県政だより
2015年

9・10
月号

shinjidai Oita vol

102

特 集1

平成２７年度

一般会計予算
特 集2

みんなですすめる健康寿命日本一の大分県
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県では、土砂災害が発生するおそれのある場所の地形や地
質などを調べ、災害の範囲や被害の程度をあらかじめ明らかに
する “基礎調査” を行い、結果に応じて土砂災害警戒区域を指定しています。
広島市での土砂災害を契機として改正された土砂災害防止法に基づき、こ
の基礎調査を今年度から加速することとしており、概ね５年間での完了を目
指して体制を強化しています。

調査の分類
調査の結果によって２つの区域に分けられます。
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生
じるおそれがある区域。区域指定後は、市町村がハザードマップの
作製・配布等を行い、円滑に避難することができる体制を整えます。

レッドゾーン
（土砂災害特別警戒区域）

イエローゾーンの中でも、特に建築物に破損が生じ住民等の生命ま
たは身体に著しい危害が生じるおそれがある区域。区域指定後は、
建築物の構造規制等がかかります。
土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

がけ崩れ

土石流

地滑り

傾斜度が 30 度以上である土地
が崩壊する自然現象

山腹が崩壊して生じた土石等
又は渓流の土石等が水と一体
となって流下する自然現象

土砂の一部が地下水等に起因
して滑る自然現象又はこれに
伴って移動する自然現象

基礎調査の実施予定箇所は、
自治会の回覧板や県ホーム
ページでお知らせします。早めの避難につながる重要な調
査ですので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、 大分県基礎調査
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〜基礎調査にご協力ください〜

イエローゾーン
（土砂災害警戒区域）

土砂災害 から身を守る ために

県内の土砂災害危険箇
所は１万9640カ所
あり、全国で５番目に多
い状況です。

昨年８月に広島市で発生した土砂災害は︑ 人の死者を出すなどの甚大な被害を及ぼしました︒
この災害を受け︑県では早急に土砂災害への対策を進めています︒

土砂災害防止法に基づく
“基礎調査”を加速しています！

防災情報を活用して“日ごろの備え”と“早めの避難”を！
土砂災害は突然起こることが多く、目の前に危険が迫るまでわかりづらいものです。県
内では年間約50件の被害が発生しています。日ごろの備えと早めの避難を心がけましょう。
土砂災害警戒情報・危険度情報は、県ホームページの
「おおいた防災ポータル」
で確認
できます。また、
「安全安心メール」
に登録すると防災情報を携帯電話などで随時受け取る
大分県 安全安心メール
ことができます
（登録無料）
。いざという時に備えて、活用してください。
お問い合わせ・ご相談は

砂防課 ☎

097-506-4634

または、最寄りの土木事務所まで
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いよいよマイナンバー制度、
はじまります！

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

1 マイナンバーとは？

4「個人番号カード」とは？

日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる
12桁の個人番号です。マイナンバー制度は、行政を
効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会
を実現する社会基盤です。

2 どのような場面で使用することになるの？
国の行政機関や県・市町村などが、社会保障、税、
災害対策の分野でマイナンバーを利用します。その
ため、住民の皆さんはこれらの手続きを行う際、申
請書等へマイナンバーを書く必要があります。

（マイナンバー）が届いたら
3「通知カード」
どうすればいいの？
10月から、住民票の住所にマイ
ナンバーの「通知カード」が簡
易書留で届きます。
「通知カー
ド」はマイナンバーの確認の際
に必要ですので、大切に保管し
てください。なお、番号が漏え
いし、不正に使われる恐れがあ
る場合を除き、マイナンバーは
生涯変更されません。

表

・コールセンター ☎0570 20 0178

（全国共通ナビダイヤル ※通話料がかかります）
【受付時間】平日9：30 〜 17：30

裏

（土日祝日・年末年始を除く）
※10月1日から土日祝日も受付、平日は20：00まで
開設時間を延長します。

・県 行 政 企 画 課 ☎097 506 2238

県政ふれあいトーク

知事は、下記の地域で県民の皆さんと意見交換を行いました。

７月７日㈫

臼杵市・津久見市・大分市

コミュニティハウス
A・KA・RI

㈱海ミエール加工所

エコアライアンス・
ミュージアム

☎ 097 506 2096
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マイナンバーの利用は法律により限定されていま
す。不審な電話があった際には、相手方と利用目
的をしっかりと確認してください。

事業者の方は、税や社会保険の手続きで従業員等
のマイナンバーを取り扱うことになり、マイナン
バーを含む個人情報の適正な安全管理が義務付け
られています。

詳しくは、 マイナンバー

６月30日㈫

「個人番号カード」は、平成28年１月から市町村長が
交付するカードです（初回無料）
。公的な身分証明書
として使用できるほか、
「通知カード」と同様にマイ
ナンバーの確認、e-Taxなどの電子申請で利用でき
ます。交付を希望する場合は、
「通知カード」と一緒
に送付される申請書の郵送、もしくはスマートフォ
ンによるオンライン入力で申請を行ってください。

日田市

NPOつえ絆くらぶと
日田ソーシャルビジネス研究会

鯛生ん田んぼをみんなで守る会と
㈱中津江村農林支援センター

求来里
青年農業研究会

県政ふれあいトーク 知事通信

募集

「おんせん県おおいた！ちゃんねる」
マンガコンテスト作品募集

大分アジア彫刻展

差別のない
社会のために

開催日／11月７日（土）
・８日（日）
場所／二王座周辺
問▶臼杵市産業観光課
☎0972-63-1111

受賞し、臼杵市の生家には「野上弥生子文学記念館」があり
ます。
“子どもたちにお菓子戸棚からなにか取り出してあげる
ような気持ち”で書いたという児童文学作品も多く、この本
には、姉思いなモーツァルトの幼年時代を描いた『幼き天才
竪琴の一曲』など５つの話が収められています。

県では、
８月の
「差別をなくす運動月間」
の主要行

調査では40％でした。

事である
「県民講座」
を８月４日に行いました。
関西

そして
「反対する」
と回答した人の割合は回を追う

大学教授 石元清英さんの
「新しい視点から同和問

ごとに減り、
25年調査では15％でした。

題を考える」
と題した講演では、
「部落に対して持つ、

同和問題について正しく学び、
偏見や誤解がなく

一面的な誤ったイメージを打破して、
部落の現状を

なることで、
同和地区の人たちに対する差別は減っ

正しく知ることが大切」
といったことを学びました。

ていくのです。
「反対する」
と回答した人の中には
「自

県が５年ごとに実施している
「人権に関する県民

分では、
同和地区の人を差別する気持ちはないけれ

意識調査」
の結果をグラフで紹介します。
「あなたの

ど、
子どもが差別されるのではと心配」
と感じる方も

お子さんが同和地区の人と結婚するとしたら、
あな

いるでしょう。
子どもと子どもが選んだ相手を信じ、

たはどうしますか」
という質問に対し、
「反対しない」

祝福してほしい。
あなたのその一歩が差別のない社

と回答した人の割合は回を追うごとに増えて25年

会への一歩になるのです。

自分の子どもが同和地区の人と結婚するとしたらどうしますか？

て

心

うすき竹宵

休』
『真知子』など数多くの作品を残しました。文化勲章も

野上弥生子／作
稗田妙子・小山かよ／絵
臼杵市教育委員会 2012年

H25

40.1

21.3

H20

38.9

23.1

H15

こころちゃん

開催日時／10月25日（日）
午前９時30分～午後２時30分
場所／米水津スポーツ公園グラウンド
問▶佐伯市米水津振興局
☎0972-35-6111

漱石に師事し、99才で亡くなるまで、
『海神丸』
『秀吉と利

野上弥生子からの５つのお話
心のやすらぎ

大分県人権啓発
イメージキャラクター

米水津おさかなまつり

明治18年臼杵市に生まれた女流作家野上弥生子は、夏目

》 おおいた
ゆかりの図書

ひらい

開催日／10月17日（土）～27日（火）
場所／金凝神社、玉来神社等
問▶日田市天瀬振興局
☎0973-57-3147

検 索

問▶大分アジア彫刻展
実行委員会事務局
☎0974-72-1300

検 索

問▶広報広聴課
☎097-506-2098

五馬くにち

豊後大野市朝地町出身の彫刻家・
朝倉文夫を顕彰し、
アジアの若手彫刻
家の登竜門と位置付けられている「大
分アジア彫刻展」。平成28年に開催す
る第13回彫刻展に向けた作品を募集
しています。具象、抽象を問わず、皆さ
んの意欲あふれる力作をふるってご応
募ください。
応募期限／12月21日（月）必着
賞／大賞200万円（１点）
優秀賞50万円（６点）
豊後大野賞５万円（１点）
出品料／5,000円

県では、国内・海外から大分の良さ
や魅力を伝える作品を募集する「マン
ガコンテスト」を開催しています。
特別審査員に、日田市出身の「進撃
の巨人」作者・諫山創氏をお迎えし、作
品の審査をしていただきます。たくさん
のご応募をお待ちしています。
応募期限／10月20日（火）
テーマ／「 仲間」
・
「つながり」
・
「絆」の
中から自由選択
部門／４コママンガ
応募方法／ホームページの応募フォー
ムから応募
おんせん県おおいた！ちゃんねる

市町村の催し

大分アジア彫刻展の
作品募集

34.8
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地区出身は関係なく、
そのことで反対しない
地区出身でない方がよいが、
反対はしない
反対するが、本人の意志が
強ければやむを得ない
絶対に反対する
わからない

09

県からのお知ら

案内

「交通事故相談所」をご利用ください

県では、交通事故でお悩みの方を対象に、専門の相談員が
問題解決に向けたアドバイスを行う
「交通事故相談所」を設置
しています。
被害者、加害者を問わず公平な立場で、損害賠償請求や示
談の進め方などの相談に応じます（利用無料）。秘密は厳守し
ます。
お気軽にご相談ください。

せ

相談日時／月～金曜日（祝日、振替休日、年末年始の休日を除く）
午前８時30分～午後５時15分
場所／県庁舎別館５階 交通事故相談所
☎097-506-2166（電話による相談もできます）
また、振興局等への巡回による相談も実施しています。
問▶生活環境企画課 大分県交通事故相談所
検 索
☎097-506-3062
催し

不妊治療費の助成制度が
変わります

県では、不妊治療費の助成制度を見
直し、10月から県と市町村が費用を分
担して、特定不妊治療費の助成を上乗
せします。
●新鮮胚移植 30万円／回（15万円UP）
●採卵を伴う凍結胚移植
39万円／回（24万円UP）
●手術的精子回収術
19万円／回（９万円UP）
※金額は上限
条件や対象者など詳しくは、下記ま
たは最寄りの保健所（大分市にお住ま
いの方は大分市保健所）まで。
大分県

検 索

特定不妊治療費

問▶健康対策課
☎097-506-2672

大分県の職員数をお知らせします
区

分

一般行政

職

員

増減

3,849

3,847

大

学

14

14

０

教

育

9,986

9,957

△29

警

察

2,417

2,427

10

病

院

638

653

15

電気・工業
用水道

104

105

１

17,008

17,003

△ ５

計

問▶人事課
☎097-506-2305
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数

26年度
27年度
H26.4.1 H27.5.1

△ ２

親子と土木のふれあい見学会

私たちの生活を支えている土木のこ
とをもっと知ってもらうためのイベント
です。大分市に建設中の大分川ダムの
工事現場と竹田市の稲葉ダムにおいて
日ごろ見ることができない監査廊（ダム
の内部）を見学します。参加無料（昼食
あり）。
開催日時／11月14日（土）
午前９時～午後４時
対象／小学生とその保護者を含む家族
定員／100名
（抽選を行い、参加の可否を応募
者全員に郵送にてお知らせします）
集合場所／JR大分駅
※移動はバス（無料）
申込方法／ハガキまたは電子メール
で、参加者全員の住所、氏名、年齢、電
話番号を記入し、10月23日（必着）ま
でに下記までご応募ください。
〒870-8501  大分市大手町３-１-１
（Ｅメール：a18700@pref.oita.lg.jp）
問▶建設政策課
☎097-506-4555

女性が輝くおおいた推進会議
トップセミナー

県では、性別にかかわらずその能力
を十分に発揮できる男女共同参画社
会の実現に向け、意識改革や女性の活
躍推進に取り組んでおり、
８月には経
済団体と連携し「女性が輝くおおいた
推進会議」を設立しました。企業におけ
る女性の活躍について考える機会とし
て、企業経営者を対象にしたセミナーを
開催します。
日時／10月13日（火）午後２時
（株）神戸製鋼所 佐藤廣士会長
内容／
（大分県出身）の講演など
場所／全労済「ソレイユ」
（大分市）
問▶県民生活・男女共同参画課
☎097-534-2039

大分県農林水産祭
“おおいた みのりフェスタ”

消費者と生産者のふれあいを通じ、
大分県の農林水産物の良さや農山漁
村の魅力を発信することを目的に行う
一大イベントです。
「ふるさと産直・地域
とれたて市」やジビエ料理コーナーなど
企画が盛りだくさんです。
【水産部門】
・18日（日）
開催日／10月17日（土）
場所／別府市亀川漁港
【農・林業部門】
・25日（日）
開催日／10月24日（土）
場所／別府公園
問▶農地農振室
☎097-506-3544

里親募集説明会

県では、親の病気や離婚などのさま
ざまな事情により、生まれた家庭で生
活できない子どもたちを家族の一員と
して迎え入れ、健やかに育ててくださる
里親制度の推進に取り組んでいます。
10月の「里親月間」に合わせ、説明
会を開催します。
日時／10月18日（日）、30日（金）
11月15日（日）、26日（木）
午後２時～４時
場所／大分県こども・女性相談支援セン
ター［大分県中央児童相談所］
（大分市）
電話／097-544-2016
問▶こども子育て支援課
☎097-506-2707

県政だより

ブルーベリーのカルツォーネ【九重町】

とよの国
とよの
国の

食彩

九重町はブルーベリーの栽培面積で西日本一を誇ります。
今回は、
「ベリージュファーム」代表の梅木健太郎さんに、たっぷりのブルーベ
リーで作るデザートピザのレシピを教えていただきました。ポイントは、包み焼き
にして風味と香りを閉じ込めること。
もちもちの生地に、とろりと溶けたクリームチーズとブルーベリーがよく合う一
品です。ぜひご家庭でもいかがですか。
材

料（４個分）

＜生地＞
＜具材＞
vol
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強力粉…500g、水…270ml、塩…12g、
イースト…2g
ブルーベリー、ブルーベリージャム、
各適量
クリームチーズ

調理方法

取材協力：ベリージュファーム

☎ 0973‑78‑8018

営業時間▶午前10時〜午後５時
定 休 日▶木曜日（※４月〜 11月末まで期間限定で営業）
住
所▶玖珠郡九重町町田3285

ボウルに生地の材料を入れて混ぜる。
そぼろ状になるまで混ざったら、約５分間こねる。
ボウルから取りだし、弾力が出るまでさらに約５分間こね
上げる。
４個分に切り分けて、２〜３時間常温で発酵させる（２倍
ぐらいに膨れるのが目安）
。
出来上がった生地を円形に薄くのばして、生地の半分に具
材をのせる。残り半分を折り返してかぶせ、ふちの部分を
つまんで閉じる。
350℃のオーブンに入れて、約10分間焼き上げれば出来上がり。

９月·10月号 クイズ＆プレゼント

▼インターネット

動画配信サイト「おんせん県おおいた！ちゃんねる」

（http://www.onsenkenoita-ch.com/）
県政番組のバックナンバーや県内の魅力満載動画を配信中

本紙を参考に○の中に当てはまる文字を入れ、ハガキかイン
重町の特産品詰め合わせ(2,000円分)をプレゼントします。

問 題

平成27年度一般会計予算は
○ ，○ ○ ○ 億円
マイ ○ ○ ○ ○ 制度、はじまります！

10月31日㈯
2015 年 9月発行

TEL 097-506-2094 FAX 097-506-1726

発行人／大分県広報広聴課

〒870-8501 大分市大手町 3 丁目 1-1

当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただき
ます。７月・８月号のクイズ
の答えは、
Ⓐセンター（また
は1500、1000）
、
Ⓑ差別で
した。たくさんのご応募を
ありがとうございました。

県政番組ガイド

ターネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５名様に九

スマートフォンからも
ご覧いただけます♪

▼テレビ

TOS「ほっとはーとOITA」
OAB「お！」
OBS「おおいた捕物帳」

土曜日／午前11：30〜11：45
日曜日／午後 5：55〜 5：59
月曜日／午後 6：55〜 6：59

▼ラジオ
OBS「くらしのたより」 （2分10秒）月〜金曜日／午前9：10〜
土曜日／午前6：57〜、日曜日／午前6：55〜

OBS「たんねるけん！」

毎月第1・第3土曜日／午前10：40〜54（14分間）
翌日曜日／午前5：30〜44（再放送）

９月・１０

エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」 （ホワッツニューオーイタ 4分間）
月〜金曜日／午前9：00〜、土曜日／午前9：25〜
日曜日／午前8：55〜

大分県庁

☎
‒ ‒
（代表）
http://www.pref.oita.jp/

※県の歳入確保のため有料で広告スペースを貸し付けています。この広告内容を県が推奨・保証等するものではありません。

再生紙を使用しています。

