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広報 たつの 

～行政～ ～行政～ ～行政～ 世界に限定33部の貴重本を一般公開！ 
　市では日本初上陸の貴重本
「Michelangelo La Dotta Mano」を 
購入したことに伴い、下記のとおり一般
公開を行います。 

表紙 

ミケランジェロ　　　ラ　    ドッタ　      マノ 

とき 3月28日（日）・29日（月） 
10時～15時 

ところ たつの市青少年館ホール 

「Michelangelo La Dotta Mano」とは･･･ 
ミケランジェロの人生と作品を紹介したイタリアで刊行し
た世界で限定33部の書籍です。 

廃棄物（ゴミ）の処分について 

たつの市企画財政部広報秘書課　〒679-4192 
兵庫県たつの市龍野町富永1005‐1 
電 話：0791－64－3211 
Email：info@city.tatsuno.hyogo.jp 
URL：http://www.city.tatsuno.lg.jp/

 
 
 
 
 
 
　市民の皆さんを対象にコミュニ
ティバス事業の現状と再編につい
て説明会を開催しますので、ご参
加ください。 
◎とき　４月６日（火）、７日（水） 
両日とも①１０時３０分～②１４時～ 
◎ところ　市役所分庁舎１階ホール 
※事前申込は不要です。 
�企画課（�６４‐３１４１） 
 
 
　｢廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律｣で、全ての廃棄物は不法
投棄及び野外での焼却を禁止して
います。 
　家庭から出るゴミは分別して、
指定された日にゴミステーション
へ出してください。 
　法律では、一般廃棄物は、市が
規定した一定のルールにより処理
するか、許可を持つ処理業者に委
託して処理しなければなりません。 
これに違反し、廃棄物を山林や河
川等に投棄した場合、５年以下の
懲役もしくは１,０００万円以下の罰
金が科されます。 
　また、野外焼却（野焼き）は、
農林水産業を営むためにやむを得
ないものは、例外規定となってい
ますが、焼却する量や風向きなど
によっては、近隣住人の迷惑とな
る場合がありますので、つつしん
でください。 
　さらに、法律に適合する焼却炉
以外で燃やすと野焼きとなり罰則
が科されますのでご注意ください。 
�環境課（�６４‐３１５０） 
 

 
 
 
　４月１日から次のとおり小児科
診療を行います。 
◎診療日　月曜日～金曜日の午前・
午後（奇数週の金曜日は除く） 
◎受付時間　８時３０分～１６時 
�御津病院（�３２２‐１１２１） 
 
 
 
　重度障害者の方を対象にタクシ
ー利用料金の助成を行っています。 
◎対象者　市内在住の身体障害者
手帳１･２級、療育手帳Ａ、精神
障害者保健福祉手帳１級の交付を
受けている在宅生活の方で、自動
車税・軽自動車税の減免を受けて
いない方（高齢者タクシーを申請
している方は重ねて利用できません。） 
◎助成内容　５００円券を年間５４枚
を限度に発行します。（ただし、
市指定のタクシー会社のみ利用可） 
◎申請受付　３月３１日（水）から 
障害者手帳及び印鑑を持参の上、
窓口で申請してください。 
�地域福祉課（�６４‐３２０４）、◯新市民福
祉課（�７５‐０２５３）、◯揖市民福祉課（�
７２‐２５２３）、◯御市民福祉課（�３２２‐１４５１） 

 
 
 
　一人ひとりの思いやりで交通事
故のない安全で明るいまちをつく
りましょう。 
期間中の重点項目 
○子どもと高齢者の交通事故防止 
○全ての座席のシートベルトとチャイル
ドシートの正しい着用の徹底 
○自転車の安全利用の推進 
○飲酒運転の根絶 
○夕暮れ時（日没前後）の交通事
故防止 
�危機管理課（�６４‐３２１９） 
 
 
 
　龍野地域・揖保川地域・御津地
域のし尿汲取り計画表を環境課及
び揖保川・御津総合支所市民福祉
課の窓口にてお渡しします。 
　新宮地域は、し尿の計画収集を
していません。し尿汲取りが 
必要な方は、直接、（有）新宮浄化
（�７５‐０１６７）へお申込みください。 
　また、し尿汲取り計画表は、市
ホームページにも掲載しています。 
�環境課（�６４‐３１５０） 

「コミュニティバスの再編について」 
説明会を開催 

市立御津病院小児科　常勤医師に 
よる診療が始まります！ 

平成２２年度上期（４月～９月） 
し尿汲取り計画表の配布について 

４月６日～１５日 
春の全国交通安全運動を実施 

平成２２年度障害者福祉タクシー 
利用券の交付について 

�社会教育課（�７２‐６４９４）、龍野図書館（�６２‐０４６９） 



【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

　４月１日から、住民基本台帳カ
ード（住基カード）で、住民票の
写し等の証明書が自動取得できる
「証明書自動交付機」を設置しま
す。休日もご利用できます。 
　また、市発行の印鑑登録証と図
書貸出券を住基カードへ一枚化す
るサービスも開始します。 
　サービスの利用には、事前に申
請が必要です。 
◎住基カードを利用した新たなサ
ービスの種類 
①証明書自動交付機を利用した、
住民票の写し、印鑑登録証明書
及び市民税・県民税（所得・課税）
証明書の交付に関するサービス 
②印鑑登録に関するサービス 
③図書館資料の貸出に関するサービス 
◎申請できる人 
　たつの市で住基カードの交付を
受けている本人（１５歳未満及び成
年被後見人は申請できません。） 
◎申請できる日 
　４月１日（木）以降の平日 
　８時３０分～１７時１５分 
※ただし、４月３日（土）・４日（日）の
８時３０分から１２時までは、市役所
（本庁）のみ臨時で申請を受付します。 
◎申請場所 
　市民課又は各総合支所市民福祉
課（③のサービスを利用する方は、
別途図書館での手続きが必要） 
◎申請に必要なもの 
　申請書、印鑑、住基カード、本
人確認書類（顔写真付の住基カード、
運転免許証等官公署発行の写真付
身分証明書をお持ちの方は、申請当日

に手続き可能）、印鑑登録証・図書貸
出券（既に交付を受けている方） 
◎手数料　無料 
◎その他 
・申請には、必ず本人が窓口にお越
しください。（代理人申請はできません。） 
・既に住基カードをお持ちの方で
も、上記サービスを利用する場合
は、新たに手続きが必要です。 
・①②のサービスは、暗証番号を
設定していただきます。 
・②③のサービスを利用する方で、
旧カード（印鑑登録証、図書貸出
券）をお持ちの方は、返還してい
ただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎利用できる日時 
　年末年始（１２月２９日から翌年１月
３日）を除く毎日、７時～１９時 
※臨時休止する場合があります。

広報等でお知らせします。 
◎設置場所 
・市役所（本庁）市民課前 
・新宮総合支所市民福祉課前 
・揖保川総合支所市民福祉課前 
・御津総合支所市民福祉課前 
◎取得できる証明の種類と手数料 
・住民票の写し 
・印鑑登録証明書 
・市民税・県民税（所得・課税）証明書 
　各１通３００円 
◎利用に必要なもの 
　証明書自動交付機の利用登録を
した住基カード 
※証明書自動交付機で印鑑登録証
明書の交付を受けようとする方は、
印鑑登録に関するサービスの申請
が必要です。 
◎暗証番号について 
・証明書自動交付機の利用には、
暗証番号の入力が必要です。 
・暗証番号の入力を一定回数間違
えた場合、ご利用できなくなります。 
※再度証明書自動交付機を利用するに
は、市役所執務時間内に登録者ご本人
が、住基カードと運転免許証等官公署
発行の写真付身分証明書及び印鑑を
持参の上、市民課又は各総合支所市
民福祉課へお越しください。（執務時間
外、代理人による手続きはできません。） 
◎その他 
・一万円札、五千円札、二千円札
は使用できません。 
・両替機はありません。 
�市民課（�６４‐３１４７）、◯新市民福祉
課（�７５‐０２５３）、◯揖市民福祉課（�７２
‐２５２３）、◯御市民福祉課（�３２２‐１４５１） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

○休日や朝・夕の執務時間外に証
明書が取得可能 
○申請書の記入が省け、手続きが
簡単 
○窓口混雑時に手早く証明書を
取得し、待ち時間を短縮 

☆証明書自動交付機について☆ 

２ 広報たつの3月号 

「証明書自動交付機」による住民票の写し等の自動取得サービスをスタート！ 



～募集～ ～募集～ ～募集～ 
 
 
 
　４月発行の納入通知書からコン
ビニエンスストアで水道料金・下
水道使用料の支払いができるよう
になります。 
○いつから？ 
　４月以降に発送される納入通知
書からです。 
○利用できるコンビニは？ 
　セブン‐イレブン、ローソン、ファミリ
ーマート、サークルＫサンクスほか 
※納入通知書の裏面に記載されて
いる全国のコンビニ店 
○支払える金額は？ 
　１枚の納入通知書につき３０万円まで 
○支払方法は？ 
　レジで納入通知書を提示し、現
金でお支払いください。 
○手数料などはかかるの？ 
　無料です。 
◯注播磨高原広域事務組合上下水道
事業所発行の納入通知書は取扱い
できません。 
◎問い合わせ先 
�龍野地域・新宮地域（光都を除
く）・揖保川地域半田の一部にお
住まいの方  
水道事業所（�６４‐３１７３） 
�揖保川地域（半田の一部を除
く）・御津地域にお住まいの方　 
西播磨水道企業団営業課（�０７９１‐
２２‐７２３１） 
 
 
 
 
 
 
　本年は、旧制第一高等学校寮歌
「嗚呼玉杯に花うけて」を作詞し
た矢野勘治氏の生誕１３０年を迎え
ます。 
　これを記念して特別展を開催します。 
◎とき 
４月３日（土）～５月５日（水）　９時３０分
～１７時（入館は１６時３０分まで） 
◎ところ　霞城館 
�霞城館（�６３‐２９００） 

 
 
 
　和楽器と洋楽器による龍野の旅
情をテーマにしたコンサートを開
催します。 
◎とき　４月２５日（日） １４時～１５時３０分 
◎ところ　霞城館２階ホール 
◎入場料　無料 
◎賛助出演　赤とんぼ草笛の会 
◎問い合わせ先　事務局･石堂（�
７２‐５０５１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ところ　ひょうご環境体験館（播
磨科学公園都市内） 
◎定員　各３０組（事前申込要） 
◎申込・問い合わせ先　ひょうご
環境体験館（�０７９１‐５８‐２０６５） 
 
 
 
◎とき　４月１１日（日） １４時～ 
◎ところ　道の駅みつ 
◎入場料　無料 
◎出演者　大西由香里、越塚康子、
八重尾雄太、ひとつ山こえてみよ
う会、Ｓｐｏｏｋｙ’ｓ、ＴＡＫＡ ＳＨＯＷ 
◎問い合わせ先　たつのソングス
制作実行委員会・守谷（�３２２‐２７３１） 

 
 
 
 
 
 
◎場所　たつの市揖保川町正條６１７‐３ 
◎利用形態　月極 
◎利用料金　１か月　３,５００円 
◎募集区画　２区画 
◎申込期限　４月７日（水） 
◎申込先　揖保川総合支所地域整
備課 
◎その他　申込み多数の場合は、
後日抽選を行います。 
�都市計画課（�６４‐３１６３）、◯揖地
整備課（�７２‐７６０３） 
 
 
 
 
 
 
　通信制の高等学校「普通科」の
生徒を募集します。 
◎概要　ＮＨＫのテレビ・ラジオ
放送を利用した教育課程で、高校
卒業資格を取得できます。登校は
月に１～２回 
◎履修年数　３年（ただし、転編
入あり） 
◎募集対象　中学校卒業、又は平
成２２年３月卒業見込みの方。高等
学校中退者ほか 
◎願書受付期限　４月２０日（火）必着 
◎申込方法　出願受付順に書類選
考と面接を行います。 
◎案内請求・問い合わせ先　ＮＨＫ
学園広報・学習支援センター（�
０４２‐５７２‐３１５１） 

～イベント～ ～イベント～ ～イベント～ 

開催日 イベント内容 

３日（土） 
１３時～１５時 

「バラのお花のブロー
チづくり」 
※参加費：１００円 

１０日（土） 
１３時～１５時 

「楽しい木のブロック
組み立て」 
※参加費：１００円 
※鈴・リボン等の飾りが
あれば持参ください。 

市営「正條みなみ駐車場」の月極 
利用者を募集 

「春の味めぐり」「春の味めぐり」
発売期間…4月30日（金）まで 
ご利用時間…11時30分～14時 

��������	
����

お問い合わせお申し込みは 

たつの市国民宿舎 http://www.akatonboso.com/

お部屋食…4名様以上でお部屋代無料 

平日昼食限定 大好評発売中
!!

お一人様（税・配膳料込み） 
2名様以上2日前までに要予約 3,000円 

特典1

食後のコーヒー付き　入浴も無料 特典2

全13品 
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コンビニで水道料金等の支払いが 
できるようになります！ 

龍野・栞・コンサート 
「叙情の小路」 

たつのソングスＣＤ完成・記念 
コンサート 

ひょうご環境体験館（はりまエコハウス） 
４月のイベント 

霞城館特別展 
「龍野の文化的風土と矢野勘治」　 

平成２２年度NHK学園生徒を募集 



揖保川河川敷公園の利用について 

 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 
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◎とき　５月１５日（土）１０時１０分
集合、１０時３０分出発、１５時４５分
解散予定 
※雨天の場合、５月１６日（日）に
実施 
◎コース　龍野城、聚遠亭など（約
６.５ｋｍ） 
◎講師　橘川真一氏（ひょうご歴
史文化フォーラム会長） 
◎参加費　一般３００円、高･大生２２０
円、小・中生１４０円（施設見学料） 
◎申込方法　郵便往復はがきに、
参加される方の①名前（１枚で２
名まで）②年齢、③住所、④電話
番号を記入の上、ＮＨＫ神戸放送
局へ申込みください。 
　郵便往復はがきの返信面（表）
にも住所・名前を記入ください。
　応募多数の場合は抽選となります。 
◎送付先　〒６５０－８５１５　ＮＨＫ
神戸放送局「新 兵庫史を歩く」係 
◎申込期限　４月２０日（火）必着 
◎問い合わせ先　ＮＨＫ神戸放送
局（�０７８‐２５２‐５０００）、広報秘
書課（�６４‐３２１１） 
 
 
 
 
 
 
　市と連合自治会では、４月から
５月にかけて各地域で各種団体と
ともに三世代ふれあい全市一斉清
掃を行います。 
　皆さんのご協力をお願いします。 
龍野地域 
　４月１７日（土） ８時３０分～１０時 
室津地域 
　５月２日（日） ８時～１０時 
御津地域 
　５月９日（日） ８時～１０時 
※いずれも雨天中止 
　新宮地域・揖保川地域でも、各支
部事業計画に基づき実施されますの
で、積極的なご参加をお願いします。 
�総務課（�６４‐３１４２） 

 
 
　昨年８月の台風９号被害により
使用禁止としていました、下記公
園が４月１日（予定）から利用で
きるようになります。 
　長期にわたりご迷惑をおかけし
ましたことを、お詫びします。 
 
 
 
�都市計画課（�６４‐３１６４） 
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祗園公園、千鳥ヶ浜公園 
きらめきスポーツ公園 

使用可能になる公園 

たつの警察署からのお知らせ 
～警視庁指定特別手配被疑者～ 

（オウム真理教関係） 

見かけた人は、すぐ１１０番！ 
(たつの警察署�６３‐０１１０)   

平田　信 
ひらた　まこと  
昭和４０年生 

身体特徴 
髭が濃い 

身長183cm位   
首筋にホクロ 

　あなたの情報が検挙に結びついた場合には、被疑者
一人当たり２００万円（上限額）の懸賞金が支払われます。 

高橋　克也  
たかはし　かつや 
昭和３３年生  

身体特徴 
眉毛濃い 

身長173cm位    
近視 

菊地　直子  
きくち　なおこ 
昭和４６年生 

身体特徴 身長159cm位   
 眉間上部横一文字の傷跡 

右こめかみ･右目下にホクロ  

「子育てつどいの広場」をご利用ください 
　４月１日から、つどいの広場と子育て学習センターを統合し、「子
育てつどいの広場」を実施します。乳幼児と保護者の皆さん、いつ
でも自由に遊びに来てください。 
　また、グループ活動も行いますので、各子育てつどいの広場へお
申込みください。 
�児童福祉課（�６４‐３１５３） 

場 所  

実 施 曜 日  

実 施 時 間 

問い合わせ先 

龍　　　野 新　　　宮 揖  保  川 御　　　津 

はつらつセンター 
２階 

新宮総合支所 
１階 

※　ただし、祝日・年末年始は休み 

９時～１６時  （１２時～１３時は休み） 

揖保川公民館 
２階 

月～金 火～金（月曜日は、自由に遊ぶ広場は休み） 

御津総合支所 
２階 

６２‐９２５５ ７５‐４６４６ ７２‐６５７７ ３２２‐２２０８ 

ＮＨＫ｢新 兵庫史を歩く｣参加者を 
募集 
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三世代ふれあい全市一斉清掃に 
ご参加ください！ 



龍野図書館臨時休館のお知らせ 交通事故無料相談 

人権相談所を開設 

２０１０年度たつのあいあい塾 

家庭不用品交換情報コーナー 

出張年金相談 

糖尿病教室のお知らせ 

お詫びと訂正 
　広報たつのお知らせ版２月号５
ページ「平成２２年度畜犬登録並び
に狂犬病予防集合注射日程表」の
一部に記載漏れがありましたので、
ここにお詫びし、訂正します。 
【正】４月１４日（水）　住吉構造改
善センター　９：５５～１０：００ 
�環境課（�６４‐３１５０） 

◎とき　４月１４日（水）１４時３０分～ 

◎ところ　御津病院本館３階会議室 

「食物繊維とは？～そのはたら

きと摂り方について～」  

講師：管理栄養士 

◎とき　４月２８日（水）１６時～ 

◎ところ　御津病院本館１階リハビリ室 

「糖尿病の運動療法について① 

～筋力強化編～」 

講師：理学療法士 

 
 
　４月２５日（日）はたつの市議会議
員選挙の投票所として使用される
ため、臨時休館します。 
※新宮、揖保川、御津の各図書館
は通常通り開館します。 
�龍野図書館（�６２‐０４６９） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�御津病院（�３２２‐１１２１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎とき　４月２２日（木）　１３時３０
分～１６時 
◎ところ　姫路キャッスルホテル
３階「鳳凰の間」（姫路市三左衛
門堀西の町２１０） 
◎内容　西播磨地域の企業と新規
大学等卒業予定者等が一堂に会し
た就職面接相談会 
◎参加企業　兵庫労働局ホームペ
ージに掲載（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｈｙｏｕｇｏ
‐ｒｏｕｄｏｕｋｙｏｋｕ．ｇｏ．ｊｐ/） 
※履歴書を持参ください。 
◎問い合わせ先　ハローワーク姫
路　学卒部門（�０７９‐２２２‐４６９０） 

 
 
　交通事故にあわれた方の相談に
専門の相談員が応じます。 
◎相談日　月曜日～金曜日（祝日
除く） ９時～１２時、１３時～１７時 
※来訪される場合、事前連絡必要 
◎弁護士相談日　木曜日　１３時～
１６時 
※予約制要面談 
�神戸自動車保険請求相談センター
（�０７８‐２２２‐７２２０） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※３月８日現在の登録品 
◎譲りたい品物　 
ダイエットスーツ、春・夏物男児
衣類（９０㎝、９５㎝、１００～１２０㎝） 
◎譲って欲しい品物 
≪衣類≫まあや保育園体操服・制
服、龍野太陽保育園の制服、まこ
と保育園の体操服・スモック等、
龍野体育館のプール用水着（女の子用） 
≪その他≫三輪車、チャイルドシ
ート、スキー用品（板・ブーツ）、
メトロノーム、苗箱専用の一輪車、
自転車（１２～１６インチ）、小１～
中３までの教科書と問題集（国語・
算数・数学）、婦人用自転車�環
境課（�６４‐３１５０）◯新市民福祉課（�
７５‐０２５３）◯揖市民福祉課（�７２‐２５２３）
◯御市民福祉課（�３２２‐１４５１） 
 
 
 
 
 
 
　姫路年金事務所による出張年金
相談が行われます。 
　相談は予約制です。当日は予約

された方を優先して相談が行われ
ますので、予約なしで来られた方
は長時間お待ちいただく場合があ
ります。 
◎とき　４月２７日（火）　１０時～１５時 
◎ところ　市役所分庁舎ホール 
◎相談員　姫路年金事務所職員 
◎予約受付期間 
　３月２９日（月）～４月２２日（木） 
　８時３０分～１７時 
※土日・祝祭日は除く 
◎予約申込先　国保年金課（�６４‐
３２４０） 
※総合支所では受付しません。 
　予約申込みの際は、氏名、基礎
年金番号、相談内容をお知らせく
ださい。 
 
 
◎とき　４月１４日（水）　１３時～１５時 
◎ところ　御津公民館１階会議室 
◎とき　５月６日（木）　１３時～１６時 
◎ところ　新宮総合支所しんぐう
ホール、市役所２階相談室、揖保
川総合支所２階会議室、御津公民
館１階会議室 
�人権推進課（�６４‐３１５１） 
 
 
　毎月、各種職業の講師による講
座を開催しています。（申込不要、
初回のみ５００円必要） 
◎とき　４月１７日（土）　 １９時～２１時 
◎ところ　揖保川公民館 
◎参加対象　市内在住、又は在勤
の方 
◎演題　「発泡スチロールでやさ
しく包む」 
◎講師　片岡 孝次 氏（龍野コルク
工業（株）代表取締役） 
�揖保川公民館（�７２‐２４１２） 
 
 
 
 

広報たつの3月号 5

「SELECTIONはりま」 
－新規大学等卒業予定者等対象 
就職面接相談会－ 



お知らせ版 お知らせ版 

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 図書館からのお知らせ 図書館からのお知らせ 〈4月の催し〉月の催し〉 〈4月の催し〉 〈4月の催し〉 

龍野図書館（�62-0469） 

御津図書館（�322-1007） 揖保川図書館（�72-7666） 

新宮図書館（�75-3332） 龍野図書館（�62-0469） 

御津図書館（�322-1007） 揖保川図書館（�72-7666） 

新宮図書館（�75-3332） 
えほんのじかん（０～３歳児、保護者） 
　１０日（土）・１７日（土）　１１時～１１時２０分 
　「ちいさなねこ」他 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　１１日（日）　１１時～１１時３０分「ホットケーキ」他 
読書会（一般） 
　９日（金）　１０時～１１時３０分「１ドルの価値」 
　オー・ヘンリー 著 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 
　１２日（月）・２６日（月）　１１時～１１時２０分 
　「はっぱのなかで　みいつけた」他 
おはなしのじかん（５歳児～） 
　３日（土）・１０日（土）・２４日（土）　１１時～１１時３０分 
　「ももたろう」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　１０日（土）・１７日（土）　１０時３０分～１０時５０分 
　題名は当日発表 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　１０日（土）・１７日（土）　１１時～１１時３０分 
　題名は当日発表 
読書会（一般） 
　２１日（水）　１０時～１２時　年間計画作成 
　※読書会はアクアホール３階研修室 

えほんのじかん （０歳児～、保護者） 
　１１日（日）・１８日（日）　１１時～１１時２０分 
　「だいくとおにろく」他 
てじな（３歳児～、保護者） 
　えほんのじかん終了後～ 
読書会（一般） 
　２１日（水）　１３時３０分～１５時３０分 
　「このままいくとあなたはボケる」金子 満雄 著 

４月の行政相談日 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」４月の展示 

「ふれあい橋ギャラリー」４月の展示 

４月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） ギャラリープラムライト４･５月の 

展示「押花」 

市税の納付は便利な口座振替を 
ご利用ください 

 
 
＜龍野＞ 
◎とき　１３日（火）９時３０分～１２時 
◎ところ　市役所２階相談室 
＜新宮＞ 
◎とき　８日（木）１３時～１５時 
◎ところ　新宮総合支所ロビー 
＜揖保川＞ 
◎とき　２０日（火）１３時～１５時 
◎ところ　揖保川総合支所１階相談室 
＜御津＞ 
◎とき　１５日（木）１３時３０分～１５時３０分 
◎ところ　御津総合支所２階第２会議室 
※各相談員宅でも随時受付 
�なんでも相談課（�６４‐３２５０） 
 
 
　揖保川ときめきセンター自主サ
ークルによる作品を展示します。 
◎５月のギャラリー 
　揖保の郷といぼがわ荘の利用者
による作品展を予定しています。 
�◯揖地域振興課（�７２‐２５２５） 
 
 
　苅屋保育所４歳児の絵画を展示
します。 

�◯御地域振興課（�３２２‐１００１） 
 
 
 
◎とき　４月１日（木）～５月３０日（日）
　９時～１６時 
※月曜日休館 
◎ところ　御津自然観察公園内梅
資料館２階 
�◯御地域振興課（�３２２‐１００１） 
 
 
 
　口座振替制度は、一度申込みをす
れば、指定した金融機関や郵便局か
ら自動的に振替えて納税できる便利
な納税制度です。 
　振替方法は、①各納期限日に期別
税額を振替える各期納付②第１期の
納期限日に年税額を振替える一括納
付のどちらかを指定できます。（平成
２３年度から前納報奨金制度は廃止） 
　申込みは税務課及び各総合支所地
域振興課又は市内の金融機関・郵便局
へ。（申込期限は各納期限の１か月前まで） 
�税務課（�６４‐３１４４） 
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

ご冥福をお祈りします 

氏　名 住　所 死亡月日 年齢 

※２月１６日～２月２８日届出分で、掲載に 
　同意を得ている方々です。（敬称略） 

新宮町平野 
揖西町小神 
御津町中島 
新宮町下野田 

２/１２ 
２/１８ 
２/１９ 
２/２０ 

９９ 
８０ 
８１ 
９１ 

内海ふくゑ 
曽谷　定明 
岩田　輝夫 
瀬良　儀總 

＜揖保川地域＞ 
（有）中元設備工業（�７２‐３４１５） 
＜御津地域＞ 
１日～１０日　ミツバ商事（株） 
　昼間（�３２２‐１２４５） 
　夜間（�３２２‐２４８５） 
１１日～２０日　増本商店 
　昼間・夜間（�３２２‐０１２９） 
２１日～３０日　勝間設備（株） 
　昼間（�３２２‐２４８８） 
　夜間（�３２２‐１３５５） 




