イベント・募集
回日田市社会教育振興大会

・５人以上

みますのでご確認ください︒
■支給日
月 日㈭
異なります︒

※振り込みの時間は︑金融機関によって

こども未来課家庭支援係
☎ ８２９２︵市役所１階︶

在宅介護者の集い
在宅で認知症者を介護している人を
対象に意見交換などを行います︒
■とき
月 日㈭ 午後１時〜２時 分
■ところ
市役所７階 ７０１会議室
■申込方法 左記に電話で申込み
■申込期限
月 日㈫
長寿福祉課長寿福祉係
☎ ８２９９︵市役所１階︶
一般公開講座

こどもの医療・保健勉強会
﹁感染症予防︑アレルギー対策︑発
達障害児支援︑医療的ケア児支援等
が︑笑顔の子どもを育む地域を構築
する﹂をテーマに︑次のとおり講演
会が行われます︒
■とき
月 日㈭ 午後 時〜８時
■ところ 市役所７階 大会議室
■講師
大分大学客員教授
中津市立中津市民病院
副院長 是松聖悟．先生
※申込み不要でどなたでも無料で参加で
きます︒

※登録申請書提出時に面接を行います︒
記にお問い合わせください︒

※詳細は市ホームページを確認︑又は左

情報統計課情報･統計係
☎ ８２６０︵市役所６階︶

建設発生土の
受入れができる場所を募集
災害復旧工事などの公共工事で発生
する建設発生土の受入れができる土
地を探しています︒土地の埋立て等
で︑土砂の受入れを希望する人は︑
下記までご連絡ください︒なお︑現
場条件や時期・関係法令等によって
ご希望に添えない場合もあります︒
■受入先の主な要件
・日田市内であること
・土砂の受入料金が無料であること
・原則︑大型ダンプトラック︵ ト

大分県済生会日田病院総務課
☎ １１００
健康保険課保健医療係
☎ ３０００︵ウェルピア内︶

手話奉仕員養成講座
聴覚障がい者の生活や福祉制度など
について理解を深め︑コミュニケー
ションの一つとなる手話を習得し︑
聴覚障がい者の社会参加を促進する
ことを目的とする講座を開催しま
す︒高校生以上が対象です︒
■開催期間
４月６日㈫〜令和４年３月 日㈫
までの毎週火曜日︵全 回︶
午後６時 分〜８時 分
■修了条件
全 回のうち 回以上出席した人
■ところ
ウェルピア３階 会議室
■受講料 無料
※テキスト代７１００円が必要︒

■募集数
人︵先着順︶
■申込期限
月 日㈫
日田市社会福祉協議会
☎ ７０２６

プール利用回数券の
代用について
現在︑ウェルピアのプールは新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため
休止中で再開未定となっています
が︑３月１日から再開までの間︑
プール利用回数券でトレーニング室
の利用ができるようになりました︒

ン車︶での搬入ができる場所
・法律︑関係条例︵土砂条例等︶
上︑埋立︵盛土︶等を行うことが
できる土地であること
都市整備課都市計画係
☎ ８２１７︵市役所５階︶

タウン情報
第 回住まいの無料相談会
住まいの建具︑屋根等の傷みについ
て職人が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
※事前予約必要︒

日田職人会︵原田︶
☎０９０︲７９８２︲８２２２

10
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㉔

㉔

障害者法定雇用率の
引上げについて

・５人以上↓

令和３年３月１日から障害者の法定
雇用率が引上げになります︒
％↓ ％
■民間企業
■対象となる事業主
従業員
日田にお問い合わせください︒

※詳細は大分労働局︑又はハローワーク

大分労働局職業安定部職業対策課
☎０９７︲５３５︲２０９０
ハローワーク日田☎ ８６０９
商工労政課雇用・労働環境係
☎ ８２３９︵市役所３階︶

企画展の図録を販売します
市制 周年を記念して開催した企画
展﹁水郷日田の風景〜古写真で振り
返る人々の思い出の場所﹂の図録を
一般販売します︒
■発売日
月 日㈫〜
■販売場所
博物館事務室︵アオーゼ３階︶
■価格 １０００円
必要︶︒詳細は左記にお問い合わせく

※郵送での販売も対応します︵別途送料
ださい︒

博物館
☎ ５３９４︵アオーゼ３階︶

健康・福祉
月は児童扶養手当の支給月

・２月分の児童扶養手当を振り込

㉒

確定申告でお困りのときは
﹁ふたば﹂にご相談ください
確定申告に関する疑問は︑国税庁
ホームページ税務相談チャットボッ
トの﹁税務職員ふたば﹂にご相談く
ださい︒問合せ内容をメニューから
選択するか︑文字を入力すると︑人
口知能︵ＡＩ︶を活用して自動で回
答します︒
又は下記二次元コードをご

※詳細は国税庁ホームページ
覧ください︒

日田税務署
☎ ２１３６︵自動音声案内︶
税務課税制窓口係
☎ ８３９７︵市役所１階︶

日田県税事務所からお知らせ

※詳細は日田県税事務所にお問い合わせ

大分県では︑身体に障がいのある人
の幅広い社会参加をより一層支援し
ていくため︑障がい者手帳を持って
いる人の自動車税の減免判定方法を
一部見直します︒
令和３年３月１日から︑同一障がい
区分︵下肢不自由など︶︑等級で２
つの障がいが重複する人は︑一定の
要件を満たす場合︑自動車税︵環境
性能割・種別割︶及び軽自動車税環
境性能割が減免されます︒
ください︒

大分県日田県税事務所
☎ ４１７５
税務課税制窓口係
☎ ８３９７︵市役所１階︶

※詳細は左記にお問い合わせください︒

社会福祉課福祉総務係
☎ ８２０３︵市役所１階︶
ウェルピア２階事務所
☎ １２９４

第
新型コロナウイルス感染症の影響で
規模を縮小し︑記念講演は中止し表
彰式典のみ行います︒なお︑来場者は
被表彰者及び随行者のみとします︒
社会教育課生涯学習推進係
☎ ６８６８︵アオーゼ内︶

統計調査 登録調査員を募集

務に従事できる人を募集します︒
■主な仕事
①調査説明会への出席
②担当調査区の範囲と調査対象の確認
③調査票の配布と記入依頼︵記入の
仕方の説明︶
④記入された調査票の回収
⑤回収した調査票の検査・整理
⑥調査票などの調査関係書類の提出
■登録要件 次の全てに該当する人
・責任をもって統計調査事務を遂行
できる人
・秘密の保護を遵守できる人
・税務︑警察︑選挙に直接関係ない人
・反社会的勢力の一員若しくは反社
会的勢力と密接な関係を有しない人
・ 歳以上の人
■申込方法
下記に電話で申込み
︵後日︑登録申請書を送付︶
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☎㉒８０１７（市役所別館１階）

統計調査員として︑国の統計調査業
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毎年３月21日は、「国際人種差別撤廃デー」
です。これは1960年３月21日、南アフリカの
シャープビルで人種隔離政策（アパルトヘイ
ト）に反対するデモ行進に対して警官隊が発砲
し、多数の人が死亡した事件（シャープビル虐
殺事件）が起き、国連が人種差別に取り組む契
機となったことから、人種差別撤廃のための記
念日とされたものです。
日本で「人種差別」というとピンとこない人
もいるかもしれませんが、2016（Ｈ28）年に施
行された「本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
（ヘイトスピーチ解消法）」の附則には「我が
国においては、近年、本邦の域外にある国又は
地域の出身であることを理由として、適法に居
住するその出身者又はその子孫を、我が国の地
域社会から排除することを煽動する不当な差別
的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多
大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会
に深刻な亀裂を生じさせている」と記載されて
おり、日本でも国籍や人種による差別が起きて
いることが分かります。
また、上記の法律の第三条（基本理念）に
は「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消の必要性に対する理解を深めるとと
もに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動
のない社会の実現に寄与するよう努めなければ
ならない」と書かれています。このように、外
国人に対する差別は私たち一人ひとりが取り組
むべき課題の一つなのです。
現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な
感染拡大の影響によって、日本にやってくる人
たちは減っていますが、日本で生活している外
国人たちに対して「外国人」というだけでお店
や宿泊施設などの利用を断ったり、差別的な言
動を取ったりするという事象が起きています。
例え国籍や人種が違っていても、日本で暮ら
しているのであれば、私たちの社会を共に支え
る仲間です。この大きな困難を乗り越えるため
に、人間同士で争うのではなく、助け合う必要
があるのではないでしょうか。
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