☎㉒８２１２︵市役所３階︶
被災した住宅等の建替え・修繕に

日田材又は家具ポイントを支給
■支給対象・条件
・ 平 成 年 ７月 九 州 北 部 豪 雨 に よ っ
て被災した住宅の建替え又は修
繕︑店舗等の修繕
・建替えについては年度内に着工︑
修繕については年度内に工事が完
了すること
・日田材を使用し︑市内の業者が施
工すること
※その他条件があります︒

■支給内容
・建替え 日田材又は家具ポイント
を最大 万円分
・修繕 日田材又は家具ポイントを
最大 万円分
ントのみの支給となります︒

※既に工事を終えている場合は家具ポイ

■申込先 〒８７７︲００７７
日田市南友田町１００︲1
顔の見える日田材の家づくり等推
進協議会︵日田木材協同組合内︶
☎㉔２１６７
林業振興課林業振興係
☎㉒８３６２︵市役所３階︶

都市計画の変更に係る公聴会
日田都市計画下水道の変更に係る素
案を縦覧し︑公聴会を開催します︒
︻素案︵変更案︶の縦覧︼
■とき
月 日㈭〜 日㈭
午前８時 分〜午後５時

※土・日曜日︑祝日を除く︒

■ところ 施設工務課︵市役所５階︶
︻公聴会︼
■とき
月 日㈭ 午後７時〜
■ところ 市役所４階 庁議室
■公述申出期限
月 日㈭ 午後５時
※公聴会で意見の申出を希望する人は︑
備付けの﹁公述申出書﹂を提出してく
ださい︒
がいない場合は公聴会を中止し︑その旨

※計画に対して意見を述べる人︵公述人︶
を市ホームページに掲載します︒

都市整備課都市計画係
☎㉒８２１７︵市役所５階︶

日田市中小企業融資制度
︵冬期資金︶

日田商工会議所☎㉒３１８４
日田地区商工会☎ ２９７６
商工労政課地域産業支援係
☎㉒８２３９︵市役所３階︶

中城グラウンドの
利用制限について
中城グラウンドにおいて雨水貯留
施設工事︵雨水流出抑制対策︶を実
施します︒期間中はグラウンドの利
用ができません︒ご迷惑をお掛けし
ますが︑ご理解とご協力をお願いし
ます︒
■利用制限期間︵予定︶
月 日㈮〜平成 年 月 日㈬
どおり利用できます︒

※中城体育館・武道場については︑通常

体育保健課スポーツ振興係
☎㉒８４４２︵市役所別館２階︶

林業退職金共済制度
︵林退共︶の退職金請求
以前︑林業の仕事に従事したこと
があり︑その当時︑林退共制度に加
入していた︑若しくは加入していた
かもしれない人で︑退職金請求手続
きをした心当たりのない人は︑退職
金をまだ受け取っていない可能性が
あります︒林業の仕事をしていた当
時の加入の有無についても当方で確
認を行いますので︑左記にお問い合
わせください︒
独立行政法人勤労者退職金共済機
構林業退職金共済事業本部
☎０３︲６７３１︲２８８７

市 内 中 小 企 業 者 で ︑ 引 き 続 き １年
以上同一の事業を営んでいる人を対
象にした制度です︒
■貸付期間
月１日㈮〜平成 年５月 日㈭
■融資額
万円以上４００万円以下
■保証人 原則︑無担保無保証人

■返済期間
期日一括返済又は月賦均等返済
■申込期限
月 日㈮
■申込先

※受験資格等の詳細は︑県庁受付等で配

※法人の場合は︑代表者を連帯保証人と
します︒

■利率
％
■保証料 保証協会が定める率
︵年０・４１％〜１・８６％︶
※市が保証料を全額補助します︒

︶又は左記
ouhou/sonotasiken.html
にお問い合わせください︒

:/ /www.pref.oita.jp/site/saiyouzy

布の選考要領︑県ホームページ︵ http

☎㉒８２９９︵市役所１階︶

募集
ワードで作る応募書類作成講座

就職支援セミナー

大分県人事委員会事務局公務員課
任用給与班
☎０９７︲５０６︲５２２２

消防設備士試験
■とき 平成 年 月４日㈰
午前 時試験開始
︵午前９時 分集合︶
■ところ 大分大学︵大分市︶
■受付期間
・電子申請
月 日㈫〜 月 日㈯
・書面申請
月 日㈮〜 月 日㈫
※願書は日田消防署又は大分県消防保安
室で配布しています︒
※詳細は左記にお問い合わせください︒

︵一財︶消防試験研究センター大分
県支部☎０９７︲５３７︲０４２７

タウン情報
住まいの無料相談会
雨漏り︑内装︑間取り︑耐震など
住まいの傷みについて無料で相談に
応じます︒
□とき・ところ
月 日㈰ 午前９時 分〜正午
桂林公民館
一般社団法人日田職人会︵原田︶
☎０９０︲７９８２︲８２２２
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お知らせ
有害鳥獣侵入防止柵復旧事業
平 成 年 ７月 九 州 北 部 豪 雨 に よ っ
て被害を受けた有害鳥獣侵入防止柵
の復旧に対して各種補助申請を受け
付けます︒希望する人は左記にお問
い合わせください︒
■対象事業
・復旧事業 農地等災害復旧事業の
対象とならないものについて︑自
力施工によって事業を実施するの
に要する資材費の補助
・仮復旧事業 復旧事業を予定して
いるが復旧までに応急措置が必要
なものについて︑自力施工によっ
て事業を実施するのに要する資材
費の補助
■補助率
・復旧事業
事業に要する標準経費の９割以上
・仮復旧事業
事業に要する標準経費の 割以内
額を基準とします︒

※いずれも標準経費を下回る場合はその

■必要書類
・申請書等市で定められた様式
・被害を受けた状況が証明できるも
の︵被害写真︑証明書類等︶
・写真︵購入したもの︑設置前︑設
置後︶
・位置図︵被害個所記入︶
・領収書︵購入したものの記載がな
い場合は見積書等を添付︶
・その他必要な書類
林業振興課有害鳥獣対策係

林業振興課森林整備係
☎㉒８２１２︵市役所３階︶

林業現場における
安全装備品の購入費助成
※給付を希望する人は必ず事前に左記に

の 資 格 取 得 の た め ︑ １年 以 上 養 成 機
関 な ど で 修 業 す る 場 合 ︑ 上 限 ３年 間
において生活の負担軽減を図るた
め︑課税状況に応じて給付を行う高
等職業訓練促進給付事業を行ってい
ます︒
ご相談ください︒

こども未来室家庭支援係
☎㉒８２９２︵市役所１階︶

歳以下の求職者を対象に︑就職
活動やビジネスに役立つワードの基
本を学びながら実際に職務経歴書や
送付状の作成まで行います︒
専門の講師が無料でパソコンの基
本操作及び書類作成方法をしっかり
指導します︒パソコンスキルや書類
作成に不安を抱いている人は是非参
加ください︒
■とき
月 日㈪〜 日㈭
午後１時 分〜３時 分
︵全４回︶
■ところ 花月ピーシーネット︵清水
人︵先着順︶

町︶及び日田商工会議所議員サロン

■募集数

した場合は︑求職活動実績となりま

※雇用保険受給者の人がこの講座を受講
す︒
※左記ジョブカフェおおいた日田サテラ

ジョブカフェおおいた日田サテライト

イトにお申し込みください︒

９

自死遺族のつどい

談支援センター︵大分市︶

大切な人を自死で亡くされたご遺
族を対象に︑気持ちの分かち合いを
行います︒
月 日㈭ 午後２時〜４時
■とき
■ところ 大分県こころとからだの相
無料

※左記に電話でお申し込みください︒

■参加費

■申込期限
月 日㈭
大分県こころとからだの相談支援セ
ンター☎０９７︲５４１︲６２９０
社会福祉課障害福祉係
☎㉒８２９０︵市役所１階︶

在宅介護者の集い

☎㉓６８９８︵日田商工会館１階︶
商工労政課雇用・労働環境係
☎㉒８２３９︵市役所３階︶

試験
大分県職員採用選考

日㈮
月 日㈰

15

林業現場における労働安全性の向
上を図るため︑一定の防護機能を有
する安全装備品の購入費の助成を行
います︒
■対象者 伐木等の業務に係る特別
教育を受講し︑年間を通じて林業
作業に従事している人で︑次のい
ずれかに該当する人
①認定林業事業体⁝雇用主との雇用
契約によって雇用されている人
②一人親方等⁝労働者災害補償保険
に特別加入している人で︑加入事
務組合等が現に素材生産活動に従
事していると認める人︑若しくは
素材生産事業の受注元の事業者や
加入事務組合が早急に素材生産を
行う意欲があると認める人
■対象となる安全装備品及び補助率
・ チェーンソー防護衣 ２分の１以内
︵上限額５０００円︶
・安全靴 ２分の１以内
︵上限額２５００円︶
※詳細は左記にお問い合わせください︒

林業振興課森林整備係
☎㉒８２１２︵市役所３階︶

健康・福祉

※左記に電話でお申し込みください︒

在宅で認知症者を介護している人
を対象に︑認知症に関する情報提供
や意見交換などを行います︒
月 日㈮ 午後１時〜３時
■とき
■ところ 市役所２階 ２０３会議室

28

30

■職種 保健師
■受付期限
月
■第１次選考日

12

10

ひとり親家庭の
親の修業を支援します

■申込期限
月 日㈬
長寿福祉課長寿福祉係

２
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29

市では︑看護師や介護福祉士など
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くらしの情報
次回の広報ひた12月１日号は、12月１日㈮に発送します。

Information 11.15

