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イベント  

「人権を考える市民の集い」

【新宮会場】
とき　12月５日（土）13時30分～
ところ　新宮ふれあい福祉会館
内容　琴と尺八による演奏、人権
コーラス「未来」による歌と会話劇

（テーマ「未来からあなたに　歌と
会話劇から人権を考えよう2015～
声合わせは、心合わせの第１歩
～」）など
【御津会場】
とき　平成28年１月16日（土）13時
45分～
ところ　御津文化センター
内容　人権作文の表彰と朗読、岡
山県立岡山盲学校講師 竹内 昌彦  
さんによる講演（演題「私の歩んだ
道～見えないから見えたもの～」）
など
【揖保川会場】
とき　平成28年２月６日（土）13時
30分～
ところ　アクアホール
内容　「私の心にひびいたあの一
言」の発表と表彰、ライフデザイ
ンいぼがわによる人権啓発劇、
音楽家 前川 裕美 さんによるピ
アノ演奏を含む講演（演題「夢見
る力を信じて～ともに生きる未
来へ～」）など

▼人権教育推進課（☎64-3182）

揖保川図書館行事
クリスマスオルゴールコンサート

　アクアホールの“お宝オルゴー
ル”のロマンチックな音色をお楽
しみください。
とき　12月17日（木）14時～15時
ところ　アクアホール１階ロビー
内容　「修道院の鐘」など

定員　25名（子ども可、定員にな
り次第締め切り）
申込期間　11月25日（水）～
申込先　揖保川図書館（☎72-7666）

新宮図書館行事
「ブラックライト人形劇」

　暗い部屋に人形たちが浮かび上
がる不思議な人形劇です。
とき　12月19日（土）14時～15時
ところ　新宮図書館研修室
出演　人形劇団わたぐも
演目　「ぐりとぐらのおきゃくさ
ま」「きんぎょがにげた」 他
対象　４歳以上（大人も可）
定員　60名（先着順）
申込先　新宮図書館（☎75-3332）

「子育てつどいの広場」
イベント情報

わくわく親子講座
「親子で楽しむ絵本ライブ」
とき　12月３日（木）・９日（水）10
時～
ところ  はつらつセンター２階
講師　クルテックドゥーム（絵本
朗読と演奏グループ）▲

龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「親子もちつき」
とき　12月９日（水）９時30分～
ところ  新宮こども園園庭▲

新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「大切にしていますか？子どもと
の時間」
とき　12月15日（火）10時～
ところ  揖保川公民館１階
講師　山本 由美子 氏（元揖保川
子育てつどいの広場指導員）▲

揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「親子でリズムあそび」

とき　12月16日（水）10時～
ところ　御津総合支所２階
講師　ふかだ なおこ 氏（ＮＰＯ
法人 生涯学習サポート兵庫）
定員　親子25組（先着順）
※要事前申込み▲

御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
12月の絵本の読み聞かせ
新宮：８日（火）11時～（新宮子育
てつどいの広場）
御津：15日（火）11時30分～（御津
総合支所２階）
揖保川：24日（木）11時～（揖保川
公民館２階）
龍野：25日（金）11時～（はつらつ
センター２階）
子育て夢相談
　専門家による子育て相談です。
とき　12月７日（月）10時～12時
ところ　はつらつセンター
※予約制。各広場へ申込み

12 月の
こどもサイエンスひろば

「ロウソクのかがく」－ファラデー
のクリスマス講演－
とき　12月５日（土）
ところ　市青少年館こどもサイエ
ンスひろば
◇こどもサイエンス教室
時間　10時～11時30分
対象　小学３年～６年生
◇サイエンス工作教室
時間　13時30分～14時30分
対象　小学１年～３年生
内容　150年以上前にイギリスの
ロンドンで行われた「ロウソクの
科学」を楽しい実験をしながら再
現します。
講師　ロビン・イブ 氏（兵庫県立
大学非常勤講師）

▼こどもサイエンスひろば（☎64-2229）



　　

都市計画等の縦覧のお知らせ
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

上勤務できる方
募集人員　６～９名
応募方法　履歴書（顔写真貼）１通
提出してください。
応募締切　平成28年１月８日（金）
その他　後日、面接を実施しま
す。（日程は別途連絡）

▼○御地域振興課（☎322-1004）

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

★ヘルシー＆ダイエット料理体験
とき　平成28年１月８日（金）10時
～14時
募集人数　20名（先着順）
持ち物　エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具・上履き　　
参加費　1,200円程度　
★冬の漁師料理体験
とき　平成28年１月14日（木）10時
～14時
募集人数　25名（先着順）
持ち物　エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具・上履き
参加費　1,000円程度
★冬の味覚料理体験
とき　平成28年１月26日（火）10時
～14時
募集人数　20名（先着順）
持ち物　エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具・上履き

参加費　1,200円程度
※ 全ての体験教室に関して、ご予

約のキャンセルは２日前まで
◆体験学習室のご案内
　目の前に広がる瀬戸内の海や
島々の眺望も楽しめ、体験、研修
に利用できます。

▼ 道の駅みつ体験学習室（☎322-
8020）

龍野税務署　平成27年度
確定申告期非常勤職員を募集

雇用期間　平成28年２月１日（月）
～３月31日（木）（土・日・祝日を除
く）９時～17時（うち休憩１時間）
就業場所　龍野税務署
業務内容　パソコンの入力補助、
書類整理及び来客対応
賃金等　時給820円、交通費あり

（面接時に詳細を説明）
その他　パソコン操作が可能な方
を優先採用。募集人員に達した時
点で募集締め切り

▼龍野税務署総務課（☎62-0281）

平成28年度
県立但馬技術大学校学生の募集

募集学科　機械制御工学科、建築
工学科、自動車工学科
試験区分　一般入校試験
試験日　平成28年１月23日（土）

第４回竜野駅
ふれあいフェスティバル

　ＪＲ竜野駅周辺の活性化と魅力
あるまちづくりに取り組む地元実
行委員会が主催し、イベントを開
催します。
とき　11月29日（日）９時～13時

（小雨決行）
ところ　ＪＲ山陽本線竜野駅北 
駐車場
内容　ダンスパフォーマンス、地
元野菜の直売、駅そば等の地域の
名産品の販売、竜野駅や鉄道の風
景写真展（ＪＲ竜野駅跨線橋）
※ 詳細はたつの市ホームページを

ご覧ください。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

募　集  
御津自然観察公園（世界の梅公園）
観梅期アルバイトを募集

雇用期間　平成28年２月12日（金）
～３月25日（金）８時30分～17時15
分のうち８時間
業務内容　公園業務補助（入園
料・駐車料金徴収、駐車場整理、
園内の説明案内他）
時給　800円
応募資格　高校生以上で週４日以

①中播都市計画道路の変更（案）
　 　ＪＲ竜野駅周辺整備事業の計画に伴い、都市

計画道路駅前北線及び駅前南線駅前広場の区域
の変更を行うため、変更（案）を縦覧します。
②�中播都市計画用途地域の変更（案）、中播都市計
画特別用途地区の変更（案）

　 　兵庫県が行う区域区分の変更に伴い、用途地
域及び特別用途地区の変更を行うため、変更

（案）を縦覧します。
③�西播磨地域都市計画区域マスタープラン等の変
更に関する都市計画案

　 　兵庫県が、都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針（都市計画区域マスタープラン）、区域

区分、防災街区整備方針の変更を行うため、変
更（案）を縦覧します。
④中播都市計画下水道変更（案）
　縦覧期間　 12月８日（火）～22日（火）８時30分～

17時15分　※土・日曜日は除く
　縦覧場所　 ①②都市計画課、③都市計画課及び

兵庫県都市計画課、④下水道課
　意見書の提出・問い合わせ先　
　　①②都市計画課（☎64-3223）
　　③ 兵庫県都市計画課
　　　 （☎078-362-3578、〒650-8567神戸市中央区

下山手通5-10-1）
　　④下水道課（☎64-3168）

　案について意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
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募集期間　12月９日（水）～平成28
年１月15日（金）
その他　一般入校試験（第３回）
は、平成28年２月20日（土）に行い
ます。

▼県立但馬技術大学校（☎0796-
24-2233）

お知らせ  
身体障害者相談

とき　12月11日（金）10時～12時
ところ　揖保公民館研修室、揖保
川公民館応接室
相談員　身体障害者相談員
対象者　市内在住の身体障害のあ
る方又はそのご家族
※ 事前予約は必要ありません。開

催日に直接会場へお越しくださ
い。相談中の場合はお待ちいた
だくことがあります。

▼地域福祉課（☎64-3204）

　

　利用状況を定期的に公表しています。コミュニティバスの運行を継続するために、皆さんの積極的な
ご利用をお願いします。地域の足は地域で守りましょう。

▼企画課（☎64-3141）

運行系統 利用者数
（人）

利用者数／
運行日（人） 運行系統 利用者数

（人）
利用者数／
運行日（人）

１ 龍野循環 1,735 23.1 ８ 西栗栖～しんぐう総合センター 1,035 28.0

２ 龍野・神岡 2,037 27.2 ９ 香山・篠首 372 10.1

３ 揖西（朝夕） 283 3.8 10 室津・市民病院・碇岩 870 11.6

４ 揖西 970 26.2 11 竜野駅～市民病院 348 9.4

５ 揖保 531 14.4 12 揖西～竜野駅（朝夕） 234 3.1

６ 光都～しんぐう総合センター 998 27.0 13 揖西～竜野駅 134 3.6

７ 上笹・下笹 333 9.0 14 南北連結 10,296 137.3

お知らせします
たつの市コミュニティバスの利用状況 （平成27年７月～９月）

ニート・ひきもこり等の保護者向け
ミニセミナー＆個別相談会

　ニート・ひきこもり等の若者を
もつ保護者等を対象に、ミニセミ
ナーを開催します。希望される方
には個別相談にも応じますので、
１人で悩まず、専門家に相談して
みませんか。
とき　12月16日（水）
ところ　産業振興センター２階
第３会議室（龍野町堂本38-1）
セミナー講師・相談機関　ひめじ
若者サポートステーション
内容　①10時～11時30分：ミニセ
ミナー②13時～14時：個別相談会

（希望者のみ）
定員　①10名②２組（１組30分程
度）
申込　事前に電話でお申込みくだ
さい。（予約優先）

▼商工観光課（☎64-3156）

都市計画審議会の傍聴について

　平成27年度第２回たつの市都市
計画審議会は、公開審議となります。
　傍聴を希望される方は、傍聴手
続きをお願いします。
とき　12月11日（金）14時～
ところ　市役所３階301会議室
審議事項
○ たつの市都市計画マスタープラ

ン（案）の策定について
○ たつの市土地利用計画（案）の策

定について
○  特別指定区域の指定（案）の申出

について
傍聴手続　傍聴希望者は、当日、
13時～13時30分に市役所３階第３
委員会室で受付してください。
定員　10名
※ 定員を超えた場合は、抽選を行

います。

▼都市計画課（☎64-3223）
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会議室
テーマ　年末年始を上手に過ごそ
う！～お正月・宴会で血糖値が上
がらないコツ～
講師　たつの市民病院管理栄養士
※事前予約不要

▼たつの市民病院（☎322-1121）

あいあい塾

　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　12月19日（土）19時～21時
ところ　揖保川公民館
演題　「西播磨の野鳥」
講師　圓尾 哲也 氏（西播愛鳥会
会長）

▼揖保川公民館（☎72-2412）

たつの市消防団新宮第11分団
活動写真展

　地域の安心と安全を守る消防団
の日頃の活動を写真で紹介してい
ます。
とき　12月13日（日）まで
９時～18時（火曜日休業）
ところ　道の駅しんぐう２階特別
展示室

▼道の駅しんぐう（☎75-0548）

吹奏楽団rubato
第14回定期演奏会

とき　12月13日（日）13時30分～
（開場13時）
ところ　アクアホール
入場料　無料
曲目　バベルの塔、天空の城ラ
ピュタコレクション、ディズニー・
ファンティリュージョン！　他

▼吹奏楽団rubato事務局（☎080-
4978-6055）

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

年末の交通事故防止運動

運動期間　12月１日（火）～10日（木）
運動の重点
　最重点
　子どもと高齢者の交通安全
　重点
　○飲酒運転の根絶
　○ 後部座席を含めた全ての座席

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

　○自転車の交通安全
　○夕暮れ時の交通安全
　交通ルールを守り、慎重な運転
を心がけ、事故防止に努めましょ
う。

▼危機管理課（☎64-3219）

みんなの介護福祉フォーラム
2015

とき　12月12日（土）14時～16時
ところ　新宮ふれあい福祉会館１階
内容　○「徘徊」の寸劇
　　　○ ディスカッション「徘徊

についてみんなで考えよ
う」

　　　○ たつの市の介護サービス
の紹介等

参加費　無料　※事前申込不要
主催・問い合わせ先　たつの介護
福祉ねっと．（☎62-2410）

生活習慣病教室

とき　12月９日（水）14時30分～
ところ　たつの市民病院２階　大

　

10月24日～ 26日　　　　　　　　　　　
第15回全国障害者スポーツ　　　　　　　
「2015紀の国わかやま大会」出場選手が活躍

　和歌山県で開催された全国大会で、次の選手が活躍されました。
　服部敏明さん（誉田町福田）は、スラローム種目で金メダル。寺
谷里美さん（誉田町福田）は、スラローム種目で金メダル。橋本琢
磨さん（誉田町福田）は、２５ｍ背泳ぎで５位、２５ｍバタフライで４
位。幸島琢真さん（新宮町
船渡）は、水泳５0ｍ自由形
で ３ 位 、２ ５ ｍ 背 泳 ぎ で ３
位。また、康乘由佳さん（新
宮町光都）は、卓球に出場
しリーグ戦で優勝の成績を
収められました。（写真は、
市長表敬訪問時の様子）

　
10月８日　タープテントの寄贈を受けました

　龍野ライオンズクラブから、
教育現場に役立ててほしいと、
タープ（簡易日よけテント）の
寄贈がありました。市内の教
育施設や体育施設等で、広く
利用させていただきます。
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個人事業税のお知らせ     

　個人事業税は、所得税、住民税
とは別に、個人で事業を行う方に
かかる税です。
　第２期分の納期限は、11月30日

（月）です。最寄りの金融機関等で
納めましょう。
　納税には便利な口座振替をご利
用ください。

▼龍野県税事務所課税第一課個人
事業税担当（☎63-5670）

納税相談

　市税の納税相談は随時行ってい
ます。納税について相談のある方
はお気軽にご利用ください。

▼税務課（☎64-3214）

献血にご協力を

とき　12月３日（木）９時30分～16
時（昼休憩11時30分～12時45分）
ところ　たつの市役所玄関ホール
※400mlのみ
主催　龍野ライオンズクラブ

消費生活 豆知識 Point

ご存知ですか？

☞

▼たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

　新聞購読に伴うルール
長期契約の中途解約や複数販売店との重複契約によるトラブル相談が後を絶ちません。
一方的な消費者都合で解約する場合は、無条件解約が非常に困難となります。
長期契約や数年先の契約は、トラブルになる可能性があるため慎重に検討しましょう！

景品の金額は景品表示法・新聞公正競争規約により購読料（最大６か月）の
８％が上限額と定められています。

規約を超える景品類を提供した事業者は、解約時に景品の返還請求が
できません。

契約者が認知症など判断力不足と証明できる場合
購読者（契約者）の死亡や病気、転居などにより購読が困難な場合など

▼健康課（☎63-2112）

家庭不用品交換情報コーナー

※11月５日現在の登録品です。
※下線のあるものは有料（要相談）
「譲りたい品物」
〇第一仏光こども園通園用帽子

（Sサイズ）、カバン（ランリュッ
ク）、長袖体操服（100cm）
○アンパンマンスクーター
○ハローキティ三輪車
○五月人形鎧兜飾り（高さ約１ｍ、
ガラスケース入り）
○ベビーベッド（横幅120cm×奥
行84cm、白木箱入り、組立説明
書有り）
〇つい立（３枚、縦120cm×横
100cm、縦100cm×横150cm、縦
60cm×横60cm）
○ドラムセット（TAMA、赤色）
○ギターアンプ（ACE  TONE、
コンサート用）
○ゴムボート（アキレス、３～４
人用、空気入れ無し）
「譲ってほしい品物」

○小宅小学校制服、体操服（男子
用、制服・体操服ともに150cmお
よび110cm）
〇自転車（婦人用、26インチ）
○自転車（男性用、26～27インチ、
オートライト付き）
〇ロッカー（高さ170cm以上、縦
置き）
〇苗取りボード
※ なお、登録の際、現物の写真や

イメージ図などがあると交換が
成立しやすくなります（印刷し
たもの、データのどちらでも可）

▼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）

人権相談

とき　12月４日（金）13時～16時
ところ　市役所１階相談室、新宮
総合支所しんぐうホール、揖保川
総合支所１階相談室、御津総合支
所２階相談室

▼人権推進課（☎64-3151）

解約時の景品返還

景品提供ルール

解約が可能な
ケース

※契約や解約に関する条件等の詳細は 新聞公正取引協議会ホームページ�をご確認ください。



※10月15日～ 31日届出分で、 掲載に
同意を得ている方々です。（敬称略） 

　 名　前　　　住　所   　  死亡月日   （年齢）

＜龍野地域・新宮地域
（光都を除く）＞

たつの市水道事業所揖保水源地
（☎67-8806）

※閉開栓の受付は除く
＜揖保川地域＞
中元産業㈱            （☎72-2031）
＜御津地域＞
１日～10日   ㈱ダイワ

（☎079-272-5341）
11日～２0日   ミツバ商事㈱

昼間（☎322-1245）
夜間（☎322-2485）

２1日～31日   増本商店
（☎322-0129）

池尻　　實　龍野町日飼 ７/28（83）
丸尾　政三　龍野町富永 ９/15（72）
塩谷　鶴榮　御津町黒崎　  10/ ８（86）
北山つるゑ　御津町室津     10/14（92）
石原　清子　龍野町富永     10/16（64）
髙坂嘉多巳　新宮町上笹     10/20（79）
金治　良文　龍野町中井     10/23（78）

��「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　12月の展示

　御津幼稚園５歳児の絵画を展示
します。

▼○御地域振興課（☎322-1001）

0
図書館からのお知らせ
〈12月の催し〉

龍野図書館 （☎62-0469）
えほんのじかん
（１～３歳児、保護者）
12日（土）・19日（土）
11時～11時20分

『ころころころ』 ほか
読書会（一般）
11日（金）10時～11時30分

『恋歌』 朝井 まかて 著
こどもの本を読む会
10日（木）10時～11時30分

『ヒナギク野のマーティン・ピピ
ン』 エリナー・ファージョン 著、

『エリナー・ファージョン』 アイ
リーン・コルウェル 著
※ 会場は、龍野図書館までお問い

合わせください。
新宮図書館 （☎75-3332）
えほんのじかん
（２～４歳児、保護者）
14日（月）・20日（日）
11時～11時20分

『ゆうびんやのくまさん』 ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
５日（土）・12日（土）・19日（土）・
26日（土）10時15分～10時45分

『ペチューニアのクリスマス』 ほか
揖保川図書館 （☎72-7666）
えほんのじかん
（３～５歳児、保護者）
12日（土）・19日（土）
10時30分～10時50分

『ちいさなろば』 ほか
おはなしのじかん（小学生以上）
12日（土）・19日（土）
11時～11時30分

「こびととくつや」 ほか
読書会（一般）
18日（金）10時～12時

今月の市税

国民健康保険税（普通徴収分）
　第５期分
納期限　11月30日（月）
納付場所　金融機関・郵便局・コ
ンビニエンスストア、会計課・各
総合支所地域振興課
※ 納付には便利な口座振替をご利

用ください。申込みは税務課又
は各総合支所地域振興課、金融
機関・郵便局へ。

※ 市役所窓口で、キャッシュカー
ドによる口座振替の申込みがで
きます。詳細は税務課へ。

▼税務課（☎64-3144）

12 月の行政相談

〈龍野〉
とき　12月８日（火）９時30分～11
時30分
ところ　市役所１階相談室
〈新宮〉
とき　12月10日（木）13時～15時
ところ　新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき　12月15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　12月７日（月）13時～15時
ところ　御津総合支所２階相談室

▼総務課（☎64-3142）

　ふれあいこみち
　（ＪＲ播磨新宮駅舎）
　12月の展示

　公民館サークル（カメラ教室・
念ずれば花ひらく（絵てがみ））、
母里日富（日本画）の作品を展示し
ます。

▼新宮公民館（☎75-0922）

�ふれあい橋ギャラリー
　（JR竜野駅跨線橋）
　12月の展示

　揖保川中学校生徒が授業や美術
部活動で製作した作品と半田小学
校児童の作品を展示します。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

『その木戸を通って』 山本 周五郎 著
御津図書館 （☎322-1007）
えほんのじかん
13日（日）・20日（日）
（１歳～４歳児、保護者）
11時～11時20分

『クリスマスのふしぎなはこ』 ほか
（５歳児～）
11時30分～11時50分

『かさじぞう』 ほか
読書会（一般）
８日（火）13時30分～15時30分

『ロスジェネの逆襲』 池井戸 潤 著

お詫びと訂正

　広報たつの11月号19ページ「第
25回いぼがわ公民館まつり」の問
い合わせ先に誤りがありました。
お詫びし訂正します。
揖保川公民館（☎72-2412）

ご冥福をお祈りします

休日・夜間水道
当番（緊急時）12月

6 広報たつの 11 月号


