度﹂を創設し︑認証した製品を広
策定に取り組みます︒

て︑新たに専門職が心身の不調や育児不安を抱

﹁子育て世代包括支援センターきらきら﹂におい

子育て支援については︑昨年４月に開設した

く情報発信することにより地域ブランド力を高
め︑消費拡大や地域経済の活性化を図ります︒
年度

から開催している三重総合高校の就職希望者と

える産後の母と子を支援する﹁産後ケア事業﹂や︑

また︑雇用環境の向上については︑平成
保護者を対象にした地場企業合同説明会に加え︑

▲安心して子育てできる環境
づくりを目指して

防災対策・消防関係

財 務 マ ネ ジ メ ン ト の 的 確 な 向 上 を 図 る た め︑

市公共下水道事業の計画的な経営基盤の強化や

門知識を有する民間事業者へ委託するとともに︑

作成し︑市民への土砂災害危険区域等の周知に

害に対応するため︑土砂災害ハザードマップを

発生する集中豪雨や台風等による大規模自然災

また︑防災対策については︑近年︑全国各地で

広報活動の充実については︑﹁ふるさと大使﹂

情報・協働関係

を解消するため︑備蓄倉庫の整備を進めます︒

地方公営企業法の規定のうち財務規定等を適用

支援等に重点を置いた取組を進めます︒

者が地域で円滑な生活を始めるための移住後の

しや移住希望者に対する移住相談のほか︑移住

ディネーターを配置し︑空き家物件の掘り起こ

また︑移住・定住の促進については︑移住コー

努めるとともに︑備蓄品の保管スペースの不足

入に係る補助制度を新たに設けます︒

を守るため︑特殊詐欺防止機能付電話機等の購

防犯対策については︑特殊詐欺等から高齢者

▲移住相談会を開催

し運営します︒

的な運転・維持管理を行うため︑水道施設の専

水道事業については︑支所の水道施設の効率

住環境・土地利用・定住関係

援訪問事業﹂に取り組みます︒

要支援家庭等への家事育児を支援する﹁養育支

催します︒

保健・医療・福祉関係
予防接種事業については︑本年

月から新た

﹁地場企業見学会﹂を三重総合高校と連携して開

30

にロタウイルスワクチンが定期接種に追加され
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る著名な方などに本市の魅力を広く発信してい

を創設し︑各分野で活躍する本市にゆかりのあ
進と地元就職の促進を図ることを目的とした﹁奨

のできる環境づくりはもとより︑若者の定住促

援することによって安心して教育を受けること

年からその取扱いに

また︑国の登録有形文化財である旧緒方村役

市を目指します︒

学金返還支援制度﹂を創設し︑活力ある豊後大野

ただきます︒
また︑携帯電話不感地域の解消として︑三重町
中津留地区に基地局を整備し︑災害時における
通信手段の確保に努めます︒
場庁舎については︑平成

ついて検討を始め︑国や県とも協議を重ねてき
確保するとともに︑必要最低限の経費で復元保

教育・文化・芸術関係
学校教育の充実については︑小学校教科担任

存することとし︑令和３年度の復元保存工事に

た結果︑施設の老朽化による周辺住民の安全を
制の対象校を三重町全体に拡大し︑教科担任制

向けた取組を進めます︒
なお︑現図書館については︑令和３年１月の開
館に向けた準備のため︑本年４月から休館とな
り︑その間︑市民の皆さまには大変ご迷惑をお掛

月に本

けしますが︑開館までの諸準備に遺漏のないよ
う万全を尽くします︒

自然・環境保全関係
ジオパークの取組については︑昨年

回日本ジ
オパーク全国大会﹂では︑全国のジオパーク関係

革に取り組み︑効率的・効果的な市政運営に努

敏

めてまいりますので︑市民皆さまのなお一層の

文

者や市民皆さまのご協力により盛会のうちに終

野

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

川

了することができました︒
また︑令和３年度には︑

豊後大野市長

ます︒

そのため︑今後におきましても︑不断の行財政改

市﹂として自立した行財政運営が求められます︒

頭でも述べましたように︑令和２年度から﹁普通

私の所信の一端と主要施策等の概要ですが︑冒

以上が︑令和２年度の市政運営に当たっての︑

▲日本ジオパーク全国大会。飲食・物産ブースでは
県内外の来場者が豊後大野の食を味わいました。
２回目の再認定審査を迎えることから︑アクシ

市と姫島村︑大分市で開催された﹁第

11
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ョンプランに基づいた取組により持続可能なジ
オパーク活動を推進します︒

2020.4
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29

の研究に取り組むとともに︑奨学金の返済を支

▲建設が進む新図書館・資料館

令和2年度「ぶんごおおの子育て応援券」
変更のお知らせ
令和２年度版から、配布対象と配布額が変わります。

◆配布対象
◆配 布 額

令和２年度中に生まれたお子さんの保護者
第１子
：20,000円（＠1,000円券×20枚）
第２子
：30,000円（＠1,000円券×30枚）
第３子
：40,000円（＠1,000円券×40枚）
第４子以降 ：50,000円（＠1,000円券×50枚）
◆有効期限 お子さんの満１歳の誕生日前日まで
◆利用できるサービス
●育児用品の購入
①おむつ関連用品…紙おむつ、布おむつ、おむつライナー、おむつカバーなど
②粉ミルク
③飲食料品…ベビードリンク、ベビーフードなど
④授乳関連用品…ほ乳瓶、替え乳首、母乳パッドなど
⑤ベビーケア用品…おしりふき、ベビーソープ・シャンプー、スキンケア用品、オーラルケア用品、
綿棒、消毒用品、ベビー用洗濯洗剤、ほ乳瓶用洗剤など
●緊急時等のタクシー利用
※登録店の変更はありません。

令和２年度「おおいた子育てほっとクーポン」の
配布とご利用できるサービス拡充のお知らせ
子育て支援サービスの周知と利用促進により、子育て家庭の精神的・身体的・経済的負担の軽減を
図るため、
「おおいた子育てほっとクーポン」を配布します。
また、今年度から利用できることとなったサービスについても併せてお知らせします。

●配布対象 令和２年度中に生まれたお子さんの保護者
●有効期限 お子さんの３歳誕生日の前日まで
●クーポン 養育するお子さんの人数×10,000円
●追加サービス
・家事援助サービス
●サービス提供事業所（追加）
◯インフルエンザ予防接種
・岡本医院 おかもと糖尿病・内分泌クリニック（犬飼町）
◯フッ素塗布
※市内の歯科医院15か所はすでに登録していま
・杉山歯科医院 （臼杵市野津町）
す。一時預かりや読み聞かせ絵本購入、イン
・岩田歯科クリニック（臼杵市野津町）
フルエンザ予防接種等たくさんの子育て支援
・芦刈歯科クリニック（臼杵市野津町）
サービスに使えます。
・陽だまり歯科医院 （臼杵市野津町）

有効期限にご注意ください！
クーポンの有効期限は、３歳誕生日の前日となっており、お子さんごとに異なります。

平成29年度版（緑色の冊子）をお持ちの方は、今年度中に期限が到来しますので、お早めにご利用
ください。

問い合わせ先

子育て支援課

こども支援係

0974-22-1001（内線2138）
2020.4
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おもちゃドクター
来館日の変更について
三重ふれあい児童館のおもちゃドクターの
来館日が４月から毎月第２土曜日に変更にな
りました。時間は９時30分から12時です。

三重ふれあい児童館に子育て
支援センターを併設します
４月１日から三重ふれあい児童館に子育て支援
センターを併設し、子育て相談や子育て情報の提
供を行うほか、親子の交流を図る場を提供します。
ぜひご利用ください。
実施場所

おうちに壊れたお
もちゃがあったら遠
慮なくおいでくださ
い。また、不要にな
ったおもちゃや、壊
れたおもちゃがあり
ましたら、おもちゃ
の修理の部品として
再利用したいのでご
提供ください。

三重ふれあい児童館の遊戯室および図
書室
開所時間 月曜日〜金曜日 ９時〜14時まで
※児童館は、９時30分〜18時まで開館しています。

千歳ふれあい児童館の
開館時間の変更について

千歳ふれあい児童館の開館時間を４月１日から
次のとおり変更します。
（変更後）
平日
13時〜18時まで
土曜日・長期休暇 ９時30分〜18時まで

問い合わせ先 子育て支援課 こども支援係

0974-22-1001（内線2135）

東京2020オリンピック聖火リレーに伴う
交通規制のお知らせ
日時

４月25日（土）17時頃〜18時15分頃
コース 〔緒方町〕スタート地点：二宮八幡社〜

フィニッシュ地点：緒方三郎惟栄館跡

・コースおよびコース周辺の道路では、約1時間15分程度、車両の通行が禁止されます。
・自動車利用は極力ご遠慮ください。
・自動車を利用される場合は、う回路をご利用ください。
※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。現場係員の指示に従って
ください。
・規制時間は目安であり、当日の状況によって変わる可能性があります。
・ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。
次のサイトで交通規制図を確認いただけます。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/10940/tokyo2020oitakiseizu.html

問い合わせ先
東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー大分県実行委員会事務局
大分県企画振興部芸術文化スポーツ振興課 ☎097-506-2085
豊後大野市教育委員会 社会教育課 スポーツ推進係
0974-22-1001
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空き地等の適正管理をお願いします
空き地に雑草が生い茂ったまま放置していると、さまざまな問題が発生することが懸念され、近隣にお住ま
いの方々に不安や迷惑をかけることがあります。

・生い茂った雑草の葉やツルが伸びて近隣の住宅へ侵入
・蚊やハチなどの衛生害虫やヘビなどが発生し近隣の住宅へ侵入
・ごみの不法投棄や犯罪の発生
・火災の発生
空き地の所有者および管理者は、その土地が管理不良にならないように定期的な草刈りを
行うなどして、適正に管理するようお願いします。
雑草は、春から伸びはじめ、梅雨時期には成長が早くなり、10月ごろまで成長し続けます。
また、刈り取った雑草をそのまま放置すると、風で周辺へ飛散することもありますので、
片付けなど適正な処理をするようお願いします。

問い合わせ先

環境衛生課

環境衛生係

0974-22-1001（内線2303）

犬の登録および狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者には一生に１回の「登録」と、年１回の「狂犬病予防注射の接
種」が義務付けられています。また、所有者の変更や犬の転入・転出が発生した場合、愛犬が亡くなった場合にも
届出が必要です。いずれも環境衛生課または各支所で受付を行っています。

【令和２年度狂犬病予防集合注射】
４月13日（月）から５月22日（金）の間、各地域の公民館等で令和２年度狂犬病予防集合注射を行います。詳細
な日程は、後日、現在犬の登録をされている所有者のご自宅に「狂犬病予防注射案内及び受付票」を送付します
ので、内容をご確認いただき当日お持ちください。なお、集合注射会場でお支払いしていただく注射代金はこれ
までの３,０７０円から３,２５０円（１頭当たり）に変更となりますのでお間違えのないようお願いします。

【マナーアップ】
散歩中のフンは、事前に準備した袋等で飼い主の責任で必ず片付けましょう。

問い合わせ先

環境衛生課

環境衛生係

0974-22-1001（内線2304）

豊後大野市飲料用水施設改善に関する補助事業について
市では、市民の健康増進と公衆衛生の確保および生活環境の改善を図るため、市内の飲料用水施設設置に係
る費用の一部を助成しています。

◇対象となる飲料用水施設
『市内居住者の２世帯以上を有する地区が共同で設置・管理する公営水道区域外の飲料用水施設』あるいは、
『隣接する住宅との距離がおおむね100ｍ以上あるため、共同で設置・管理することが困難な場合において、
１世帯のみで設置・管理する公営水道区域外の飲料用水施設』

◇補助対象
新規の井戸（ボーリングを含む）の掘削および新規水道施設工事、または既存施設の修繕に要する費用。
ただし、新設および修繕いずれの場合も、工事費１件当たり30万円以上。

◇補助額
・共同で設置・管理する施設は、対象費用の額の３分の１以内の額（上限133万３千円）
・１世帯のみで設置・管理する施設は、対象費用の額の３分の１以内の額（上限30万円）

問い合わせ先

環境衛生課

環境衛生係

0974-22-1001（内線2304）

身近なことからCO2削減。
マイバッグを利用しましょう。
2020.4
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活力ある地域づくりに！コミュニティ助成事業
コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの売り上げ収益金を活用して、市町
村・コミュニティ組織（自治会等）の拠点整備または地域活動等に対し、助成するものです。
一般コミュニティ助成事業を活用し、次の団体が獅子頭や神楽衣装等を購入しました。
今後ますます、伝統芸能・文化の継承、地域の魅力発信に寄与することが期待されます。

▲大化・獅子白熊保存会（緒方町）

問い合わせ先

まちづくり推進課

住民サービスの向上に
役立てています

▲上田原区伝統芸能保存会（三重町）

地域振興係

0974-22-1001(内線2446）

電源立地地域対策交付金事業

本市には３か所の水力発電所（大野
川・沈堕・軸丸）と１か所の減水区間
（芹川第三発電所）があり、その発電
量に応じて国から交付金が交付され、
公共施設の整備や住民サービスの向上
につながる事業に取り組んでいます。
令和元年度は電源立地地域対策交付
金を活用して、消防団第２方面団第２
分団および第４方面団第３分団の消防
ポンプ自動車の整備、コミュニティバ
ス車両の整備を行いました。

問い合わせ先

まちづくり推進課

地域振興係

0974-22-1001(内線2442）

新型コロナウイルス感染症の予防について
新型コロナウイルス感染症は、感染者のくしゃみや咳などのしぶきに含まれるウイルスによる「飛沫感
染」と、ウイルスが付着した手で口や鼻を触ることによる粘膜からの「接触感染」によりうつると言われ
ています。インフルエンザや風邪などと同様、日頃からの体調管理や感染予防対策が大切です。

日常生活で気をつけること

【相談窓口】

●こまめに手を洗いましょう。
石けん等を使い、指の間や手首も忘れずに。
●できるだけ混雑した場所を避けましょう。
●咳エチケットに心がけましょう。
マスクがない場合は、咳やくしゃみは手で覆うのでは
なく、ティッシュ・ハンカチ・肘の内側でブロックを。

＜受診や予防に関する相談＞
■豊肥保健所 ☎0974-22-0162
※24時間対応
＜それ以外の相談＞
■大分県 新型コロナウイルス相談窓口
☎097-506-2775

※３月６日現在の情報です。最新情報は、ホームページやケーブルテレビをご確認ください。
問い合わせ先
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市民生活課

健康推進室

0974-22-1001

市民提案型協働のまちづくり活動推進事業による取組
平成30年度から始まったこの事業は、市民活動団体の先駆性・柔軟性を生かしたアイデア・ノウハウによって、より効果的
な地域の課題解決、活性化、市民サービスの向上を目指すものです。令和元年度は９団体から応募をいただき、３団体の提案
が採択されました。採択された団体から、半年間の活動を報告いただきましたので、次のとおりお知らせします。

「白鹿山守り人の会」からの活動報告

白鹿山に集結したメンバー

「憩いの場・故郷の風景としての白鹿山の景観復活」
千歳町にある「白鹿山」は、以前は眺望がよく憩いの場として市民
に親しまれていましたが、近年、管理状態が悪く昔の面影が無くなっ
ていました。こうした状態を昔のような景観の良い憩いの場に戻すこ
とを目的に「白鹿山守り人の会」を立ち上げました。これまでに「３９
ちとせ会」も独自で環境整備を行っていましたが、今は、この会のみ
となっています。主な作業は草刈り、ツタの除去、剪定、雑木竹の伐採
などを数人で定期的に行っています。この結果、傾山・祖母山・久住山
の山並、大野川や鉄橋、江内戸の景などが良く見えるようになり、山
頂からの初日の出も、多くの人が訪れるようになりました。また、桜や
紅葉を見に来る人も増えました。今後も無理のないよう自分たちのペ
ースで、所期の目的を目指し“ここにしかない故郷の風景”を残してい
きたいと思います。賛同できる方のご参加をお願いします。

「おがたまちおこしたい」からの活動報告

「若手有志が立ち上がる、地域の活気づくり」
「おがたまちおこしたい」は平成30年に若手有志で発足しました。
この会は、まちづくりという活動を通して、子どもたちに緒方町の魅
力を伝えていくことを目的としています。そのため、緒方町にいても楽
しめる企画を考え実行しています。その中でも、原尻の滝周辺のイル
ミネーション点灯が大きな取組といえます。11月からイルミネーション
の取り付け作業を開始しましたが、会員以外にも多くのボランティア
の方にもお手伝いいただき、にぎやかに準備をしてきました。この取
組を通して、多くの人がつながったことも大きな成果だと思います。引
き続き、他の多くの団体や関係者と連携していきます。イルミネーショ
ン以外にも、少しでもこの町に住んでよかったと思ってもらえるよう
な活動を行っていきたいと考えています。

芝生広場に設置されたイルミネーション

「ここのね自由な学校」からの活動報告

子どもたちと一緒に壁塗り作業

「まちづくりを視野に入れた新しい学校づくり」
「子どもたちが安心して生き生きと学べる場所を創りたい」その一
心で、この１年間新たな学校を創ってきました。半年間探した場所は、
地域の方のご厚意によって大野町の元酒蔵の場所に決まり、大掃除、
壁塗り、床張りなど、地域の方や多くの協力者のおかげで、日に日に
場所ができてきています。週に一度、月曜日の活動には、市内や市外
から数人の子どもたちが参加し、自分の好きなこと、やりたいことを
しながら学んできました。畑づくりや焼き芋、絵やダンス、地域探検
など、子どもたちの笑顔があふれ、私たちもとてもうれしかったです。
４月からは、活動を月曜日と火曜日の週２回に増やし、２年後に全日
開校、５年後に私立の学校になることを目指していきます。地域の方々
が気軽に出入りでき、年齢や職種に関わらず、いろんな人が共に学び
合う場を創っていきたいです。

令和２年度の市民提案型協働のまちづくり活動推進事業の募集を開始しました
昨年度に引き続き、令和２年度の募集を行っています。募集期間は４月１日から５月29日までです。募集内容等の
詳細は、市役所ホームページまたは４月の回覧をご覧ください。

問い合わせ先

まちづくり推進課

地域振興係

0974-22-1001(内線2443）
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豊後大野市男女共同参画審議会委員の公募について
市では、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、
「豊後大野市男女共同参画審議
会」を設置しています。平成28年度から令和７年度の10年間を計画期間とした「ぶんごおおの生き活
きプラン（第２次男女共同参画基本計画）」の５年目における中間見直しに当たり、次のとおり、
若干名の委員を広く市民の皆さまから募集します。
募集人員
任
期
年間活動

応募方法
受付期間

若干名
２年間
豊後大野市男女共同参画審議会 年３回程度（令和２年度）
応募資格：次の①〜③のいずれの要件にも該当する方
①市内に在住する方
②20歳以上の方（令和２年４月１日現在）
③男女共同参画社会の実現について理解のある方
応募用紙の請求・提出は、人権・部落差別解消推進課男女共同参画係または各支所まで
＊なお、応募用紙は、市のホームページからダウンロードできます。
４月1日
（水）
〜4月24日
（金）

問い合わせ先 人権・部落差別解消推進課 男女共同参画係

豊後大野市民病院

0974-22-1001（内線2491）

看護師修学資金貸与希望者募集

豊後大野市民病院では、看護学校等に在学する方で、将来、豊後大野市民病院で看護師として勤務を
目指す方を対象に、修学資金の貸与を行っています。令和２年度の貸与希望者を次のとおり募集します。
■貸与対象者

看護学校等（正看護師資格取得目標）に在学する方で、将来、豊後大野市民病院で
看護師として勤務を目指す方
■貸 与 額 年間48万円
■貸 与 期 間 看護学校等修学期間内（最高4年間）
■貸 与 申 請 4月中に申請してください（必要書類は市民病院ホームページに掲載）
■貸 与 審 査 書類審査および面接審査
問い合わせ先 豊後大野市民病院 医事・経営課 経営係

0974-42-3121(内線5233）

４月から市民病院はDPC対象病院となります
豊後大野市民病院は、令和2年4月1日以降入院された患者さんの医療費から、厚生労働省が推進す
るDPC制度を導入し、
「DPC対象病院」となります。
これにより入院診療費の計算方法が、従来の「出来高払い制度（出来高評価方式のみ）」から、
「DPC
制度（包括評価方式＋出来高評価方式）」へ変更になります。
DPC制度の計算方法は、厚生労働省が定めた1日当たりの定額からなる包括部分（入院料、投薬、注
射、検査料など）と出来高部分（指導料、手術、リハビリテーションなど）を合わせて計算する方法
です。
『医療の標準化と質の向上』を目的とした制度で、当院では急性期病棟（３病棟、６病棟）が対
象となります。
DPC制度の詳細は、市民病院ホームページ掲載と院内掲示していますが、ご不明な点等ございまし
たら、市民病院医事・経営課医事係までお問い合わせください。
問い合わせ先 豊後大野市民病院 医事・経営課 医事係
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0974-42-3121（内線5231）

生活困窮者自立支援制度「学習支援ボランティア」募集
市では、
「学校の宿題が分からない」「一人では勉強がつまらない」などの悩みを持つ生活困窮者世帯の小・中学生に対し、
学習支援事業を実施しています。
そこで、学習支援に関わりながら、子どもたちの成長を育む登録ボランティアを募集します。
◆支援内容
◆期
間
◆活動形態
◆募集対象

小学生、中学生の勉強や相談に関するサポート
４月から令和3年3月まで
中央公民館・各町公民館などで週１回２時間程度
①元教職員、家庭教師や塾講師などの経験者で学習ボランティアに関心のある方
②社会人、大学生等で、経験がなくても学習ボランティアに意欲のある方
◆募集期間 随時
◆そ の 他 謝礼１時間1,000円、傷害保険加入あり、委細面談
登録後すぐに学習ボランティア活動があるとは限りません
◆申込方法 「豊後大野市学習支援事業ボランティア登録申請書」（ホームページに掲載）を社会福祉課
生活保護係へ提出

問い合わせ先 社会福祉課 生活保護係

0974-22-1001（内線2371）

計量器の定期検査について
はかり（計量器）を商品の販売、農水産物の出荷・販
売、薬の調剤、健康診断、診療等に使用されている方は、
２年ごとに県知事が行う定期検査を受けなければなり
ません。
豊後大野市では、４月20日から４月24日に定期検査
が実施されます。
日時・会場は、右表のとおりです。また、前回受検者
には個別にはがきでお知らせすることとしています。
取引・証明に使用するはかりを新規に購入された方な
どで、今まで検査を受けたことのない方や取引・証明へ
の使用を廃止された方は４月６日までに、商工観光課ま
でお知らせください。
詳しいことは商工観光課または大分県産業科学技術
センター計量検定担当までお問い合わせください。

月

日

４月20日

４月21日

曜日 検査地域

検査会場

朝

地

10時〜11時30分 朝地支所

大

野

13時〜15時

千

歳

10時〜11時30分 千歳支所

犬

飼

13時〜15時

犬飼公民館

緒

方

10時〜15時

緒方公民館

清

川

10時〜11時30分 清川支所

三

重

13時〜15時

本庁舎裏敷地

三

重

10時〜15時

本庁舎裏敷地

月
大野支所

火

４月22日

水

４月23日

木

４月24日

検査時間

金

問い合わせ先 商工観光課 経済振興係
0974-22-1001（内線2452）
大分県産業科学技術センター計量検定担当 ☎097-596-7102

ぶんごおおのトピックス
100歳のお誕生日おめでとうございます

晩酌大好き

おか

べ

岡部ヒサヱさん（犬飼町）

２月22日、犬飼町大寒の岡部ヒサヱさんが100歳のお誕生日を迎えられました。
ヒサヱさんは同地区のご出身で、コメ、養蚕、葉タバコなどの専業農家をご主人と
ともに営みながら子ども３人を育てました。
ヒサヱさんが入所している市内の高齢者福祉施設に家族、施設職員が集まりお祝
い会が行われました。
ヒサヱさんは、料理が得意で猪肉をもらうと煮付けにしていたとのこと。毎日晩
酌も欠かさず、焼酎やビールを楽しんでいたそうです。テレビでは相撲観戦を楽し
みにしていて、
「それいけー！」とお気に入りの関取に声援を送っていたとのことで
した。ゲートボールも楽しんでいたそうで、市内外の大会に参加していたとのこと。
話し好きで社交的な性格のヒサヱさん。100歳になった感想をお尋ねすると「み
んなが祝ってくれて、祭りのようです。ありがとうございます」と元気に答えてくれ
ました。
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ぶんごおおのトピックス
九州大会優勝！
豊後大野市感謝状贈呈式
２月12日、上記贈呈式が市役所で行われました。
今回、感謝状を授与されたのは、千歳町新殿の稗田美沙希さん（千歳小５
年）と千歳町長峰の有田悠真さん（千歳中１年）です。
昨年12月22日、佐賀県で開催された「第６回全九州テコンドープムセ選手権
大会」で、稗田さんは「小学５、６年生女子有級の部」、有田さんは「有段中学
生男子選手権の部」でそれぞれ優勝しました。
感謝状を受領した後、稗田さんから「次も勝ちたいです」、有田さんから「今
年は全国で３位以内に入れるよう頑張ります」とそれぞれ謝辞が述べられまし
た。
▲感謝状を手にする稗田さん（左）と有田さん（右）
ひえ だ

み

さ

き

あり た ゆう ま

レジ袋無料配布中止に伴う収益金を寄附
２月13日、レジ袋無料配布中止の取組による収益金を（株）マルミヤストア
（池邉恭行代表取締役社長）から市へ寄附していただきました。今回が６度目
の寄附となります。
受納式では、執行役員の神志那さんから「地域の環境保全活動などに使っ
てください」と寄附金の目録が手渡され、川野市長がお礼を述べました。
いただいた寄附金は学校施設等での緑化活動に活用させていただきます。
ありがとうございました。
なお、レジ袋の有料義務化が本年７月１日から始まります。マイバッグの積
▲目録を手渡す神志那さん
極的な利用をお願いします。

７月１日からレジ袋有料義務化スタート。マイバッグを持ってお買い物に行こう♪

2020全日本綱引選手権大会 出場報告
昨年７月６日に別府市「べっぷアリーナ」で開催された「第17回西日本綱引
選手権大会」で、緒方チャッターズが見事優勝し、大分県代表として全国大会
への出場を決めました。
全国大会を前に川野市長へ報告に訪れ、選手が「今年はみんなの仕上がり
もよいです。応援よろしくお願いします」「みんなで力をあわせて上位目指し
て頑張ります」と、それぞれ力強く決意表明しました。
※全国大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になりました。

▲西日本大会優勝しました！

第92回 選抜高等学校野球大会 出場報告
昨年９月14日に大分市等で開催された「第145回九州地区高等学校野球大
会大分県予選」で準優勝。また、10月19日に佐賀県で開催された「第145回
九州地区高等学校野球大会」で準優勝と優秀な成績を収め、上記大会に出
場を決めた本市出身の大分商業高校の生徒３人が、全国大会を前に市役所を
訪れ出場報告を行いました。出場報告に訪れた選手、生徒は次のとおりです。
（敬称略）
※全国大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になりました。
むらかみとも や

選

手

村上智哉（２年）
み しろよし き

三代祥貴（１年）
あんどうおと は

マネージャー
13

安藤音羽（１年）
2020.4

▲県予選、九州大会と好成績を収めました！

ぶんごおおのトピックス
第74回 全九州卓球選手権大会

出場報告

２月25日、上記大会に出場を決めた選手の皆さんが、九州大会を前に市役所を訪れ出場報告を行いました。選手の皆さんは昨年
10月22日に別府市で開催された上記大会大分県予選会で優秀な成績を収められました。出場選手は次のとおりです。
（敬称略）
※九州大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止に
なりました。
男子シングルス、男子ダブルス
横田昭洋（朝地町） 東藤雅廣（朝地町）
男子シングルス
宮本貴洋（朝地町） 渡辺美輝也（朝地町）
女子シングルス、女子ダブルス
羽田野美貴（朝地町） 東藤有紀（朝地町）
女子シングルス
吉田和代（犬飼町）
よこ た あきひろ

とうどうまさひろ

みやもとたかひろ

わたなべ み

は

だ

の

み

き

き

とうどう ゆ

や

く

が ひろはる

久我弘春（三重町）

き

よし だ かず よ

▲県予選ベストを尽くしました！

第51回 大分県農業賞で各賞を受賞

ほりしょう た

ゆ

か

２月12日、大分県庁で開催された上記表彰式において、若手経営者部門で大野町の堀彰太さん・由佳さんご夫妻が最優秀賞を、
生産・銘柄生産・６次化部門でJAおおいた豊後大野ゴーヤ部会が優秀賞を受賞されました。
堀さんご夫妻は、平成24年から2年間、
「インキュベーションファーム」の第一期生としてピーマン栽培・経営の研修後、平成26年
からピーマンとスイートピーの複合経営に取り組みました。移
住後、地域の中核的な生産者として活動していることなども
認められ、最優秀賞受賞となりました。
JAおおいた豊後大野ゴーヤ部会は、定植苗の巡回調査や
現地検討会、中間検討会、市場販促などを地道に続け、産地
ブランドを確保。また、生産物の安全・安心のために生産者
表示、早朝収穫・午後出荷を行うなどの品質維持に努めてき
たことが評価され、優秀賞受賞となりました。
▲堀さんご夫婦
▲JAおおいた豊後大野ゴーヤ部会

令和元年度 大分県農業青年プロジェクト
実績発表大会 受賞報告
２月12日、上記報告会が市役所で開催されました。
１月30日に大分市で開催された令和元年度大分県農業青年プロジェク
ト実績発表大会に豊後大野市農業青年連絡協議会「ZAC」の麻生竜誠さ
んと小野直樹さんが出場。麻生さんが経営や地域の課題解決に取り組ん
だ「プロジェクト発表の部」で優秀賞、小野さんが自己の経験を基にし
た「意見発表の部」で最優秀賞を受賞しました。
お二人は、今夏沖縄県で開催される九州大会に出場予定です。
あ そ う りゅう せ い

お

の なお き

▲左からZACの後藤さん、麻生さん、小野さん

家族経営協定で、より充実した農業経営を
ご とう

２月19日、市役所で後藤敏生農業委員会会長立会いのもと、後藤
友美さん・照美さん・国博さん・幸代さんご家族（緒方町）の家族経
営協定調印式が行われました。
後藤会長から激励のことばが贈られた後、国博さんが家族を代表し
て「家族経営協定を締結することにより、家族での農業経営の役割
を明確化し、家族で協力しながら頑張っていきます」と力強く決意を
表明されました。ご家族の今後のご活躍をお祈りします。
ともよし

てる

み

くにひろ

ゆき よ

「家族経営協定とは」
家族で取り組む農業経営について家族みんなで話し合い、経営や生活、将来の目標など
確認したことを文書化することです。農業者年金の保険料助成や各種支援制度が受け
られるなどのメリットがあります。
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ぶんごおおのトピックス
新しい朝地支所と清川
支所が開所しました
２月10日に朝地支所、2月17日に清川支所
で新支所の開所式が開催されました。支所建
設に携わった業者を代表し、朝地支所を建設
した恵藤建設株式会社と清川支所を建設した
有限会社宮成工務店に感謝状を贈呈。それぞ
れテープカットやくす玉開披が行われました。

▲朝地支所

▲清川支所

快適なバス停づくりに貢献
令和元年度 豊後大野市バス停コンテスト及び優良乗務員表彰式
２月19日、豊後大野市地域公共交通活性化協議会（会長：石井聖治副市長）が、平成30年10月からの１年間でコミュニティバス
の利用者が多かったバス停を管理している地区並びにバス停周辺の環境整備等にご尽力いただいている団体、またバスの優良乗
務員５人を表彰しました。
【年間利用者の多いバス停】
浅水改善センター前（三重町浅水区）
久原住宅（犬飼町久原住宅区）
草深野（緒方町草深野区）
【利用者満足度の高いバス停】
道の駅おおの（株式会社 道の駅おおの）

地域おこし協力隊活動報告会
２月24日、市役所で上記報告会が開催されました。
地域おこし協力隊の５人が、移住定住の取組・植物調査やエコパークなどの取
組・地域の方々とともに地域づくり・ゲストハウスLAMP豊後大野での活動など、
日頃それぞれが取り組んでいることを各ブースに分かれて報告。参加者は各ブース
を回り、協力隊員の趣向を凝らした報告を熱心に聞いていました。
すごろく形式で説明する協力隊員の岩里さん▶

農業用廃資材回収作業を行いました
豊後大野市農業廃資材適正処理推進協議会では農村環境の保全に取り組む
ため、昨年９月と今年２月の計８日間にわたり、市内各所で農業用廃資材回収作
業を行いました。
回収日は早朝からマルチや肥料袋などを満載した車両が次々と来場し、８日間
で約100トンの廃資材を回収しました。市民の皆さんの環境に対する意識向上に
より年々回収量は増えています。
（回収した廃資材は再生利用されます）
次々と農業用廃資材を搬入▶

令和元年度 大分県体育協会生涯スポーツ優良団体表彰
２月５日、大分市レンブラントホテル大分で開催された「令和元年度大分県体育協会表彰式」
で、みえスポーツクラブ（総合型地域スポーツクラブ）が「生涯スポーツ優良団体表彰」を受賞
しました。
みえスポーツクラブは、平成15年に県下初のクラブとして設立され、子どもから高齢者まで幅
広い世代のニーズに応じたスポーツ教室やイベント等を開催しています。特に貯筋運動教室を積
極的に開催し、地域住民の健康・体力づくりや生きがいづくりを通じて地域のスポーツ振興に
大きく貢献。これらの活動が認められ受賞となりました。今後もご活躍をご期待申し上げます。
黒田会長(右)と後藤クラブマネジャー(左)▶
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新図書館への移転準備のため、４月から図書
館は休館しています。大変ご不便をおかけしま
すが、ご理解のほどよろしくお願いします。
新図書館オープンは令和３年１月の予定です。

図書館 だ よ り
令和２年４月

0974-22-7733
豊後大野市図書館
豊後大野市図書館

図書館のマスコット
キャラクター
→

令和元年７月に起工式を行い、８月から建設が始まりました。

11月〜12月に行った社会見学で多くの
小学生が工事現場を見学しました!

図書館の２階から見た工事の
様子です。基礎工事が終わり、
現在は鉄骨建方作業を行ってい
ます。
建物の形が見えてくるとわく
わくします！
近くを通りかかりましたら、ぜひ様子を
見てくださいね。

新しい図書館の建設経過は、市報やホームページ等で随時お知らせします。

ご存じですか？「豊後大野市奨学金返還支援制度」４月から受付開始！

定住する若者の奨学金返還を支援します
令和元年12月号でお知らせした「豊後大野市奨学金返還支援制度」が令和２年４月から始まりました。
奨学金を返還しながら働く若者を対象に、年間返還金の３分の２（上限額20万円）を５年間（最大100万円）
助成する制度です。

●補助内容
補助率

2/3

補助額

交付年度の前年度奨学金返済額×2/3（上限20万円）

補助期間5年間 （最大1人100万円）

●対象者
令和元年 9 月27日以降に働き始めた方で、以下の要件を全て満たす方
① 高校、大学等の在学中に奨学金の貸与を受けた方
② 申請年度の年齢が30歳以下で、豊後大野市に住所があり、かつ居住している方
③ 申請年度から５年以上市内に居住する意思がある方
④ 奨学金を遅滞なく返済しており、市税等の未納がない方
⑤「市内または市外の事業所に雇用されている方（週20時間以上の勤務）」、
「個人で事業を営む方」、
「事業専従者」のいずれかに該当する方
※ ただし、公務員等は対象となりません。

●申請の手続き
補助金の申請受付は、令和2年4月から開始しました。受付期間や申請書類等の詳細は、学校教育課に
お問い合わせください。市ホームページでもお知らせしています。

問い合わせ先

学校教育課 教育総務係

0974-22-1001（内線2202・2203）
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人権・男女共同参画啓発コーナー
〜豊後大野市隣保館人権講座を開催しました〜
２月17日、三宮信雄さんを講師に「六曜をとおして人権を考えよ
う」と題して人権講座を開催しました。「迷信は気休めや気持ちの
問題として片付けることがあり、そのことで誰かを踏みつけ傷つけ
てはいないでしょうか。部落差別問題とも共通する部分が多いので
は」と問いかけ、受講者からは「気付きがあり六曜について学ぶこ
とが多かった」と感想がありました。

〜隣保館は、あなたの身近な相談窓口です〜
「生活するうえでの悩みや不安」、
「職場での悩みごと」など、どこに相談していいか分からず一人で悩んでいま
せんか？隣保館では市内にお住まいの方を対象に相談に応じています（相談無料）。相談内容は固く守られますの
でご安心ください。※ハローワークの求人情報もありますのでお気軽に隣保館へお問い合わせください。

〜人権啓発情報センターをご利用ください〜
隣保館内には人権啓発情報センターを設けており、人権図書や啓発教材の貸し出しをしています。新たに啓発教
材としてＤＶＤを購入しましたので、自治会や職場での研修用にぜひご活用ください。
タ

イ

ト

ル

分

野

時

間

ともに生きる私たちの未来「部落差別解消推進法」がめざすもの

部落差別問題

３８分

わっかカフェへようこそ〜ココロまじわるヨリドコロ〜

インターネットによる人権侵害、
高齢者・外国人の人権問題

３５分

部落の心を伝えたい第３２巻「ネット差別を許すな！」

部落差別問題

２８分

「やさしく」の意味−おばあちゃんは認知症だった−

高齢者の人権問題

３３分

問い合わせ先

人権・部落差別解消推進課

カモシカ通信

隣保館係（市隣保館）

0974-34-3603

祖母・傾・大崩ユネスコエコ
パークに関する情報をお届け

傾山と祖母山の山開きを開催します
○第64回
日程

傾山山開き

４月29日（水・祝）

９時30分から九折越広場で神事が執り行われます。
傾山山頂では先着500名の方に記念品のバンダナを配布します。
下山時に清掃活動を実施予定です。ご協力をお願いします。

○第64回
日程

祖母山山開き

５月３日（日・祝）

11時30分から祖母山山頂で神事が執り行われます。
神事終了後に登山者の方に記念品のバンダナ（1,000枚）を配布
します。
下山時に清掃活動を実施予定です。ご協力をお願いします。

▲昨年の祖母山山開き、山頂祭の様子

※登山者の安全を考慮し、天候等の状況により中止とする場合があります。
祖母・傾・大崩ユネスコエコパークに登録された祖母傾山系の自然を堪能しながら、マナーを守って登山を
楽しみましょう。

問い合わせ先
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商工観光課

ジオパーク推進係

0974-22-1001（内線2459）

令和２年度の高齢者
肺炎球菌
予防接種の対象者
高齢者肺炎球菌予防接種は、令和元年度から５年
間、引き続き定期接種の対象となりました。令和２
年度の対象者は、これまでに肺炎球菌ワクチンの接
種を受けたことがない方で、次の年齢となる方です。

65歳：昭和30年４月２日〜昭和31年４月１日生まれの方
70歳：昭和25年 〃 〜昭和26年
〃
75歳：昭和20年 〃 〜昭和21年
〃
80歳：昭和15年 〃 〜昭和16年
〃
85歳：昭和10年 〃 〜昭和11年
〃
90歳：昭和 5年 〃 〜昭和 6年
〃
95歳：大正14年 〃 〜大正15年
〃
100歳：大正 9年 〃 〜大正10年
〃

いきい き
☆こころの相談会☆

名 称
こころの相談会
精神保健福祉相談
日 時 ４月27日（月）13時〜16時 ４月23日（木）14時〜16時
豊肥保健所
中央公民館応接室
場 所
三重町市場934-2
（市役所２階）
気分の落ち込み・ひきこもり・認知症・依存症等こころ
対象者
の健康について困りごとのある方、またはその家族
専門医
臨床心理士
対応者
電話 0974-22-0162
電話 0974-22-4655
問合せ
豊肥保健所保健師
申込先 豊後大野市こころのホットライン

☆断酒会・ひまわり会☆
名 称
日 時
場 所

※60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓もしくは
呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能の障害を有する方も対象になります。

◆接種期間
◆接種費用

４月１日〜令和３年３月31日
自己負担金 3,000円（助成適用後の額）
（生活保護受給者は自己負担金なし）

★注意
対象者には、市から「高齢者肺炎球菌予防接種受診券」
を４月上旬に郵送します。受診券がないと助成が受けられ
ませんので、必ずお持ちください。

問い合わせ先

市民生活課 健康推進室
0974-22-1001（内線2141）

麻しん風しん混合
ワクチン（ＭＲ２期）
エム

アール

小学校就学前の１年間はＭＲ２期を接種する年です。
この１年間に接種できなかった場合は、定期接種となら
ず接種費用が自己負担となってしまいますので、体調の
よい時にできるだけ早めに接種することをおすすめしま
す。人にうつさない、人からうつされないために予防接
種を受けましょう。
◆令和２年度対象者

平成26年４月２日〜平成27年４月
１日生まれの方
（小学校就学前のお子さん）

◆接 種 期 間 ４月１日〜令和３年３月31日まで
◆接 種 費 用 無料（10,076円全額市が負担します）
◆接 種 場 所 予防接種を実施している医療機関
◆持っていく物 母子健康手帳

申込み・問い合わせ先

市民生活課

※事前予約制、相談無料、秘密は守ります。

対象者
内容等

断酒会
ひまわり会
毎週火曜日
４月５日（日）
19時〜21時
９時30分〜11時30分
中央公民館応接室（市役所２階）
アルコールのトラブルで アルコール依存症に悩むご
お 悩 み の 方 や、「自 ら 酒 家族の方の会です。初めて
を断つ」という生き方を 参加される方は、市役所へ
希望する方たちの会です。 ご連絡ください。

☆パパママひろば
（両親学級）
☆
日
場
内
講
対

時
所
容
師
象

６月４日
（木）受付９時30分〜９時50分
市役所１階 保健センター
お産の経過と呼吸法、妊娠中の栄養と口腔ケアなど
助産師、栄養士、歯科衛生士
妊婦さんとお父さんになる方

＊電話で予約をお願いします

☆すくすくひろば
（育児学級）
☆
日

時

場
内

所
容

対象児

４月16日（木）
５月15日（金）
受付９時30分〜10時 受付９時30分〜10時
市役所１階 保健センター
離乳食と歯の手入れ
ベビーマッサージ
生後４〜５か月の
生後３〜４か月の
赤ちゃんとその保護者 赤ちゃんとその保護者

＊電話で予約をお願いします

☆妊婦・子育て相談のお知らせ☆
市役所１階子育て世代包括支援センター『きらきら☆』を相
談・支援窓口として、随時相談を受け付けています。
『きらきら
☆』には、
相談コーナーのほか、個室相談室、キッズスペース等
の設備を整え、皆さんのご利用
をお待ちしています。令和２年度
から各町子育て支援センター・児
童館等での妊婦・子育て相談も
こちらに替えさせていただきま
す。きらきら☆相談日に関しては、
25ページをご覧ください。

☆幼児健診☆
健診内容
実 施 日
対 象 児
場
所

○受付時間：12時50分〜13時20分

１歳６か月児健診
３歳６か月児健診
４月28日（火）
４月14日（火）
平成30年８月生まれ 平成28年９月生まれ
市役所１階 保健センター

〔持ってくる物〕・母子健康手帳・送付された問診票等
（お願い）都合で受診できないときは、保健師にご連絡く
ださい。次回の健診をご案内します。

健康推進室

0974-22-1001
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−受講生募集−

妊娠を希望する女性等への風しん
予防接種費の一部を助成します

食生活改善推進員養成講座
スタート！

妊娠初期の女性が風しんに感染すると、赤ちゃんに
白内障、心臓疾患、難聴といった「先天性風しん症候
群」が起こる可能性があります。妊婦の感染予防のた
めに風しん予防接種費用の一部を助成します。

「私達の健康は私達の手
で」をスローガンに、食に
関する活動を行うボラン
ティア団体です。市民の健
康づくりにお手伝いいただけませんか？

対 象 者

豊後大野市に住民登録がある方で、次のい
ずれかに該当する方
・妊娠を希望する女性
・妊娠を希望する女性の配偶者
・妊婦の配偶者
助 成 金 １人につき１回 上限5,000円
※予防接種料は医療機関でいったん全額を
支払い、後日申請が必要です。
申請方法 医療機関で予防接種の種類および費用が分
かる領収書、予診票の写しを受け取ってく
ださい。市民生活課健康推進室または各支
所に、申請（請求）書、必要書類および印
鑑をお持ちいただき申請してください。
※申請期限は、接種日の翌日から起算して
１年以内です。
≪必要書類≫
・予防接種の種類および費用が分かる領収書
・予診票の写し ・助成金振込先の預金通帳
・申請者の身分を証明する書類
（運転免許証、保険証等）

【受講対象】
講習会に毎月参加できる方
※６月から毎月1回、計10回講習
時
間 ９時30分〜13時
場
所 市役所１階保健センター・２階中央公民館
参 加 費 300円/1回（調理実習材料代）
内
容 栄養の基本や生活習慣病予防等の講習、
調理実習
申込期限 ６月12日（金）まで（定員25名）

申込み・問い合わせ先 市民生活課 健康推進室
0974-22-1001（内線2147）

減る塩 川柳
賞
作品
住所
氏名

最優秀賞
減らしたい 塩とお腹の ひとつまみ
緒方町
甲斐 啓仁さん
か

い

けい

問い合わせ先

じ

市民生活課 健康推進室
0974-22-1001（内線2141）

令和２年度集団健診の個人負担金額が変わります
５月から各町で実施予定の集団健診の個人負担金を、健診料金の改定にあわせて、以下の金額に改定します。
健診日程や会場等は、各町の集団健診前にチラシを全戸配布しますのでご確認ください。
項

目

対 象 年 齢
18歳以上39歳以下
生活保護受給者
40歳以上74歳以下の国保加入者
75歳以上の後期高齢者
国保以外の医療保険被扶養者
18歳以上

個人負担金

がん検診

検 査 の 概 要
血液検査や尿検査等の基本的な健診です。
基本健診
無 料
✿特定健診は、加入の医療保険者から送られてくる
「特定健診受診券」と、「健康保険証」が必要です。
特定健診
無 料 ✿生活保護を受けている方で受診希望者は健康推進室へお申
込みください。「受診券」を送付します。
肺がん・結核
400円 胸部をⅩ線で撮る検査です。
バリウムを飲んで写真を撮るⅩ線検査です。
胃がん
1,400円
40歳以上
前日21時以降の飲食はしないでください。
大腸がん
400円 自宅で採便し、血液が混じっていないかを調べます。
40歳以上
子宮頸がん
900円 子宮頸部の細胞を採って顕微鏡で調べます。
20歳以上の女性
マンモグラフィ 40歳以上の女性
950円 マンモグラフィ（乳房レントゲン撮影）で、しこりの有無を調べます。
超音波診断装置（エコー）で、しこりが良性か悪性か調べます。
20歳以上39歳以下の女性
乳がん
超音波
700円 ※ペースメーカー装着者、脳室-腹腔シャント造設者、豊胸術後
40歳以上でマンモグラフィ検査が受
者、妊娠中の方等
けられない女性※
前立腺がん
450円 血液検査でPSAという物質の濃度を測ります。
55歳以上の男性
骨粗しょう症検診
350円 かかとの骨量を、超音波で測ります。
40・45・50・55・60・65・70歳の女性
肝炎ウイルス検査
450円 Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの有無を血液検査で調べます。
40歳以上で過去に受けたことがない方
◆年齢は、令和３年３月31日時点での年齢です。 レディース検診の個人負担金も、上の表の金額になります。

豊後大野市こころのホットラインの相談日が変更になりました
電話相談

豊後大野市こころのホットライン

専用電話 ☎０９７４−２２−４６５５

受付時間 月・水・金曜日の10時〜12時・13時〜15時30分 市民生活課健康推進室内
専任の相談員が電話を受けています。困った時、悩みを抱えた時ぜひご相談ください。

申込み・問い合わせ先
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市民生活課

健康推進室

0974-22-1001

令和元年分確定申告の申告・納付
期限の延長と振替納税の振替日の
延長（変更）について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申
告所得税、個人事業者の消費税および贈与税の申告・納
付期限が、４月16日（木）まで延長されました。

の
市内無料電話（９発信）をご利用ください。
豊後大野市役所 ☎0974-22-1001 朝 地 支 所 ☎0974-72-1111
清 川 支 所 ☎0974-35-2111 大 野 支 所 ☎0974-34-2301
緒 方 支 所 ☎0974-42-2111 千 歳 支 所 ☎0974-37-2111
犬 飼 支 所 ☎097-578-1111

これに伴い、申告所得税および個人事業者の消費税の
振替納税をご利用されている方の振替日も、申告所得税は
５月15日（金）に、個人事業者の消費税は５月19日（火）に延
長（変更）されました。
なお、マイナンバーカードや税務署で発行するＩＤ・パス
ワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅
等からスマホやパソコン等でインターネットにより申告（ｅＴａｘ）していただくことが可能です。
また、令和元年分の還付申告は、５年間申告することが
でき、令和６年12月31日まで申告することが可能です。
ご不明な点等がありましたら、税務署にお問い合わせ
いただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
問 三重税務署

☎0974-22-1015

※自動音声案内

問 …問い合わせ先 ☎…電話番号

…ファクス 申 …申込み先 予 …予約

「神楽会館友の会」会員募集
令和２年度新規会員（個人・法人）を募集しています。
会員は次の特典を受けることができます。
◆会員特典
その１

チケット優先予約・購入

神楽会館の自主事業のチケットを発売日の一週間前
から電話で先行予約できます。
○個人会員

お１人 ２ 枚まで

○法人会員

１法人10枚まで

その２

チケットの割引販売

神楽会館の自主事業のチケットを割引で購入できます。
○個人会員

お１人 ２ 枚まで20％割引

○法人会員

１法人10枚まで10％割引

その３

神楽会館の情報提供

神楽会館の公演情報や催し物情報をお届けします。
◆会費

交通事故相談所および
巡回相談のお知らせ
交通事故でお困り、お悩みの方は、お気軽に大分県交
通事故相談所にご相談ください。巡回相談も行っていま
す。相談無料、相談内容の秘密は厳守されます。

年会費
○個人会員

1,000円

○法人会員

10,000円

（会員期間は、４月１日から令和３年３月31日）
◆申込方法
申込用紙に年会費を添えて申込みしてください。
詳しくは、神楽会館までお問い合わせください。

大分県交通事故相談所
◆場所

大分県庁舎別館５階

◆日時

月曜日〜金曜日

８時30分〜17時15分

問 神楽会館

0974-35-2372

（祝日・振替休日・年末年始の休日除く）

し尿収集日の変更について

巡回相談
巡回相談は予約制のため、豊肥振興局に前日の午前中

４月から、し尿収集は月〜金曜日の平日のみになりま
す。土曜日は収集しませんので、お間違えのないようお願

までに予約してください。

いします。
◆場所

豊肥振興局

◆日時

毎月第４木曜日

問 大分県交通事故相談所

豊肥振興局

詳しくは令和２年度版ごみ・し尿等収集計画表をご覧
10時〜15時

ください。

☎097-506-2166

問 (株)豊肥環境センター

☎0974-63-1171

フリーダイヤル0120-23-0402
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４月からスプレー缶・
カセットボンベ類は「資源物」

ご利用ください 無料相談会
◆日

時

◆場

所

４月15日（水）13時〜16時
毎月第３水曜日

これまでスプレー缶・カセットボンベ類は、
「燃えない
ごみ」として収集していましたが、４月からは「資源物」と

大分県行政書士会（大分市城崎町1-2-3 大
分県住宅供給公社ビル3階）

して収集します。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
※穴は開ける必要はありませんが、必ず中身を使い切って

◆相談内容

遺言・遺産相続、契約書・内容証明作成、

ください。ふたと押しボタンは「プ

法人設立、不動産関連、建設業等許認可申

ラスチック」で出してください。

請、車の登録、その他

問 市清掃センター

0974-22-4733

問 大分県行政書士会事務局

☎097-537-7089

097-535-0622

終活・相続 無料相談会
遺言書、認知症対策、成年後見、家族信託、遺産分

「介護労働講習（実務者研修含む）」
受講者募集
◆対 象 者

割、生前整理、不動産処分・活用、高齢者の入居支援な
ど終活や相続に関することなら何でもご相談ください。

介護分野への就職を希望する雇用保険受給

◆日時

４月21日（火）13時〜15時

資格者（受講指示者）

◆場所

市中央公民館

◆講習期間

６月２日（火）〜11月10日（火）

◆会

場

大分市内

◆費

用

受講料無料（テキスト代、講習保険料、健

問 ＮPＯ

第３会議室（市役所２階）

終活支援ネット

☎080-2732-3986

康診断料は実費）
◆募集期限

５月25日（月）まで

◆申込み先

ハローワーク豊後大野

令和２年度 銃砲刀剣類
登録審査会のお知らせ

問
（公財）介護労働安定センター大分支部

☎097-538-1481

銃砲や刀剣類は原則として所持することはできません
が、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美術
品もしくは骨董品として価値のある物品は、大分県教育委

令和2年度慰霊巡拝

員会で登録することで所持することができます。
また、新たに銃砲刀剣類を発見した場合、発見地を管轄

厚生労働省では、先の大戦で配偶者や父母、子、兄弟

する警察署へ銃砲刀剣類発見届出書を提出しなければな

等を戦地で亡くされた戦没者の遺族を対象に、戦没した

りません。所持を希望しない場合は、その旨を申し出て「任

旧戦域を訪れ、慰霊巡拝をいたします。

意提出」の手続きをして処分してもらいますが、所持を希
望する場合は大分県教育委員会で登録審査を受け、銃砲

○実施予定地域

刀剣類登録証（法第15条）の交付を受けなければ所持で

①カザフスタン共和国②イルクーツク州・ブリヤート共和

きません。令和２年度は以下の日程で行われます。

国③ハバロフスク地方・ユダヤ自治州④インドネシア⑤中
国東北地方（旧満州地区全域）⑥東部ニューギニア⑦沿

◆場

所

大分県庁舎別館８階

海地方⑧ビスマーク諸島⑨ミャンマー⑩トラック諸島⑪

◆時

間

13時〜17時（受付は16時30分まで）

フィリピン⑫硫黄島

◆審査日

※参加費用の実費負担があります。参加条件や日程など
詳しい内容はお問い合わせください。
問 社会福祉課

福祉監査係

0974-22-1001（内線2152）
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84会議室

５月13日（水）、７月８日（水）、
９月９日（水）、11月11日（水）、
１月20日（水）、３月10日（水）

問 大分県教育庁文化課

☎097-506-5498

公民館だより

中
清
緒
朝

央 ☎0974-22-2111
川 ☎0974-35-2372
方 ☎0974-42-3161
地 ☎0974-72-0048

大 野 ☎0974-34-2130
千 歳 ☎0974-37-2069
犬 飼 ☎097-578-1281
市内無料電話
（９発信）
をご利用ください

“ユレルンダー で実感！ 小学生防災体験開催
２月８日、エイトピアおおので「ぶんごおおの小学生防災体験」
が開催され、市内の小学４〜６年生37人が参加しました。映像を通
して東日本大震災での被害の様子と地震に備えた家具の固定方法
について学んだ後、九州電力、市民病院、消防本部のブースに分か
れ防災について学びました。参加した子どもたちから「電気の使い
道を間違えると大変であることが分かった」、
「トリアージ※の体
験は大変勉強になった」などの感想がありました。
※大事故・災害などで同時に多数の患者が出た時に、手当ての緊急度に従って優先順をつけること。

発電ってなかなかパワーが
必要なのね（笑）

“ユレルンダー”で地震の揺れを
体験

春の祭典！ 〜清川公民館生涯学習まつり〜
２月18日から23日まで、神楽会館多目的ホールで「令和元年度
清川公民館生涯学習まつり」が開催されました。展示の部では、各
クラブ生や放課後チャレンジ教室での作品が展示され、
１年間の活
動の様子を見ることができました。舞台発表では、皆さんの発表
を見ようとご家族や地域の方など多くの観覧者でにぎわいまし
た。
パッチワーククラブの皆さんの 盆踊り保存会・口説きクラブの
すてきな作品
皆さんで「伊勢音頭」

盛大に開催！ 〜第27回千歳公民館生涯学習まつり〜
２月16日、
「第27回千歳公民館生涯学習まつり」が開催されま
した。会場には100人を超える市民が来館し、展示品を鑑賞したり
ステージ発表を楽しみました。舞台上では、公民館クラブの発表に
続き、ご協力いただいた地元千歳町の舞踊２団体が演舞を披露。
ステージの合間では公民館とその仲間たちによる演劇を交えなが
ら、和気あいあいのうちに有意義な「生涯学習まつり」を終了する
ことができました。

生涯学習まつりの様子

国保年金係からのお知らせ
国民年金保険料変更のお知らせ

令和２年４月からの国民年金保険料は月額16,540円となります。納め忘れがあると、将来受け取る年金額が少なくなることや、年金
を受けられない場合があります。忘れずに期限内に納めましょう。

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校（修業年限１
年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

【所得の目安】 118万円 ＋｛ 扶養親族等の数 × 38万円 ｝
学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、
４月初めに再申請の
用紙が届きます。引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入のうえ、ご返送ください。

出産前後の国民年金保険料が免除になります
平成31年４月から出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。平成31年２月１日以降に出産をした方が対象
となり、出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除になります。
届出は、出産予定日の６か月前からできますので、お早めの届出をお願いします。
届出の用紙は、日本年金機構のホームページから印刷するか、市の窓口または年金事務所に備え付けてあります。
手続きや内容など、詳しくは大分年金事務所までお問い合わせください。

★年金相談日
４月９日（木） 市商工会（三重町）
４月14日（火） 市隣保館（大野町）
４月15日（水） 竹田市総合社会福祉センター
相談時間：10時〜14時30分

いきいき交流センター

問い合わせ先 大分年金事務所 ☎097-552-1211

※相談会は完全予約制となって
います。事前に大分年金事務
所に予約をお願いします。
予約は相談会の１か月前から
前日まで受け付けています。

市民生活課 国保年金係

0974-22-1001
（内線2128）
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今年で100周年 令和２年国勢調査の調査員を募集しています
国勢調査は日本の未来をつくるために必要な最も大切な調査の一つです。
調査は令和２年10月１日現在で日本に住んでいる全ての人と世帯を対象に実施されます。市では現在、次の要領
で調査員として協力してくださる方を募集しています。
対

象

任命期間
仕事内容
報
酬
応募方法

次の条件を全て満たす方
①20歳以上で、調査内容の秘密を守れること
②警察関係の仕事をしていないこと
③選挙活動に直接関係していないこと
④反社会的勢力でないこと、または反社会的勢力と密接な関係を有していないこと
８月下旬〜10月下旬
調査員説明会への出席、担当する調査区および調査世帯の確認、調査票等の配布・回収等
国等の基準に基づき調査終了後に支給
５月29日（金）までにまちづくり推進課（市役所４階）へお越しください。
＊調査員の仕事内容等を説明後、ご理解いただいた上で申込用紙をお渡しします。

問い合わせ先

まちづくり推進課

令和２年

企画調整係

0974-22-1001（内線2449）

春の全国交通安全運動

４月６日（月）から15日（水）までの10日間、
「春の全国交通安全運動」が実施されます。

◆運動の重点
○子どもを始めとする歩行者の安全の確保
○高齢運転者等の安全運転の励行
○自転車の安全利用の推進

また、４月10日（金）は、
「交通事故死ゼロを目指す
日」となっています。運動期間中に限らず、日頃から
交通ルールや交通マナーを守り、事故を起こさない、
事故にあわないよう注意しましょう！

豊後大野市隣保館「ふれあい教室」参加者募集
隣保館では、地域交流と“心のふれあい”を目的として「ふれあい教室」を開催します。どなたでも参加できますの
で、お気軽にお申込みください。

★料理教室

★絵手紙教室

開催日時 毎月第２火曜日
９時30分〜13時
定
員 24名
年 会 費 3,000円（食材費）

開催日時

毎月第２水曜日
19時〜21時
定
員 15名
※年会費無料、道具持参

★実用書道教室
開催日時

毎月第３水曜日
19時〜21時
定
員 12名
※年会費無料、道具持参

○各教室とも受付順とし、定員になり次第締め切りとします。
○開催は各教室とも５月から、年10回です。

申込締切

★手編み教室
開催日時

毎月第４金曜日
19時〜21時
定
員 15名
※年会費無料、道具・毛糸持参

○都合により日程が変更になる場合があります。
○開催場所は、隣保館です。

４月17日（金）

申込み・問い合わせ先

人権・部落差別解消推進課

『もの忘れ相談日』のお知らせ

隣保館係（市隣保館）

0974-34-3603

認知症に関する心配ごとや困りごとについて、相談
員がご本人やご家族・関係者からのご相談に応じます。
お気軽にお問い合わせください。

日時：４月17日（金）14時〜16時 傾聴セラピストによる傾聴
★ひなたぼっこで『若年性認知症の
４月20日（月）10時〜12時 認知症疾患医療センター相談員対応
集い』を開催しています。ご相談
を希望される方は、問い合わせ先
５月13日（水）10時〜12時 認知症疾患医療センター相談員対応
へご連絡ください。
場所：地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ
※新型コロナウイルスの状況によっては内容を変更または中止することがあります。

問い合わせ先
●高齢者福祉課 地域包括ケア推進室
0974-22-1001（内線2181）
●豊後大野市地域包括支援センター
☎0974-22-0505
●地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ ☎0974-22-8181（水・土のみ）
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望まない受動喫煙を
なくすため
原則屋内は禁煙に！
「望まない受動喫煙」による健康被害をなくす
ため、４月１日からオフィスや事業所、飲食店な

令和２年度 行政相談日程表
会場名

担当者

三

重

田

清

川

後藤
（宏）

朝

地

後藤
（和）

大

野

伊

東

千

歳

廣

瀬

犬

飼

羽田野

北

ど多くの施設において屋内が原則禁煙となりま
す。詳しくは厚生労働省の「受動喫煙対策サイ
ト」や大分県のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

大分県健康づくり支援課
☎097-506-2757

相談日
時 間
４月13日(月)
９時〜12時
４月14日(火)
13時〜16時
４月10日(金)
９時〜12時
４月20日(月)
９時〜12時
４月９日(木)
９時〜12時
４月17日(金)
９時〜12時

問い合わせ先
大分行政監視行政相談センター

場

所

市中央公民館
（市役所２階）
清 川 支 所
朝 地 支 所
隣

保

館

千歳公民館
犬 飼 支 所

☎097-532-3715

公営住宅の入居者募集について
公営住宅等の入居者を募集しています。なお、応募規定によりお断りする場合や募集内容が変わる場合
もございますので、あらかじめご了承ください。また、４月から入居手続きにおける連帯保証人の要件が
緩和されます。詳細はお申込みの際にご確認ください。
○市営住宅
・菅尾住宅
・東営住宅
・朝日ケ丘住宅 ・向田住宅 ・柳井田住宅 ・平原住宅
・もみじケ丘住宅 ・川北第二住宅 ・久原住宅
・上津尾住宅
○特公賃・まちづくり促進住宅
・清川駅前下住宅 ・フォレスタおがた ・さわやか団地千歳住宅
○県営住宅
・下自在住宅
■大分県住宅供給公社のホームページ（https://www.oita-jkk.jp/）で詳細を公開しています。

・妙見住宅

問い合わせ先 大分県住宅供給公社 豊後大野・公営住宅管理センター（豊後大野総合庁舎２階） ☎0974-24-0366

広告
広告
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キャリア教育で子どもたちの未来づくり

本年度のキャリア教育（職場体験・職業講話・匠のWAZA 他）
「ふるさとを愛し、地域とともにシアワセな未来を拓く、たくましく、心豊かな豊後大野市の人づくり」を基本理念に、本年
度の基本方針や教育の柱を策定しました。その１つがキャリア教育推進です。連携型小・中一貫教育、コミュニティ・スクール
そしてキャリア教育を軸にして、「子どもたちの主体的な自己実現」を目指すものです。特に、将来と現実を結び、「今の自分が
何を学ばなければならないのか」を意識させる支援を通じて、学習意欲を高める教育を「キャリア教育」と位置付けています。
本年度も次の内容を推進するとともに、三重総合高等学校と連携した活動に取り組みます。
職場体験学習（中学２年生）
全ての中学校で職場体験学習を、５月
下旬から６月下旬までの間で２〜３日間
実施します。市商工会・各事業所の方々
にご協力いただきます。

職業講話（中学１年生）
３学期を中心に、中学１年生を対象に
職業講話を実施します。
「働く喜び・やり
がいや苦労」、
「その仕事を選んだ動機」
や「これからの社会を支える中学生に、
今 頑 張ってほし
いこと」などを
多くの職種の方
々からお話して
いただきます。

郷土の先輩特別授業（中学生）
豊後大野市出身で市外・県外で活躍している方から直接お話を聞く
ことにより、将来に対する夢や目標を描くきっかけになることを期待し
て取り組みます。本年度も２人の方に講師を依頼する予定です。

「匠のWAZA」に挑戦（小学６年生）
小学６年生を対象に、職業学習を兼ね
てプロの技を学ぶ『ものづくり教室』です。
「はぐくみ先生」に登録していただいてい
る大工さん（本立て製作）、板前さん（魚・
肉料理）、畳屋さ
ん（ 敷き畳）、花
屋さん（フラワー
アレンジメント）
などの匠が 教え
てくれます。

社会科見学（小学生）
働く場所・施設・旧跡等の見学を通して、知識や経
験を広める現地学習です。全ての小学校で、その学年
の学習内容に応じて計画的に実施します。

豊後大野市子育て世代包括支援センター

掲示板

里親募集説明会

〜里親になりませんか？募集説明会を行います〜
親の病気などさまざまな理由により、家庭で暮らすことのでき
ないお子さんが大分県でも約500人います。
このようなお子さんが元の家庭に帰れるようになるまで、家庭
で育ててもらえる「養育里親」の登録制度があります。
赤ちゃんや地域の子どもたちを短期または長期間預かってくだ
さる方など、幅広く里親募集をしています。
○養育里親・・・・・一定期間、お子さんと暮らします。
○特別養子縁組・・・養子縁組を前提とした里親です。
里親は、愛情を持って育ててくださる方であれば、特別な資格や経験は
必要ありません。ただし、登録には調査や研修の受講などが必要です。

求人情報

日時 ５月１９日（火）１４時〜１６時
場所 市中央公民館
第１会議室（市役所２階）
※参加希望者は子育て専用ダイヤルまで
きらきら相談日 毎月第１月曜日９時〜12時
保健師・臨床心理士が子育て相談に応じます。
☆次回は５月11日（月）です。

予約・問い合わせは子育て相談専用ダイヤルまで。

☎0974-22-1021
（３月13日現在）※黒字：フルタイム

青字：パートタイム

①大型運転手25万円〜30万円 ②警備員17万円〜20万円 ③一般事務12万円〜16万円 ④介護職員16万円〜21万円
⑤看護師19万円〜24万円 ⑥物流作業及び事務18万円〜21万円 ⑦土木・建築・解体作業16万円〜34万円 ⑧農業用
機械販売補修14万円〜24万円 ⑨職業支援員16万円〜19万円 ⑩調理職15万円 ⑪食肉加工・販売員790円 ⑫清掃
790円〜800円 ⑬配送800円 ⑭児童クラブ支援員830円 ⑮荷物積込作業850円
※この求人情報には、掲載後に採用・内定などで取り消された求人や求人内容が変更された求人もありますのでご了承願います。
応募にはハローワークの紹介状が必要となります。お気軽にお尋ねください。また、インターネットでもお仕事を探すことができます。
アドレスは右記のとおりです。 https://www.hellowork.go.jp/
問い合わせ先
ハローワーク豊後大野 ☎0974-22-8609

『エイトピアおおの友の会』会員募集のおしらせ

エイトピアおおのでは、令和2年度『エイトピアおおの友の会』の
会員を募集します。主な会員特典は、会館主催イベントでの指定席
先行販売や友の会割引きなどを予定して
います。エイトピアおおののイベントを
お得に楽しめる『エイトピアおおの友の
会』にぜひお申込みください。
□会 費：年額1,000円（税込）
但し、10月1日以降に入会される場合は年額500円とします。
□期 間：入会日から入会年度の3月31日
□申 込：エイトピアおおの1階事務所にて直接お申込みください。
□問合せ：豊後大野市総合文化センター エイトピアおおの
広告
0974-22-8000
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犬飼幼稚園 園児募集

特色ある保育として、
英会話（週３回、４人の外国人講師）。
書き方（硬筆）・ヒップホップのダンス。
休日は保育園に準じる。
月曜日〜土曜日（7時〜18時）
詳しくは☎097-578-0149

3歳児から
5歳児

なお、ネイティブスピーカーによる英会話教室を開催。
広告
費用は月5,000円（小学生対象）

神楽会館一般公演
●日
程
●開場時間
●公演時間
●場
所
●入 場 料

手
戦相

県
福島 す。
市で
伊達
上継続して運動などを行った住民の参加率を競い合います。

年齢や性別を問わず誰もが手軽に参加できます。１５分以上の運動（ラジオ体操など）をし

は、

５月２７日㈬に開催！

対
本市では、毎年５月の最終水曜日に開催されている住民総参加型イベント「チャレンジ
デー」に参加しています。同人口規模の自治体と午前０時から午後９時までの間に、
１５分以

月中届出・﹁
２

﹂内は保護者敬称略︾

月中届出・敬称略︾

おくやみ
申し上げます
︽

２

お誕生
おめでとう
︽

●加藤

●麻生

●板井

●後藤

和義 ︵ ・久土知︶

秀子 ︵ ・井 上︶

賢龍 ︵ ・馬 場︶

壽子 ︵ ・草深野︶

72 87 89 20 98

●甲斐

穂香︵ほのか︶

綺莉︵きらり︶

﹁拓巳・彩菜︵三重原︶﹂

●赤嶺

和稀︵かずき︶

●丹生

勇作 ︵ ・牟 礼︶ ●後
光男 ︵ ・矢 田︶
信久 ︵ ・上田原︶ ●安 ミチコ ︵ ・後田北︶

● 佐々木ハル子︵ ・宮 尾︶ ●後藤 房子 ︵ ・上尾塚︶
ナツヱ ︵ ・深 野︶︻大野︼
●佐

●佐

●工

●佐

●山村

正義 ︵ ・法泉庵︶︻千歳︼
英裕 ︵ ・ 市場四区︶ ●仙波 則義 ︵ ・原 田︶

德江 ︵ ・長 峰︶

伸久 ︵ ・石 田︶

重義 ︵ ・ 市場四区︶ ● 二ノ宮百合子︵ ・大 木︶
宏茂 ︵ ・鬼 塚︶ ●後藤 經子 ︵ ・高 畑︶

實 ︵ ・左右知︶

菊枝 ︵ ・砂 田︶

富男 ︵ ・黒 松︶

初男 ︵ ・柴北上︶

●三代ツヤコ ︵ ・小 原︶
幹男 ︵ ・小 原︶ ◇物品寄付︻敬称略︼

︻緒方︼

●阿南

●足立アヤコ ︵ ・六 種︶

●佐保

●

●鷲尾 清丸 ︵ ・光明寮︶ ●波津久清子 ︵ ・上六区︶
︻清川︼
●釘宮 力丸 ︵ ・長 谷︶
親秀 ︵ ・宇田枝︶ ●後藤 ミネ ︵ ・久原上︶

●足立

アイ子 ︵ ・中 尾︶ ●大塚
留男 ︵ ・中津留︶ ●大塚

●赤峯 俊朗 ︵ ・内 田︶︻犬飼︼
●関谷ハナヱ ︵ ・下玉田︶ ●安藤 辰生 ︵ ・山 内︶

●後
文子 ︵ ・ 下赤嶺岡︶ ●伊逹
●川野ミヤ子 ︵ ・中小坂︶ ●田嶋

●鎌倉

●改

●大島

●神田

●神田

﹁勲・よしみ︵久知良一区︶﹂ ●神田

︻緒方︼
●工藤

依奈︵えな︶

﹁俊夫・和子︵小原︶﹂

︻朝地︼
●後藤

志乃︵しの︶

﹁崇寛・瑠利子︵朝地︶﹂

︻大野︼
●吉岡

﹁啓志郎・薫︵北︶﹂

96 85

92 87

89 78 97 65 76

91 89 85 96 89 73

〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200番地
豊後大野市役所 総務課 広報広聴係
0974-22-1001
（内線 2472）

「豊後大野市チャレンジデー2020」

＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。 ＊ご家族が同意された方のみ掲載しています。
●穴見 公幸 ︵ ・ 緒方小野︶
︻三重︼
︻三重︼
︻朝地︼
進隆 ︵ ・菅 生︶ ●工藤 長昭 ︵ ・下 野︶

89 89 86 92 78 95 89 67 82 53 96 88 66 101 89 79

86 97 85 81

豊 ︵ ・草深野︶

岩下幸照・亜衣︵清川町︶

善子 ︵ ・徳 田︶ ●清川支所・神楽会館へ

87 87 93 96

0974-22-1001（内線2222）
社会教育課 スポーツ推進係
問い合わせ先

市民の皆さんが行う活動の
参加者・会員募集、またイベ
ントの周知など、いろいろな
情報を掲載します（営利目的
のものなどは掲載できませ
ん）。皆さんからの情報をお
待ちしています（誌面の都合
で掲載できないこともあり
ますので、ご了承ください）。

４月19日（日）
12時
13時〜16時
神楽会館
大人1,000円（当日1,500円)
中学生以下500円（当日1,000円)
●出演団体 すずかけ神楽社・宇目神楽保存会
●演
目 神逐、貴見城ほか
●チケット 神楽会館、エイトピアおおの、
市内各公民館、ローソンチケット
0974-35-2372
問い合わせ先 神楽会館

て、参加報告をお願いします。
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「椿窯 佐藤珠幸陶展 〜花挿しと記念公園の花たち〜」開催！
今回は「花挿し」をテーマとした花の器に、朝倉文夫記念公園付近の花木を生けて展示し
ます。花の器を中心に、壷など約200点を展示予定。ぜひご覧ください。
◆会

期

４月25日（土）〜５月24日（日）９時〜17時（入館は16時30分まで）
※月曜日休館（祝日の場合は翌平日休館）
（※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況により、会期が変更となる場合があります）
◆会 場 朝倉文夫記念文化ホール（朝地町）
◆入館料 大人200円（小中高生、記念館入館者は無料）
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方と
その介護者1人は無料

問い合わせ先

朝倉文夫記念館

0974-72-1300

豊後大野市医師会の日曜日・祝日の輪番在宅当番医

4月
おおいた動物愛護センターから
犬の捕獲について
放れた犬を見かけたら、ご連絡を
お願いします。
犬・猫の譲渡と引取について
おおいた動物愛護センターへ事前
にお問い合わせください。
問▶おおいた動物愛護センター
☎097-588-1122
大分市大字廻栖野3231番地47

無料相談のご案内
消費生活相談
毎週月〜金曜日

８時30分〜17時

問▶市消費生活センター（商工観光課内）
☎0974-22-1018

不動産に関する相談
日時：15日（水）９時〜12時
場所：市中央公民館（市役所２階）
問▶総務課総務係
0974-22-1001

公証人による相談
日時：12日（日）15時〜17時
場所：市中央公民館（市役所２階）
※事前予約が必要。
問▶大分公証人合同役場
☎097-535-0888

市清掃センターごみ持ち込み
日時：12日
（日）
９時〜12時、13時〜16時
問▶市清掃センター
0974-22-4733
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当番日
４ 月 ５ 日（日）
４ 月12日（日）
４ 月19日（日）
４ 月26日（日）
４ 月29日（水）
５ 月 ３ 日（日）
５ 月 ４ 日（月）
５ 月 ５ 日（火）
５ 月 ６ 日（水）

医療機関名
麻生医院（緒方町）
三重東クリニック（三重町）
野津第一内科医院（野津町）
にこにこ内科クリニック（三重町）
後藤耳鼻咽喉科医院（三重町）
帰巖会みえ病院（三重町）
福島病院（三重町）
帰巖会みえ病院（三重町）
福島病院（三重町）

電話番号
0974-42-2023
0974-22-6333
0974-32-3355
0974-22-7776
0974-22-2088
0974-22-2222
0974-22-3321
0974-22-2222
0974-22-3321

※当番医療機関についてはやむを得ず変更になる場合がありますので、
受診の際は事前に電話等でお確かめください。

診療時間
9時〜17時

豊後大野市民病院
（緒方町） 0974-42-3121
救急告示施設
帰巖会 みえ病院
（三重町）
☎0974-22-2222 福島病院
（三重町）
☎0974-22-3321

小 児 科 休 日 当 番 医
当番日
４ 月 ５ 日（日）
４ 月12日（日）
４ 月19日（日）
４ 月26日（日）
４ 月29日（水）
５ 月 ３ 日（日）
５ 月 ４ 日（月）
５ 月 ５ 日（火）
５ 月 ６ 日（水）

医療機関名

電話番号

豊後大野市民病院
（緒方町）

0974-42-3121

みやわき小児科
（三重町）
豊後大野市民病院
（緒方町）
みやわき小児科
（三重町）

0974-24-0230
0974-42-3121
0974-24-0230

豊後大野市民病院
（緒方町）

0974-42-3121

受付時間 医療機関によって異なりますので、
あらかじめ医療機関に電話等でお問い合わせください。

診療時間
9時〜12時

※院外薬局が休みの場合には、あらかじめ用意された約束処方となることがありますので、ご了承ください。
※当番医療機関については、やむを得ず変更になる場合がありますので、緊急の場合は、受診される医療機
関に電話等でお確かめください。
※毎月の当番表については、各医療機関の院内に掲示するほか、
「おおいた医療情報ほっとネット」で公開
しています。
（https://iryo-joho.pref.oita.jp/srh_toban.html）

歯 科 休 日 当 番 医
当番日
４ 月 ５ 日（日）
４ 月12日（日）
４ 月19日（日）
４ 月26日（日）
４ 月29日（水）
５ 月 ３ 日（日）
５ 月 ４ 日（月）
５ 月 ５ 日（火）
５ 月 ６ 日（水）

医療機関名
竹田市荻町歯科診療所（荻町）
ごとう歯科口腔外科クリニック（三重町）
ふじさわ歯科医院（竹田市）
杉山歯科医院（犬飼町）
久住加藤医院歯科診療部（久住町）
杉山歯科医院（野津町）
長湯ごとう歯科（直入町）
髙倉歯科医院（緒方町）
竹田市荻町歯科診療所（荻町）

受付時間 医療機関によって異なりますので、
あらかじめ医療機関に電話等でお問い合わせください。

電話番号
0974-68-3263
0974-22-1118
0974-64-1118
097-578-0101
0974-76-0008
0974-32-2167
0974-75-3001
0974-42-3622
0974-68-3263
診療時間
9時〜12時

※県が実施する豊後大野地域の在宅歯科当番医制は、令和２年４月から豊後大野市歯科
医師会と竹田市歯科医師会が交互に当番医を実施する体制に変更となりました。

令和２年 月号

４

２月17日から21日の５日間行われた第62回県内一周大分合
同駅伝競走大会は、初日から区間新記録が続出する高速なレー
ス展開のなか、初日から上位を堅守した豊後大野市代表チーム
が31年ぶりの総合第２位を獲得しました。
昨年、総合３位・A部復帰を果たした豊後大野市チームは、初
日第１区から上位で赤タスキをつなぎ日間３位を獲得、地元入り
した２日目は寒風にも負けない力走で日間・累計ともに２位へ。
３日目・４日目も快調にタスキをつないで２位を堅守し、最終日
は３つの区間賞を獲得する快走を見せ日間・累計ともに２位で
フィニッシュ。昨年の３位から順位を一つ上げ、平成元年春に開
催された第31回大会以来31年ぶりの総合第２位に返り咲き、躍
進第３位の栄誉も手にすることができました。この５日間、市民
の皆さんに元気と勇気を与える走りを見せてくれた選手の皆さ
ん、大変お疲れさまでした。

まちのうごき

35,237人 （−83人）
16,444人 （−40人）
18,793人 （−43人）
16,019世帯（−26世帯）

令和２年２月29日現在（

）内は前月比

リバーパーク犬飼が
リニューアルオープンします
４月25日（土）、リバーパーク犬飼がリニューアル
オープンします。新たに整備された約10,000㎡の
オートキャンプサイトは、車の乗入れもでき、区画
をしていないので自由にテントなどのレイアウトが
できます。ドッグラン付テントサイトではノーリード
で愛犬と一緒にキャンプを楽しめます。シャワー、
コインランドリーも新設（有料）。従来のログハウ
ス、テニスコート、多目的広場（サッカー場）も引き
続きご利用いただけます。多くの皆さんのお越し
をお待ちしています。
予約開始は４月19日（日）から！

62 県内一周大分合同駅伝競走大会

▲大会１日目１区 好スタートをきった後藤みのり選手

◆獲得した区間賞・努力賞、区間新記録は次のとおり。
〔敬称略〕
区 間 賞 麻生
樹（２日目：５区、５日目：５区）
三嶋 晃宏（２日目：６区、５日目：10区）
首藤 貴樹（３日目：３区）
土谷 智紀（３日目：５区）
藤原 洋志（４日目：５区）
三浦 寛士（５日目：４区）
努 力 賞 安藤 貴信（３日目：１区）
区間新記録 首藤 貴樹（３日目：３区7.0㎞ 24分11秒）
工藤 佑華（５日目：９区3.2㎞ 11分06秒
※区間第４位）

▲総合第２位を獲得した豊後大野市代表チームの皆さん

●人 口
● 男
● 女
●世帯数

第 回

祝 31年ぶりの総合第２位!

緒方五千石雛めぐり
メ石の村
第５回 ト

上年野想い雛展

２月27日から３月３日にかけ、上記イベントが開催されました。
これまで上年野公民館で「トメ石の村 上年野想い雛展」として開催されていま
したが、今年はなごみ茶屋、上冬原公民館、俚楽の郷、高倉太郎邸、道の駅原尻
の滝でも展示。地域の方々の協力で大きな広がりを見せ、今回は「緒方五千石雛
めぐり」と題して開催されました。各会場では、地元の方が制作した和紙人形や各
家庭から持ち寄ったひな人形、緒方小学校１・
２・３年生が制作したひな人形などを展示し、訪
れた人たちの目を楽しませていました。
※「トメ石」とは、祖母山の峰がこの地区を支える岩盤で終
わるとの言い伝えに由来。

▲手作りの紙人形

■オープニングイベント
４月26日（日） 10時〜15時
子ども向けのミニボルダリングやスラックラ
イン、トランポリンなどの体験や、さまざまな
ワークショップの開催を予定しています。入場
無料ですのでお気軽にお越しください。
問い合わせ先 リバーパーク犬飼 ☎097-578-1189

納税等のご案内

▲イベントを楽しむ関係者と来場者の皆さん

▲各所で工夫をこらし展示

固定資産税、保育料（幼稚園・保育所・認定こど
も園）、給食費、住宅等使用料、水道料金、農業
集落排水施設使用料、
下水道使用料、浄化槽使
用料、養護老人ホーム入所負担金、市営駐車場
使用料、市有地貸付料、ケーブルテレビ使用料

納期限（口座振替日）
４月30日
（木）
※ケーブルテレビ使用料

４月27日
（月）

▲上冬原公民館

発行／豊後大野市
編集／総務課
〒879-7198 大分県豊後大野市三重町市場1200
0974（22）
1001
豊後大野市ホームページアドレス https://www.bungo-ohno.jp/

▲緒方小児童が制作したひな人形
0974（22）3361
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