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脇坂第 16 代当主

2
平成26年
（2014年）
５月号
平成26年
（2014年）
５月号

3

武者行列 威風堂々！
城下町を練り歩く

2014 ミスたつのも参加

４月６日、龍野城周辺で龍野さくら祭と龍野武者行列を開催しました。
武者行列は、明治時代に旧龍野藩士が甲冑姿で龍野神社に参拝したことに始まります。
今年で、 回目を数え、龍野神社を出発し、龍野城下から祇園神社までの約３・５キロ
のコースを騎馬武者、徒歩武者、子ども武者など総勢３００名が、桜満開の中、勝ち
どきの声とともに勇壮華麗に城下町を練り歩きました。
37

特産品販売を龍野北高校生らで

気合いをいれる子ども武者たち

行列の終わりをつげる空砲

▼

乗って守る姫新線
いっそうの利用促進を
年

ＪＲ姫新線では、皆さんの積極的な利用により、増便試験
運行終了後も、一定の便数を確保することができ、平成
度においても引き続き乗車人員数が増加しています。
増便試行期間終了後のダイヤ改正では、全国的にローカル
線の乗客が減少傾向にありますが、姫新線においては最小限
の減便でとどまりました。今後、乗客数が減少すれば、さら
に減便となることも十分に考えられます。
本年度は、次のことに取り組みます。一層の利用促進をお
願いします。
①姫新線を核とした地域活性化事業の企画
②小学生を対象とした姫新線に関する出前講座事業の実施
③姫新線を利用した通勤・通学者や団体利用者に対する助成
④地域活動団体などの構成団体の取組と連携し︑相乗効果を
上げるよう︑より一層積極的な利用促進活動の展開

180円

⑤姫新線を活かした地域づくりや社会貢献活動に取り組んで

450円

いる各種団体に補助金を交付

団体（30名以上）

今後、さらに利用者がより利用しやすいダイヤ、車両編成

200円

等となるよう、沿線市町とともに引き続き関係機関に対して

で運行します。

ドラマ館運営事務局
（☎079・284・2455）
料
500円

無
当日券

25

4
平成26年
（2014年）
５月号
平成26年
（2014年）
５月号

5

本竜野⇔姫路間は20分
播磨新宮⇔姫路間は30分
団体で姫新線を利用される方に、運賃の助成制度がありま
す。５人以上の団体利用者に対して助成を行います。少人数で
利用しやすい制度となっていますので、ぜひ利用ください。
（こども）
（おとな）

時に、
しかも渋滞もなく早く到着します。

●団体で姫新線を利用してみませんか。
小・中学生

小学生未満
高校生以上

マイカーと比較しても、目的地まで定

4. 戦国軍師列伝

平成27年１月10日（土）まで
開館時間 ９時から17時
家老屋敷跡公園（姫路市本町）

期 間
ところ
入場料

※姫路城入場券とのセットチケットもあります。

日常の買い物・レジャーに、
姫新線を利用してください!!
1. 官兵衛と姫路城

新たに姫新線で通学・通勤をされる方に、駐車場（駐輪場）料
金の助成制度があります。定時性・速達性に優れた鉄道を利用
してみませんか。
体験型 2. 官兵衛シアター
映像展示 3. 戦いの系譜

●マイカー通勤・通学の方は、姫新線を利用した通
勤・通学に変えてみませんか。
大河ドラマ出演者の衣装や小道具などを展示しています。
お出かけに絶好の季節です！ぜひ姫新線を利用してお出かけください。

大河ドラマ館」

市では、昨年度に引き続き、平成26年度も次の助成を行いま
す。この機会にぜひご検討ください。

姫新線に乗って行こう！「ひめじの黒田官兵衛

要望活動を実施します。

25

みんなで取り組まなければ
ならないこと
姫新線の利便性向上・運行ダイヤの
維持は、簡単に確保されるものではあ
りません。
平成 年度から 年度までの４年間
は、右肩上がりで乗車人員数が増加しま
したが、今後、利用者が減少すれば、増
便試行以前の非常に不便な運行ダイヤへ
逆戻りするおそれも十分にあります。
今、姫新線には沿線住民一人ひとり
の﹁乗車チャレンジ﹂が求められてい
ます。
一度でも姫新線を利用していただい
た方は、高速化・新型車両によって、
以前と比較して飛躍的に利便性が向上
している姫新線を実感していただけた
と思います。まだ利用したことがない
方は、ぜひ、一度利用してみてくださ
い。地域に根差した姫新線を守るの
も、さらに便利な姫新線に変えていく
のも﹃皆さん﹄の力が必要です。
鉄道は、一度利便性が失われると、
元に戻すことは非常に困難です。
姫新線は、沿線住民全員の地域の足
であり、
﹁ふるさとたつの﹂の貴重な財
産です。
姫新線を未来の子供たちに残すため
に、乗車人員数３００万人を目指して
﹁チャレンジ３００万人乗車作戦﹂に参
加しましょう！
22

姫新線に関する助成制度をご存じですか？

市役所 出前講座 をご利用 ください！
市職員が直接市民の皆さんのもとに伺い、市政等についてお話します。昨年度から市民病院のメニューも加わ
り、健康・福祉や防災など講座メニューはたくさん。ぜひ、ご利用ください。
広報秘書課（☎64・3211）

②日時などの調整

③決定の連絡

④講座開催

申込書受付後、日時や内容
などを調整します。
行事などで、ご希望の日程
にそえない場合があります。

開催日時等、調
整結果を申込者へ
連絡します。

申込者が準備
した会場へ講師
を派遣し、講座
を開催します。

①申込み

実施日の２週間前までに、広報秘書課又は
担当課へ希望講座を申し込んでください。申
込書は市役所・各総合支所等に設置しています。
（ 市ホーム
ページからダウンロード可）
日時・場所をあらかじめ決めておいてください。事前に担
当課と日程を調整することも可能です。

市内在住又は在勤、在学の
10人以上のグループ（団体）

講師料は？

▼

手続き
方法は？

利用できる人は？

無料です。

開催時間や会場は？
平日・休日を問わず午前９時から午後
９時まで。おおむね90分以内。会場は
たつの市内に限ります。
（ 個人住宅は不
可）
会場手配や準備、司会進行、周知など
は主催者側でお願いします。

このような場合は
利用できません
政治・宗教・営利を目的とし
たものは利用できません。ま
た、講座は苦情や要望、陳情を
伺う場ではありません。

■平成26年度市役所出前講座メニュー
講

座

名

1

たつの市の行政改革

2

みんなで取り組む「自立のまちづくり活動」

市の行政改革の取組内容
「自立のまちづくり活動」の制度内容や活用事例紹介

情報公開制度について

4

田園集落のまちづくりを進めましょう

市街化調整区域における建築規制の緩和について

5

たつの市を、あなたの故郷にしてください！

人口減少対策の一環として、市へ定住を希望される方（新たに転入
される方、市内在住者で40歳以下の夫婦等）への補助制度について

6

ご存じですか？市議会 ※

市議会の仕組み

8

チャレンジ300万人！ JR姫新線利用促進 ※

9

ＥＭボカシ（発酵促進剤）で生ごみ堆肥化！※

12 こんなに便利な「住基カード」

便利になった姫新線をPRし、地域の足である姫新線の利
用促進を啓発する。
市のごみの現状及びごみ減量化施策等の説明
ＥＭボカシ作りの体験
家庭で無理なくできるエコ生活で、CO2・光熱費などを
減らす方法を提案
市・県民税、国民健康保険税、固定資産税・都市計画税
のしくみ、申告・賦課、主な制度改正について
公的身分証明書としての携帯や証明書自動交付機の利用
など、活用法を紹介

13 戸籍・住民票のあれこれ

戸籍、住民票の内容や本人通知制度について

14 安全な「たつの」の水 ※

17 のばそう健康寿命（生活習慣病予防対策）

水道の概要と歴史、市水道事業所の概要、安全な水道水の仕組
み、水質について、おいしい水とは、今後の水道事業について
宅内水洗化工事、宅内排水設備の清掃、下水道の役割、
下水道施設の維持管理について
成人・高齢期の健康づくり（いきいき百歳体操で介護予防、認知
症・心の健康・うつ予防等、インフルエンザ等感染症予防など）
若い時からの生活習慣病予防のための講座（メタボリックシンド
ローム・食生活・運動・健康増進プログラムによる健康チェック等）

18 たっちゃん体操（たつの市歌健康体操）※

市歌にあわせた健康体操

19 がん“ゼロ”作戦

22 健康・長寿のための食生活

がんとは、がん検診の大切さとがんの危険信号、がん予
防のための生活術・食生活のポイントなど
早寝・早起き・朝ごはん、食が育む心と身体について（講
話・調理実習）
生活習慣病予防・骨粗しょう症予防、血液サラサラなど
の食生活、エコクッキングについて等（講話・調理実習）
健康・長寿のための食事のポイントについて（講話・調理
実習等）

23 ～地域とともに支え合う～高齢者福祉サービス

10 エコ＆おトク
11 知っておきたい 大切な税のこと

15 下水道事業について ※
16 いつまでも元気ハツラツ！

情報推進課
都市計画課
まち未来創造課
議会事務局
企画課

環境課

講

座

名

内容

担当課

31 紫黒米ってどんなお米？ ※

紫黒米の歴史、特徴などの説明、加工品サンプルを紹介

32 地域を担う集落営農の推進 ※
33 元気はつらつ！里山再生

集落営農の考え方、集落営農組織の作り方、農業の担い
手の現状等について
里山整備地の現況と利活用の方法、野生鳥獣被害対策を
紹介

34 農業者もサラリーマン並みの年金を！

農業者年金の仕組みと担い手への補助を説明

35 活用しよう！防災マップ ※

防災マップの見方、使い方を説明。防災ガイドによる減
災に取り組む。

36 くらしを守る防犯 ※

防犯意識の向上、日頃からの防犯対策

危機管理課

37 参加しよう！自主防災活動 ※
38 悪質商法にご用心！ ※

自主防災組織の活動、日頃からの災害に対する備え、市
の防災体制
悪質商法の種類と手口、クーリングオフ制度、携帯電
話・インターネット関連のトラブルについて

商工観光課

39 ふるさとの歴史を学ぶ ※

市の歴史や文化財について解説

40 みる・きく・触れる歴史体験 ※

歴史資料や文化財を見て、触れて、地域の歴史に親しむ。

農林水産課

農業委員会事務局

文化財課

税務課
市民課
水道事業所

■市民病院のメニュー

※たつの市民病院（☎322・1121）にお申込みください。

42 高齢者の転倒を予防する

日常よくある痛みへの対処法（理学療法士による治療体操
の実演あり）
高齢者の転倒防止の予防方法（理学療法士による実演体操
あり）

43 高齢者の体力増進法を学ぶ

高齢者の体力増進法（理学療法士による実演体操あり）

44 検診でわかる

検診結果のデータの見方（検査技師が解説）

41 肩こり、腰痛、膝痛は、こう対処する
健康

コミュニティバスの運行概要と乗車方法について

行政改革推進室

番号

教育・文化

市民のくらし・環境

みんなで乗ろう！コミュニティバス

担当課

安全・安心

3

情報公開制度の概要、公文書の開示について（請求から公
開まで）

7

下水道課

あなたの体

■西はりま消防本部（たつの消防署）のメニュー
健康課

市民病院

※最寄りの消防署（所）にお申込みください。

1

消防署の仕事 ※

消防署庁舎、消防車両の見学

2

火事になったら ※

消防訓練（消火・通報・避難）・防火講話

3

家庭に潜む火種を断つ！ ※

家庭に潜む火種を実験を通して体験

4

救命入門講座 ※

高齢者福祉サービス（介護保険サービス以外）について

5

救命講座

24 ここが知りたい「介護保険制度」

介護保険サービスの利用について

6

水害から身を守る！ ※

25 地域支え合いマップによる見守り推進

7

地震の恐怖 ※

8

設置しましたか？住宅用火災警報器

住宅用火災警報器の設置促進・維持管理

27 認知症サポーター養成講座

支え合いマップづくりを通して、地域のつながりを強め高齢者等
の孤立を防ぎ、日常生活を安心して過ごせる地域づくりを支援
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人
の日常生活を法律的に保護する成年後見制度の概要と利用方法
認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域で認知症の人や家族を
支援する認知症サポーターを養成。安心声かけ体験もあわせて実施

救急に関する講演（心肺蘇生法、AED使用法など）60 〜
90分の講習
揖保川出張所
普通救命講習（心肺蘇生法・AED使用・止血法・異物除
去法） ３〜 4時間の講習
※修了証を交付します。 （☎72・2900）
激流・ゲリラ豪雨を体験し、水の脅威を知り、命の大切
さを学ぶ。
御津出張所
東日本大震災の教訓を含めた地震災害から身を守る方法 （☎322・3618）
を学ぶ。

9

住宅防火診断

28 認知症予防・回想法講座

楽しい昔の思い出を語りながら介護予防する講座

29 もっとわかりやすい国民年金 ※

国民年金制度の概要

30 解説します！たつの市の医療制度 ※

国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療について

20 食べるって楽しいね！（食育講座）※
健康・福祉

21 おいしく食べて健康になろう！ ※

26 もっと身近に成年後見制度を利用しましょう

7

内容

観光・産業

市政のしくみ・まちづくり

番号

平成26年
（2014年）
５月号

高年福祉課

国保医療年金課

大切な人の命を救うために！ ※

－あなたの家庭は大丈夫？－

※

たつの消防署
（☎64・3212）
新宮分署
（☎75・1119）

たつの消防署
予防課
天ぷら油火災実験等を通じて、家庭で実践可能な防火対
（☎64・3175）
策のアドバイス

は小中学生も受講できるメニューです。
平成26年
（2014年）
５月号

6

ＥＭボカシ普及啓発活動協力団
体を募集
EM（有用微生物群）ボカシは、糖蜜、EM菌、米ぬか
田村

茂子 さん（新宮町）

（大正３年３月 18 日生）

などから作られる生ごみ発酵促進剤です。生ごみ堆
肥化に有効なEMボカシの普及啓発活動に協力してい
ただける団体を募集します。
▼

環境課（☎64・3150）

さとの空き家活用支援事業

①市のイベントや出前講座、体験講座等

①市街化区域を除く区域にある空き家
ただし、合併前の旧町中心部（新宮町、
揖保川町、御津町）の市街化区域は対象
とします。
②木造在来工法により建築された一戸建
ての住宅
③水回り設備等の改修工事が必要と認め
られる住宅（土間・かまど等の改修、浴
槽の改修、くみ取り便所を水洗便所と
する改修等）
対 象 者 空き家に居住しようとする方、又は空き
家を賃貸住宅として活用しようとする方
（10年以上、居住・活用すること。）
補 助 額 対象工事費の３分の２（補助金限度額200
万円）
対象経費 台所、浴室、便所の改修及びこれらに附
帯する内外装改修工事費
募集期限 ６月30日（月）
まち未来創造課☎64・3167
兵庫県住宅政策課☎（078）362・3583

9

平成26年
（2014年）
５月号

平成26年６月２日（月）〜平成26年12月１日（月）

平成26年４月からの消費税率の引き上げに伴い、市民の皆さんに与える負担の影響を考
え、臨時的な措置として「臨時福祉給付金」が支給されます。同様に子育て世帯への影響を
緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から「子育て世帯臨時特例給付金」
が支給されます。

児童福祉課

臨時給付金担当（☎64・3169）

５月30日に対象と思われる方に申請のご案内を送付します
申請先

児童福祉課給付金担当（本庁玄関特設窓口）
・各総合支所市民福祉課

なお、窓口の混雑緩和のため、同封の返信用封筒による郵送申請にご協力をお願いします。
・各制度とも、平成26年１月１日時点で住民票がたつの市にある方が対象です。１月２日以降に転入さ
れた方は、１月１日時点の市町村へ申請等についてお問い合わせください。

・公務員の方へ
既に職場から「子育て世帯臨時特例給付金申請書」が配布されていますので、申請のご案内は送付
しません。大切に保管いただき、６月２日から申請をお願いします。

臨時福祉給付金

の製造方法や効果等の説明、製造の指

子育て世帯臨時特例給付金

導などを行い、普及啓発に協力する。
②ＥＭボカシを月平均20キログラム以
活動内容

上製造し、乾燥させて袋詰めにしたも
のを、市へ納入する。
③ＥＭボカシの製造現場への見学者受け
入れ、製造、使用等に係る相談への助
言を行う。
④製造したＥＭボカシを使用して、自ら
も生ごみ堆肥化に取り組む。

取組期間

平成26年度

募集団体数

２団体（応募多数の場合、選考）
営利を目的とせず、過去に自ら製造した

応募条件

ＥＭボカシで生ごみを堆肥化した実績が
ある団体

応募方法

申請書を環境課へ提出

応募期限

５月30日（金）
①製造に必要な材料は、10万円を限度

▼

詳細は、県ホームページ「さとの空き家活用支援事
業」をご覧ください。

申請期間

で、生ごみ堆肥化に有効なＥＭボカシ

市では、県との共同事業で、木造一戸建て住宅の空
き家に居住するため、現在の生活スタイルに合致しな
い水回り設備等の改修工事費の一部を助成します。
対象物件

申請が始まります ２つの給付金

▼

人権擁護委員を紹介します

田中 一典 さん
（新宮町）

４月１日付で、次の方が法務大臣か

嶋津 周平 さん
（新宮町）

ら人権擁護委員に委嘱されました。

３月末日で人権擁護委員を退任され

た 赤 松 義 誼 さ ん 、 前 川 憲 司 さ ん︵ い ず

（大正３年３月 17 日生）

れ も 新 宮 町 ︶に は 法 務 大 臣 か ら 感 謝 状

山田たまゑ さん（龍野町）

が贈呈されました。

祝100歳

その他

に市が購入し、提供します。
②支給物品の使用状況と製造量等の報告
をお願いします。

支給対象者
平成26年度分の住民税が課されていない方。
ただし、
・課税されている方に生活の面倒を見
てもらっている場合
・生活保護の受給者である場合
などは除きます。

支給額
１人につき 10,000円
下記の≪加算対象者≫は１人につき
5,000円を加算（複数該当しても金額は同じ。）
≪加算対象者≫
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎
年金等の受給者※１
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給
者など※２
※１
※２

平成26年３月分の受給権があり、４月分又
は５月分の年金の支払いがある方が対象
平成26年１月分の手当を受給している方が
対象

支給対象者
次の全ての要件を満たす方が対象
①平成26年１月分の児童手当・特例給付 ※
を受給
②平成25年の所得が児童手当の所得制限
限度額未満
※特例給付とは、所得が高額な方につい
て、児童１人当たり月額5,000円を支
給しているものです。

対象児童
支給対象者の平成26年１月分の児童手当・
特例給付の対象となる児童
ただし、
・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
・生活保護の受給者となっている児童
などは除きます。

支給額
対象児童１人につき

10,000円

平成26年
（2014年）
５月号
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姫路年金事務所国民年金課（☎079・224・6382）、国保医療年金課（☎64・
新 市民福祉課
揖 市民福祉課
御 市民
（☎75・0253）、●
（☎72・2523）、●
3240）、●
福祉課
（☎322・1451）

国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満
の方すべてが加入する制度です。届け出をしないと、
将来受け取る年金額が少なくなったり、年金を受けら
れなくなることもあります。
次のようなときは市役所へ届け出が必要です。就職
（厚生年金や共済組合に加入）したときは勤務先へ、会
社や役所・学校などに勤めている方の被扶養配偶者に
なるときは、配偶者の勤務先へ届け出を行ってくださ
い。忘れずに届け出を行いましょう。

■20歳になったとき
厚生年金や共済組合に加入していない方が、20歳に
なったとき

■会社を退職したとき
60歳になるまでに会社などを退職したとき（厚生年
金や共済組合の加入をやめたとき）

■収入が増え、会社員や公務員などの被扶養
配偶者でなくなったとき
パート収入が130万円以上になったときなど

■配偶者が退職したとき
配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶
者でなくなったとき（配偶者が65歳に達して第２号被
保険者でなくなったときを含む）

国民年金保険料（４月分）
６月２日（月）

定額１か月
付加つき

15,250円
15,650円

▲

口座振替日

現金納付の方もお忘れなく、６月２日（月）まで
に、金融機関等で納めてください。

こんなときには
届出を！

平成26年
（2014年）
５月号

■ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除（特
例控除額）
が引き下げられます

新 地域振興課
税務課（☎64・3145）、 ●
（☎75・
揖 地域振興課
御 地域振
0251）、●
（☎72・2525）、●
興課（☎322･1001）

平成25年から復興特別所得税が課せられることに
伴い、ふるさと寄附金等に係る住民税の寄附金税額控
除の特例控除額が、平成26年度から平成50年度まで
復興特別所得税率
（100分の2.1）
分、
引き下げられます。

夫が亡くなった場合、子のある妻又は子に遺族基礎
年金が支給されていましたが、改正後は妻が亡くなっ
た場合も、子のある夫に支給されます。

市民税・県民税

■認定 NPO 法人への寄附が寄附金税額控除
の対象になります

■未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大

前年所得の申告はお済みですか？

４月から年金機能強化法が施行
■子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます

未支給年金（亡くなった方が受け取る予定だった未
払いの年金）を受け取れる遺族の範囲は、
「配偶者、子、
父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でしたが、改正後
は「上記以外の３親等内の親族（甥・姪、おじ・おば、
子の配偶者など）」まで拡大されます。

■国民年金の任意加入未納期間が受給資格期
間に算入

国民年金の任意加入被保険者（サラリーマンの妻や
海外在住者などで本人申出により加入していた方）が
保険料を納付しなかった期間は未納期間とされ、年金
を受け取るために必要な期間に算入されませんでした
が、改正後はこの未納期間が受給資格期間に算入され
ます。

■繰下げ請求が遅れた場合もさかのぼって年
金を受け取れます
老齢年金の受給権を取得した日から５年を経過した
日後に繰下げの請求があったときは、請求の翌月から
増額された年金が支給されていましたが、改正後は請
求が遅れたときでも、５年を経過した日の属する月の
翌月から増額された年金が支給されます。

■障害年金の額改定請求が１年待たずに請求
できるようになります
障害基礎年金又は障害厚生年金を受けている方の障
害の程度が重くなった場合、その前の障害状態の確認
等から１年の待機期間を経た後でなければ年金額の改
定請求ができませんでしたが、改正後は省令に定めら
れた障害の程度が増進したことが明らかである場合は
１年を待たずに請求できます。

■さかのぼって障害者特例による支給が受け
られるようになります

老齢厚生年金の受給者が障害の状態（障害厚生年金
の１級から３級に該当する程度）にある場合に適用さ
れる特例制度が改正され、すでに障害年金を受けてい
る方が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れ
る時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給
権を取得したときまでさかのぼって支給されます。

▲

こんなときには届出を
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税務課からのお知らせ

▲

国民年金

所得の申告は、各種税・保険料等の算定資料となり
ます。申告がないと、主に次の事項に影響があります。
・市・県民税の非課税の判定
・国民健康保険税の減額の判定
・後期高齢者医療保険料の減額の判定
・高額療養費の限度額の算定
・各種給付の判定 等
※未申告の方は、所得の有無にかかわらず速やかに申
告してください。

５月26日から平成26年度市・県
民税課税証明書（平成25年分所得
証明書）を発行
■発行に必要なもの

①印鑑（認印） ②１部300円
③委任状（代理申請の場合）
※市役所と各総合支所の証明書自動交付機もご利用く
ださい。
（利用登録をしたカードが必要）
※平成26年１月２日以後にたつの市へ転入された方
は、前住所地で発行を受けていただくことになります。

■均等割の税率が1,000円加算されます
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実
施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地
方税の臨時特例に関する法律（地方財確法）」が制定さ
れたことに伴い、平成26年度から平成35年度までの
各年度分の均等割額は、平成25年度での税率4,800円
に1,000円（市民税、県民税それぞれ500円）を加算し
た5,800円になります。
目

平成25年度まで

■年金所得者に係る寡婦、寡夫控除の申告方
法が改正されます
平成25年分から、年金保険者に提出する扶養親族
等申告書「寡婦（寡夫）」欄の記載により寡婦（寡夫）控
除を申告している場合、改めて住民税の申告をする必
要がなくなりました。
ただし、扶養親族等申告書の未提出や「寡婦（寡夫）」
欄の記載がない場合は、寡婦（寡夫）控除は適用されま
せんので、確定申告や住民税の申告が必要になります。

■ 給与収入 1,500 万円超の給与所得者に係
る給与所得控除額が定額
（245万円）
になり
ます
平成25年分以降の給与所得控除額について、その
年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、
245万円の上限が設けられました。
給与等の収入額
1,000万円超 〜
1,500万円以下

平成26年度の税制改正

項

平成25年１月１日以降、たつの市内に主たる事務
所を有する認定NPO法人に対して寄附を行った場合、
個人市・県民税の寄附金税額控除の対象になります。
兵庫県内でたつの市以外に主たる事務所を有する認定
NPO法人に対して寄附を行った場合は、個人県民税
のみ寄附金税額控除の対象になります。

平成26年度
〜平成35年度

市民税均等割

3,000円

3,500円

県民税均等割

1,800円※

2,300円※

1,500万円超

≪給与所得控除≫
改正前

改正後

給与等の収入金額
×５％＋170万円

給与等の収入金額
×５％＋170万円
245万円

国民健康保険税
国保の加入・脱退の届出は
14 日以内に
加入の届出が遅れた場合は、社会保険等を喪失した
日までさかのぼって保険税を納めていただくことにな
ります。

※県民税のうち800円は県民緑税
平成26年
（2014年）
５月号
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６月は
土砂災害防止月間

落ち着いて
情報を入手

人は、不安な状況でも、避難
▽自治会、 自 主 防 災 組 織

▽テレビ、 ラ ジ オ

■情報はこ こ か ら

始め、家族や友人などと連絡

にくくなります。安否確認を

災害直後は、電話が繋がり

いタイプの連絡方法も試して

ターやスカイプといった新し

役立ちます。また、ツイッ

サイトの安否確認サービスも
・３１７５︶

▼たつの消防署予防課︵☎

電話会社では、災害時には

を開設します。

日
︵金︶ 時～

平成 年度
甲種防火管理再講習
のお知らせ
とき ６月
時
︵２時間︶
ところ たつの市青少年館大
ホール

線より優先的に回線が確保さ

話﹂であり、災害時に一般回
選任されている方

の防火対象物で防火管理者に

ち、収容人員が３００人以上

を利用したＥメールなどの連
受講申込書、甲種防火管理講

申込みに必要なもの

1,935

27.3

9

香山・篠首

335

9.3

3

揖西（朝夕）

335

4.7

10 室津・市民病院・碇岩

998

14.1

4

揖西

948

27.1

11 竜野駅〜市民病院

439

6.2

5

揖保

640

17.8

12 揖西〜竜野駅（朝夕）

258

3.6

64

しました。

消防用広報車を新型に更新

消防用広報車が登場

を取り合うために、色々な方

取 り に く い 場 合 が あ り ま す。

屋外放送は雨風の音で聞き
さまざまな方法で情報を入手

土砂災害や水害は大雨など

に伴って発生しますが、いつ
し、事前に避難所や避難経路

みましょう。

どこで起きるかを正確に予測
通話を制限するかわりに、音

法を覚えておきましょう。

することは困難です。被害を
などを確認しておきましょ
声や文字による伝言サービス

をしたくないという心理が働
▽ 防 災 行 政 無 線、 市 広 報 車、

●電話会社の伝言サービス

最小限にくい止められるよう
う。

く そ う で す。﹁ 土 砂 災 害 な ん
市ホームペ ー ジ

●公衆電話

日ごろから災害を意識し、訓

てめったに起きないし、今度

練しておく必要があります。

も 大 丈 夫 だ ろ う。﹂ 多 く の 人

はそう考えます。結果、被害

を受けて尊い命が失われてい
▲
ます。問題は、災害の現実か

ら目をそらそうとするあなた
たつの消防署では、土砂災
れます。自宅、職場、学校な

特定防火対象物のう

害や水害に備えた各種出前講
定員 １００名
︵先着順︶

対象者

座を行っています。お気軽に
どの近くにある公衆電話の位
受講申込書・受付場所

公衆電話は﹁災害時優先電

ご相談ください 。
置を確認しておきましょう。

の心なのです。

▼たつの消防署︵☎ ・３２

分

絡手段は、時間がかかる場合

時

日︵月︶～

たつの消防署予防課
受付期間
分～

日ごろから、避難場所・避
はあっても比較的有効である

龍野・神岡

１２︶
絡方法
日︵ 金 ︶８ 時

５月

災害時にはインターネット

●インターネットを使った連

避難行動を家族みん
なで確認 を
難経路・連絡方法などを家族
習修了証、受講料１５５０円

︵土・日を除く︶

で話し合い、一人ひとりが災
ことがわかっています。ＮＴ

▲

害発生時に的確に行動できる

2

︵テキスト代︶

23.9

各種災害の問い合わせは
☎64・0119まで！

12
30

15

Ｔのウェブ１７１や大手検索

17

今後、利用状況を定期的に公表します。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）

よう確認しておきましょう。

860

人権文化の創造をめざして 学ぼう人間の尊厳

西栗栖〜播磨新宮駅

の難しさを感じるコメントを
聞き、ますますコミュニケー

8

情報化社会と人権
３月には、ネットシッターで、

情報機器の素晴らしい発展

ション力をつけるためには、

子どもの面倒を見ることのでき
の陰で、お互いが顔を見合わ

ベビーシッターを依頼し、その

ない親の心理として、安価です
せて会話をするということが

どうすればよいかと考えさせ

ぐに対応してくれるベビーシッ
欠如しつつある現代社会の風

られました。

ターの存在は欠かせないと言い
潮を今一度、見直していかな

子どもが命を落とすという痛ま

ますが、顔も知らない、子ども
ければならないと感じました。

しい事件がありました。急きょ

の様子も知らない全くの他人に
たつの市
民主化推進

6.7

民推協との連携の中で

ま た 、 ス マ ー ト フ ォ ン︵ 高 機

協 議 会︵ 民

236

我が子を預けなければいけない

能 携 帯 電 話 ︶の 普 及 に よ り 、 通

推協︶
では、

158.0
上笹・下笹

▲

企画課（☎ 64・3141）
6,308,756
平成25年度寄附金合計額（3月末現在）

90,000
匿名３件

額（円）
金
名（敬称略）

12

11,215
7

14 南北連結

3.5
19.7

現状に大変困惑します。

話やメールが手軽にできるよう

年３回、常

そして、学校教育・社会教

になっています。便利になった

育の場で心豊かな子どもの育

任理事会を

ブルも絶えないようです。愛知

成、住みよいまちづくりに取

反面、個人情報の流出や﹁ライ

県刈谷市では、４月から全小中

り組んでいます。隣近所が手

開催し、﹁ふ

学校でスマートフォンや携帯電

と手を取り合って人権意識の

ン﹂の既読をしたのちにすぐに

話を午後９時以降は保護者が預

向上と、人と人との絆を大切

れあい・結びあい﹂のまちづ

かり、使わせないという試みを

にできるよう、これからも人

くりを進めています。

始めています。親は、決まりが

権教育を推進していきます。

返信をしないと、そこでお互

あるから子どもに言いやすい、

22.1

7件
986件
11件
氏

いの関係に溝ができたりとトラ

子どもは、夜遅くにくるメール

▼人権教育推進課︵☎

・３

や着信に気を遣わなくてすむな

１８２︶

1,570

12
平成26年
（2014年）
５月号
平成26年
（2014年）
５月号

13

龍野循環

火災
救急
救助

30

126
691

13 揖西〜竜野駅
光都〜播磨新宮駅

あなたの寄附金が、ふるさと「たつの市」
のまちづくりに生かされます。
ぜひ、「たつの市」のまちづくりにご参加
ください！
平成26年３月中のご寄附

10

26

1

64

ど、人間関係を上手に築くこと

お知らせします

（平成26年４月20日現在）

ふるさと応援寄附金ありがとうございました

20
6

利用者数／
運行日（人）
利用者数
（人）
運行系統
利用者数／
運行日（人）
利用者数
（人）
運行系統

（平成 26 年１月〜３月）

たつの市コミュニティバス利用状況

103
64

平成26年市内の災害情報

西はりま消防組合たつの消防署（☎63・3511）

保健だより

体育館だより

各相談・講習会・教室の申込みは、下記へ

▲ ▲

龍野体育館
揖保川スポーツセンター

知っていますか？タバコの害

●たつの市の現状（第二次健康増進計画より）
喫煙率16.7％ 男性：32.9％ 女性：4.5％
県平均
男性：25.8％ 女性：5.8％
受動喫煙にあう場所は、男性は職場、女性は家庭が
最も多いことがわかりました。

●喫煙の害
たばこの煙は、多量の発がん物質を含み、ほとんど
のがんとの関連性が認められています。
他にも心臓病や脳卒中、喘息、歯周病、消化器疾患
等と関連があります。
非喫煙者と比較した喫煙者の死亡率

喉頭がん３倍・肺がん 4.5 倍・食道がん 2.2 倍

乳幼児相談・教室
場所

はつらつセンター

生体重児出産のリスクが高まります。

●受動喫煙「副流煙」の害
副流煙（たばこの火から立ち上る煙）は、フィルター
を通っていないため、有害物質が主流煙（喫煙者が吸
うたばこの煙）よりも多く含まれます。
シーオーピーディー

受動喫煙は、喘息、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、
肺炎、乳児突然死症候群等大きく関わっています。
周囲への配慮やマナーを守り、受動喫煙を防止しま
しょう。
【医師による禁煙指導】
禁煙治療に保険が使える医療機関が
あります。
【禁煙サポート】 保健師が相談に応じます。
お問い合わせは健康課（はつらつセンター・各保
健センター）まで！

新宮保健センター

（新宮総合支所内）

揖保川保健センター

御津保健センター

６/10（火）
10：00〜11：15

５/16（金）、６/20（金） ５/28（水）
・６/18（水）
10：00〜11：15
10：00〜11：15

キッズ相談

６/９（月）
９：30〜11：00

５/21（水）
10：00〜11：15

５/29（木）
10：00〜11：15

６/３（火）
10：00〜11：15

６/24（火）
受付 ９：45〜10：00
実施 10：00〜13：00

５/30（金）
受付 ９：45〜10：00
実施 10：00〜13：00

【要予約】
食育☆子どもごはん教室
（離乳食、幼児食教室）

対象：乳幼児とその保護者、妊婦

５/28（水）
・６/18（水） ５/29（木）
受付 ９：45〜10：00
受付 ９：45〜10：00
実施 10：00〜13：00
実施 10：00〜13：00
※場所は新宮公民館

受 講 料 各教室 2,000円
申込期間 ６月５日（木）〜11日（水） ９時〜19時（日曜日は17時まで。月曜日は休館）
申込方法 本人が龍野体育館窓口へ申込み（電話、ファクシミリ不可）
※定員を超えた教室は、６月12日（木）10時に事務局で抽選。定員に満たない教室は、抽選日の13時から随時受付

受付場所

龍野体育館
教 室 名

対象者

定員

期

間

曜日

時

間

ストレッチ・ヨーガ

一般
（18歳以上）

20名

７/８〜９/９

火

13：30〜14：30

リズム・ヨーガⅠ

一般
（18歳以上）

20名

７/２〜９/10

水

19：30〜20：30

リズム・ヨーガⅡ

一般
（18歳以上）

20名

７/５〜９/20

土

19：30〜20：30

チェアビクスⅠ

50歳以上の女性

25名

７/９〜９/17

水

10：00〜11：00

チェアビクスⅡ

50歳以上の女性

25名

７/４〜９/12

金

10：00〜11：00

揖保川スポーツセンター

国体開催記念大会参加者を募集（たつの市綱引大会）
2006年に開催された「のじぎく国体」。当時、市内で行われたデモンストレーション競技の大会を開催します。
と
き ６月29日（日） ９時〜
と こ ろ 揖保川スポーツセンター
募集チーム数 一般男子、一般女子、一般男女混合、小学生
申 込 期 限 ６月15日（日）
申 込 方 法 体育館・スポーツセンターに備え付けの申込書を揖保川スポーツセンターへ提出

のみのすくね

運動講習・教室

がんゼロ作戦を実施！

申込み受付中

《自主トレーニング講習会》
【事前予約必要】

●無料クーポン券
（乳がん検診・子宮頸がん検診・
大腸がん検診・肝炎ウイルス検診）
●節目年齢無料ハガキ
（胃がん検診・肺がん結核検診）

認ください。

講習会受講後に使用許可証を交付。
トレーニング機器が利用できます。
対象者 40歳以上の市民（医師から運動を制限さ
れず、介護保険認定を受けていない方）
受講料 500円
持ち物 室内用運動靴、タオル、飲み物
※運動しやすい服装でお越しください。
日時

場所

６/２（月）18：15〜20：45
６/18（水）９：15〜11：45

はつらつセンター

６/４（水）９：15〜11：45

新宮公民館
※申込みは新宮保健セ
ンター

第９回野見宿禰杯わんぱく相撲大会を開催
相撲の元祖・神様として祭られている野見宿禰を顕彰し、たつの
の地が相撲の聖地であることを子どもたちに伝え、相撲を通じて青
少年の健全育成を目指して、野見宿禰杯わんぱく相撲大会を開催し
ます。
と
き
と こ ろ
参加資格
競技方法
申込期限
申込方法
主
催

６月21日（土） ９時開会
誉相撲場（誉隣保館敷地内）
市内小学校 男子児童
予選は変則リーグ方式、上位者による決勝トーナメント方式
５月20日（火）まで
各小学校に備え付けの申込書により、小学校を経由し実行委員会事務局（龍野体育館内）に申込み。
野見宿禰杯わんぱく相撲大会実行委員会、たつの市教育委員会

たつの市教育委員会事務局

▲

それぞれの対象年齢の方に検診費用が無
料となるクーポン券（５月
詳細については、
中旬ごろ予定）
・ハガキを
４月10日発行の
送付します
健康ライフで確

平成26年
（2014年）
５月号

☎ 75・1792
☎322・3012

スポーツ教室受講生を募集

●禁煙にチャレンジ

６/２（月）
９：30〜11：00

対象：幼児（希望者）

15

女性が喫煙すると、妊娠した際に流産や早産、低出

赤ちゃん相談

対象：乳児（希望者）

新宮スポーツセンター
御津体育館

龍野体育館

毎年５月31日は、世界禁煙デーです。世界保健機
関（ＷＨＯ）が平成元年に制定しました。日本では、５
月31日から６月６日までが禁煙週間となっています。

相談・教室名

☎ 63・2261
☎ 72・5567

▲ ▲

揖保川保健センター ☎ 72・6336
御津保健センター ☎ 322・3496

▲ ▲

▲ ▲

健康課（はつらつセンター内）☎ 63・2112
新宮保健センター
☎ 75・3110

大会・教室の申込みは、下記へ

体育振興課内☎63・2261

平成26年
（2014年）
５月号

14

ホール情報

子育てだより

▲

電話予約☎（0791）63・1322
問い合わせ☎（0791）63・1888
ホームページアドレス http://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/
Ｅメールアドレス bunkahall@city.tatsuno.lg.jp
サタデーシネマ鑑賞会

６月14日（土）｢武士の献立」

６月22日（日）

東進ハイスクール
東進衛星予備校 現代文講師

｢林修先生 講演会」

① 10：00〜 ②13：00〜 ③16：00〜
自（各回入替制）
□
一般800円、高校生以下500円

いつやるか？今でしょ !

［監督］朝原雄三
［出演］上戸彩／高良健吾／西田敏行
／余貴美子／夏川結衣 ほか
家族の歴史は、毎日の献立とともにあった。
江戸時代。 刀 ではなく 包丁 で藩に
仕えた武家。 料理 で動乱を乗り越えた実在の家族の物語。

完売ありがとうございます。

※友の会会員 １割引
※３歳以上有料（３歳未満１名のみ
保護者の膝上鑑賞可）
受験や将来の夢について悩める中高
校生諸君！必聴！
※一般向けのお話もあります。

子育て中は、｢子どもがいうことを聞かない｣｢泣いてばかり｣｢○○
ができない｣ 等、悩みは尽きません。その上、周りに相談できる人
や助けてくれる人がいないと不安は大きくなってしまいがちです。
しかし、人と会って話をすることで心が軽くなり、笑顔で子どもと
接することができるようになります。
｢家ではグズグズ言ってばかりの子が、広場では機嫌よく遊ん
でくれる｣ と言われる事もあります。子どもは家と違う場所で遊
ぶことで様々な刺激を受けます。また、親自身はいろいろな人と
わくわくワイワイまつり風景
接することで気持ちにゆとりができます。子どもはそんな親の微
妙な変化も敏感に感じて、家とは違った一面をみせるのでしょう。子育てに行き詰まったと感じた時は、ぜひ子
育てつどいの広場をご利用ください。そして、子どもたちの成長をみんなで見守っていきましょう。

「子育てつどいの広場」申込・問い合わせ先
龍 野（はつらつセンター内）☎62・9255
揖保川（揖保川公民館内）
☎72・6577

▲

５月18日（日）アンジェラ・アキConcert Tour 2014

開演13：00（開場12：30）
一般1,500円、
指
高校生以下800円 □

C AKIHIRO SAGA
○

▲

共催公演 ６月８日（日）
たにけん（谷本賢一郎）ファミリーコンサート

６月29日（日）能に親しむ「羽衣」
指□
未
開演14：00（開場 13：30）□
一般3,000円

※友の会会員 １割引
［出演］寺澤幸祐（観世流シテ方能楽師）
江崎金治郎（福王流ワキ方能楽師）ほか

指
開演13：30（開場 13：00）□
一般2,000円
高校生以下1,000円

子ども達のためのワークショップ
「能を体験してみよう」

※友の会会員 １割引
子どもたちにとっては けっさく
くん としてイメージも定着し
つつある谷本賢一郎が贈る家族
みんなで一緒になって楽しめる
ファミリーコンサート！

〜能楽師によるお話と能の謡を体験〜
［開催時間］11：00〜12：00
［定員］20名（定員になり次第締切）
［申込期限］６月22日（日）
（先着順）
［参加費］無料

新
御

宮（新宮総合支所内）☎75・2435
津（御津総合支所内）☎322・2208

※警報が発令された場合は休みとなりますのでご注意ください。

電話予約・問い合わせ（0791）72・4688
ホームページアドレス http://www.tatsuno-cityhall.jp/aqua/
Ｅメールアドレス aquahall@city.tatsuno.lg.jp

ＮＨＫ Ｅテレ「フックブックロー」にレギュラー出演中

子育て中の仲間はいっぱい！〜ひとりで抱え込まないで〜

はりまのくに ふ

ど

き

播磨国風土記紀行 14
ひらかたのさと

ひこがみ

ひめがみ

枚方里―男神を恨んで女神が怒る話―
さ

よ おか

ひら かた

太子町佐用岡に平方という地名があり、これが枚方里の名残
ひろやまのさと

です。前号の広山里条に出てきた荒ぶる神様の話は、ここで詳
しく書かれています。
ひ

こ がみ

ひ

め がみ

男の比古神がはじめにここへ来て、女の比売神は後で来られ
しず

ました。ところが男神はここに鎮まることをしないで行ってし
うら

いか

まったのです。それで女神は怨 んで怒 り、ここを通行する人
かふちのくにまむたのこほり

を半分しか通さなかったというのです。その後、河 内国茨田郡
ひらかたのさと

女明神（左）と男明神（右）

あやひと

枚方里の漢人が来て、敬い祭ることでようやく怒りがおさまってきたというのです。
おとこみょうじん おんなみょうじん

さ

ひ をか

男神と女神は、笹山の尾根にある男明神 と 女明神として、今でも有名です。また、佐比岡と呼ばれてお祭り

アクアピアノコンサート出演者募集
世界中のコンサートホールに最も多く備えてある世界最高級のスタインウェイピアノでお気に入りの曲を弾いてみませんか。
と き ８月17日（日） ※開演時間未定
ところ アクアホール
使用ピアノ スタインウェイ・フルコンサートモデルD-274
募集人数と演奏時間
①子どもの部 先着20人（組）
：５分以内
②一般（中学生以上）の部 先着30人（組）
：10分以内
③シニアの部 先着10人（組）
：10分以内
参加料 １人（組）2,000円、中学生以下1,000円
申込方法 所定の参加申込書に必要事項を記入の上、アクアホール（☎72・4688）へ
お申込みください。
募集期間 ５月18日（日）９時〜６月18日（水）18時 ※定員になり次第締め切ります。

入場料はすべて消費税込み。プログラム・出演者等変更になる場合があります。また、チケットの販売状況で枚数制限を変更する場合がありますので予め
指 ･･･全席指定席
（全席指定のため、お子様を
ご了承ください。チケット売り切れの際はご容赦ください。会場内は飲食禁止ですのでご協力お願いします。□
自 ･･･全席自由席 □
未 ･･･未就学児のご入場はご遠慮ください。□
3↓…３歳未満のご入場はご遠慮ください。
膝の上に抱いてのご鑑賞はできません） □
［休館日］月曜日、祝日の翌日、年末年始、その他臨時休館日
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平成26年
（2014年）
５月号

自動車税の納税について

受動喫煙の防止等に関する条例の

自動車税の納期限は６月２日（月）です。県税事務所
では、自動車税納期内納付街頭啓発キャンペーンを実
施し、納期内納付率の向上を図っています。身体障害
者手帳などをお持ちの方で一定の要件を満たす場合
は、減免措置を受けることができます。

全面適用が開始されました

西播磨県民局
龍野県税事務所 課税第１課
☎0791（63）5130
0791（63）2560

健康に悪影響を及ぼす受動喫煙を防止するため、条
例による規制が今春から全面適用となり、宿泊施設、
飲食店等なども規制の対象となりました。健康で快適
な生活を送るために、ご理解とご協力をお願いします。
西播磨県民局
龍野健康福祉事務所企画課
☎0791（63）5149
0791（63）9234

▲

チケット発売日初日のみ窓口９：00〜、電話・インターネット13：00〜

西播磨県民局だより

▲

▲

一般窓口８：30〜18：00

をした場所は現在の坊主山と考えられ、佐用岡という地名に残っています。

平成26年
（2014年）
５月号
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３／８「学校・地元自慢プレゼンコンテスト」
優秀賞に小宅小学校
全国の小学生に、学校や地元の魅力をＰＲしてもら
う「学校・地元自慢プレゼンコンテスト」があり、小宅
小学校の６年生グループのリポート作品「小宅小学校の
自慢」が、応募総数1,710点の中から上位10作品に入
り、優秀賞を獲得しました。東京で行われた決勝大会
では、国の重要文化財・堀家住宅で取り組む観光ガイ
ドなどについて、写真でわかりやすく説明しました。

めざせ！未来の科学者
「こどもサイエンス博士」が100人を突破！
市青少年館内のこどもサイエンスひろばで、昨年度１年間に
わたり、さまざまなサイエンス活動を実践し、科学する心を
培った９人の児童に、栗原市長から「こ
どもサイエンス博士認定証」が授与され
ました。
こどもサイエンス博士の認定は、平
成17年度にたつの市から未来の科学者
を育成していくための土壌づくりの一

４／８

環として始め、以後、毎年度実施して

安全・安心な給食を提供するため
に研修会を開催

いるもので、この度の９名を加え、こ
れまでに100名を超える「こどもサイエ

揖保川総合支所で、市内の学校給食調理員等を対象
に、衛生管理研修会を実施し、71名が熱心にペンをと
りました。龍野健康福祉事務所職員から、平成25年度
県内で発生した食中毒の状況や食中毒事例から学ぶこ
となど、学校給食の調理の重要なポイントを確認しま
した。

ンス博士」が認定されています。
こどもサイエンスひろばでは、今後、
これら博士の中から日本の科学界を
リードするたつの市出身の世界的な科
学者が誕生することを期待しています。
↑認定証の授与を受けた“博士”ら

桜満開！各小学校で入学式

校庭の満開の桜が出迎えるなか、市内小学校で入学
式が行われました。期待と不安を胸に684人が新たな
一歩を踏み出しました。受付では６年生にリボンをつ
けてもらい、式では、少し緊張した様子でしたが、先
生の呼びかけに大きな返事をしたり、初めて校歌を歌
いました。

４／ 13 〜 20

４／９ 「安全運転お願いします！」
児童らが手紙でドライバーに呼びかけ

○認定証を授与された児童（敬称略）
溝田

拓 巳（揖保小）

片 芝 ひなた（神部小）

龍野小学校６年生32人が、春の全国交通安全運動に
合わせて、龍野橋西詰めで交通安全活動を行いました。
児童らは、交通事故防止への願いを込め作成した手紙
をドライバーに手渡しながら安全運転を呼びかけまし
た。

片芝

悠 月（神部小）

柳

明 里（揖西西小）

山口

潤（播磨高原東小）

石橋

学 士（小宅小）

永富

海 樹（半田小）

津島

覇（東栗栖小）

大下

雄 麻（姫路青山小）
こどもサイエンスひろば（☎64・2229）

▼

４／８

自慢の庭園を一般公開

新宮地区の５か所において、今年で４回目を迎えた
オープンガーデンinたつのが開催され、各会場に多く
の花ファンが訪れました。オープンガーデンは、グ
ループや個人が丹精込めて育てられた花壇を広く一般
公開し、花を通して人と人がふれあい、花のある潤い
のまちづくりを進める目的で実施している地域活性化
事業です。来年の春！一度足を運んでみてはいかがで
しょうか。

自動車保険・自賠責・各種生命保険・火災保険・傷害保険ほか

まずはご連絡下さい…

10

64

25

広報たつの
有料広告を募集

原付等の保険期間、
過ぎていませんか？
【必要な物】車検
（登録）
証･現在の保険証明書・保険料

広報は 日と 日の毎
月２回発行しています。
広告を掲載して会社やお
店の紹介をしませんか？
掲載基準・掲載料等、
詳細は左記までお問い合
わせください。
▼広報秘書課︵☎ ・３
２１１︶

広告

広告

【 自賠責保険の即日発行出来ます 】

△広告は市が自主財源の確保を目的に有料で掲載しています。この内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
19

平成26年
（2014年）
５月号

平成26年
（2014年）
５月号

18

︻市外局番︼
龍 野⁝０７９１
新 宮⁝０７９１
揖保川⁝０７９１
御 津⁝０７９

し

日︵土︶９時

▼こどもサイエンスひろば

※免許試験申請手数料は個人
負担
課︵ ☎ ０ ７ ９ １ ・

・

▼光都農林振興事務所森林林
業第
２３４８︶

河川愛護モニターを募集

いただくための取組みをして
います。
︻非常用給水袋を無料配布︼
災害時の応急給水用として
非常用給水袋︵６㍑︶
を無料配
布します。︵１世帯１枚限り︶
両日とも
先着150枚

︵☎ ・２２２９︶

日︵日︶ 時～
７月１日～平

謝礼 月額４５００円程度
応 募 用 紙︵ 姫 路 河

御津総合支所玄関ロビー

第 回兵庫県立大学
テクノフェスタ
時
モニター期間

応募期限 ６月 日
︵金︶
川国道事務所ホームページか
らダウンロード又は問い合わ
せ 先 に 請 求 ︶に 記 入 し 、 電 子
メール又は郵送、ファクシミ
リでお申し込みください。
▼姫路河川国道事務所河川管
理第一課
︵☎０７９・２８２・
８５０５︶

お知らせ
６月１日〜７日
﹃第 回水道週間﹄
〜おいしいな だいじな
お水 ごくごくり〜
水道事業所・西播磨水道企

両日とも
先着150枚

とき ５月
ところ 兵庫県立大学播磨理
成 年６月 日
応募資格

学キャンパス
︵上郡町光都︶
内容
にお住まいの 歳以上の方

市内の揖保川沿い

ポーツイベント、フリーマ
募集人数 若干名

品が当たるビンゴ大会
応募方法

ステージ・展示・ス

ケット、芸人ライブ、豪華賞
▼県立大学学生自治会学生会

集

西支部︵☎０９０ ・５９００
・９０３６︶

募
﹁若手ハンター養成教室﹂
受講生を募集
西播磨県民局では、若者や
女性など新規銃猟免許取得
予 定 者 を 対 象 に し た﹁ 若 手 ハ
ンター︵銃猟免許取得︶養成教
５ 月 下 旬 ～ ８ 月︵ 計 ４

室﹂
を開催します。
とき
ところ 西播磨県民局会議室
業団では、水道週間の期間中、

んからお寄せいただく資金で

水道への理解・関心を深めて

金・銀賞 ６月２

揖保川総合支所玄関ロビー
６月２日（月）、４日（水）９時〜

催
こどもサイエンスひろば
５月の催し
◇企画展
からくり人形・ロボット
時

◇ミニ工作 ポストカード
とき 土・日曜 時～
分、 時～ 時 分
◇サイエンス教室

日︵土︶ 時～

か ら く り 玩 具 １︵ く る く る
つばめ︶
とき ５月
時
申込方法 ５月
から電話で申込み
︵先着順︶
詳しくは、小学校配付資料
をご覧ください。

募集人数

回︶

次世代エネルギー電気自動

◇常設コーナー
車開発実験、鉄道模型の列
応募期限 ５月 日
︵火︶

申込期間
支えられています。

両日とも
先着150枚

▼健康課
︵☎ ・２１１２︶

市の徴収事務を委託
処理の効率化を目的に次のと

市民サービスの向上や事務

願いします。

平成 年４月１日

委託期間

おり事務を委託しました。

４︶

時

日
︵木︶

▼地域福祉課︵☎ ・３１５

だき、活動資金にご協力をお

赤十字の活動にご理解いた

日︵月︶、銅賞 ６

受講料 無料

名程度

車自動運転システム、から
くり文字書き人形

︻水道設備の無料点検サービ
日︵月︶～
月２日
︵月︶
～７月 日
︵木︶

スの受付︼
対象 高齢者世帯等
通を添付し、た

申請方法 印鑑、無事故・無
違反証明書

申込期間 ６月２日︵月︶～６
日
︵金︶
つの交通安全協会に申請して
ください。

新宮総合支所玄関ロビー

～平成 年３月 日
委託事務・委託先

：

：

：

▼環境課
︵☎ ・３１５０︶

科病院、ワールド動物病院

前田獣医科医院、山田獣医

科医院、ふくしま動物病院、

エルザ動物病院、平山獣医

院、ながみ動物病院、姫路

とべ動物病院、中川動物病

どい動物病院龍野エルザ、

動物病院、寺田動物病院、

院、太子動物病院、タナカ

上月動物病院、篠田動物病

ン・フォレスト動物病院、

オール動物病院、グリー

物病院、上郡動物病院、ク

▽揖保川動物病院、オガワ動

の徴収事務

済票の交付・再交付手数料

付手数料︑狂犬病予防注射

●犬の登録・鑑札交付・再交

▽中井奥垣内自治会

収事務

一般廃棄物処理手数料の徴

●市一般廃棄物最終処分場の

31

・

６月２日（月）、５日（木）９時〜

27

水 道 事 業 所︵ ☎

５月
分～

揖保川図書館（☎ 72・7666）
※天候によっては中止する場合があります。

ほおずき揖保川

６月26日（木） 14:10 〜 14:30

申込先

各日とも
先着150枚
水道事業所

配布枚数

58
30

時～ 時

馬場営農組合駐車場

龍野ライオンズクラブ

14:40 〜 15:00

３１７３︶
、西播磨水道企業

９時

22
特養 揖保の郷

▼ た つ の 交 通 安 全 協 会︵ た つ

御津総合支所

30

献血にご協力を

６月18日（水） 14:40 〜 15:10

11

とき・ところ
市役所

分、 時 分～ 時

光都プラザ駐車場

主催

６月16日（月） 14:00 〜 15:00

団︵☎０７９１・ ・７１２

たつの市役所水道事業所

西播磨水道企業団

13

64

16 10 16 30

分、 時 分～ 時

赤とんぼ広場

45

の警察署隣り︶︵☎ ・３３９

東觜崎公民館

３︶

11:10 〜 11:40

45

越部幼稚園

６月20日（金） 13:45 〜 14:05

片山公民館
15:10 〜 15:30

養護老人ホームたつの荘
15:10 〜 15:40

７︶

室津センター

優良運転者表彰制度の
お知らせ

14:00 〜 14:30

所

17

５月は﹁赤十字運動月間﹂
活動資金にご協力を

やすらぎ福祉会館

場

10

赤十字が行っている災害援

10:30 〜 11:00

63

10

30

1

小宅公民館

対象者 たつの交通安全協会

東栗栖保育園

護などの人道的活動は、皆さ

11:25 〜 11:55

年以上無事

香島コミセン

26

20

31

62

神岡小学校南門

６月13日（金） 14:40 〜 15:00

揖保幼稚園南側駐車場

６月11日（水） 14:20 〜 14:50

の会員で過去

11:20 〜 11:30

故・無違反の方

がつ

西栗栖コミセン

広告

広告

20
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５月号

21

10:40 〜 10:50

時

20

14:10 〜 14:30

６月25日（水）

西はりまクリニック

日

30

18

2

27

19 64

15:10 〜 15:40

６月12日（木）

15:00 〜 15:30

56

30
12

64

土師公民館

12

11

10

11:10 〜 11:25

12

30 11

17

22

5

佐江公民館

６月６日（金）

田中構造改善センター

６月19日（木） 14:30 〜 15:00

14

24
10:30 〜 11:00

６月５日（木）

中井奥垣内公民館
14:00 〜 14:15

14

～

かわちどり号

６

６月２日（月）〜６日（金）９時〜

64

移動図書館車

11

▼

情報ランド

情報ランド
今月の市税
ところ
龍野経済交流セン

タ ー ５ 階︵ 龍 野 町 富 永 ７ ０ ２

１︶

※事前に相談内容をご連絡く

－

固定資産税・都市計画税

全期分・第１期分

16

ださい。予約優先

※この放送は訓練放送です。お間違えの
ないようにお願いします。

納期限 ６月２日
︵月︶

き ６月５日（木）10時15分頃

▼︵一社︶兵庫県宅地建物取引

10

時〜

と

納付場所 金融機関 郵･便局 ･

危機管理課（☎64・3219）

・３０７２︶︹平日

防災行政無線を活用し
た緊急地震速報の訓練
放送を実施

上り４音チャイム＋こちらは○○です。只今から訓練放送
を行います。
『緊急地震速報チャイム音＋緊急地震速報。大地震です。大
地震です。大地震です。これは訓練放送です。』を３回
こちらは○○です。これで訓練放送を終わります。＋下り
４音チャイム
この機会に、地震が発生したときに地震の揺れから身を守る安全行
動を訓練してみてください。
机が近くにない場合は、かばんや座布団などで頭や体を守りましょう。
放送内容

安全行動の１−２−３

質素で安価な葬儀を希望される
方は、市営葬祭業務をご利用くだ
さい。詳細は、環境課（☎64・31
50）へお問い合わせください。

①姿勢を低く！
（しゃがむ）

②頭や体を守る！
（隠れる）

旅行代金

行

程

乗 車 地
募集人員他

阪神 VS 楽天

平成26年６月22日（日） 【日帰りバスツアー】
大人10,000円 ※小人同額
各地 → （第二神明・阪神高速） → 浜甲子園駐車場（11:00頃到着予定）
・・・・・
・・・阪神甲子園球場（12:00開門/14:00試合開始予定〜17:00頃終了目安）
・・・・
・・・浜甲子園駐車場（17:45頃出発予定） → （各高速道） → 各地（19:30〜20:40頃予定）
※観覧席は「ライト外野指定席」となります
①神姫バス山崎車庫（7:50）→ ②神姫バス山崎待合所（8:00）→ ③龍野専用駐車場（8:30）
→ ④ＪＲ姫路駅南（9:10）
■募集人員・・45名様
■お弁当昼食付き

広告

広告

程

③待つ！
（揺れが収まるのを待つ）

（画像提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議事務局）

甲子園デーゲーム観戦バスツアー

平成26年
（2014年）
５月号

63

市営葬祭のご利用を

日

23

３/15（92）
３/25（68）
３/27（68）
３/28（83）
３/31（93）
４/ ８（92）

業 協 会 西 播 磨 支 部 ・ 鈴 木︵ ☎

※秘密は厳守します。

死亡日時 （年齢）

コンビニエンスストア、会計

人権擁護委員

所

時︺

相談担当者

住

小林キミヱ 揖保川町二塚
丸尾 三郎 御津町中島
堂野 歳明 新宮町段之上
石井 省三 新宮町平野
上田ことゑ 龍野町日飼
藤井 三治 新宮町新宮

６月２日（月） 13時〜16時
本 ２階相談室、●
新 しんぐうホール
●
揖 １階相談室、●
御 ２階相談室
●

前

課 各･総合支所地域振興課

地域保健課☎ 63・5142

名

利です。申込みは税務課又

ところ

●●相談窓口

※４月１日〜 15日届出分で、掲載に
同意を得ている方々です。
（敬称略）

※市税の納付は口座振替が便

き

▲

と

人権推進課☎ 64・3151

６月９日（月）10時〜11時30分
健康管理課☎ 63・5140
こころのケア相談（精神疾患、認知症、アルコール問題等）
６月６日（金）13時〜14時

専門的栄養相談

▲

人権相談

エイズ・肝炎相談（相談・検査、HIVは無料匿名検査）
５月15日（木）、６月５日（木）
・19日（木）
13時〜14時50分

ご冥福をお祈りします

は各総合支所地域振興課、

本 学校教育課
●

※要予約

金融機関・郵便局へ。

９時〜17時

龍野健康福祉事務所の相談

※市役所窓口で、キャッシュ

ところ

月〜金曜日

新 玄関ロビー
６月11日（水）●

カードによる口座振替の申

き

▲

と

学校教育課☎ 64・3023

本 ２階相談室
６月３日（火）●

▲

教育相談

※受付：13時〜15時

込みができます。詳細は税

※相談対象者は18歳未満

税務課☎ 64・3145

務課へお問い合わせくださ

本 児童福祉課家庭児童相談室
●

税務（税理士）相談

本 ２階相談室
●

い。

９時〜17時

５月28日（水） 13時30分〜16時

＜揖保川地域＞
㈲中元設備工業 （☎72・3415）
＜御津地域＞
１日〜10日 ㈱大西商店
（☎324・0047）
11日〜20日 ㈱ダイワ
（☎079・272・5341）
21日〜30日 ミツバ商事㈱
昼間（☎322・1245）
夜間（☎322・2485）

▼税務課
︵☎ ・３１４４︶

ところ

月〜金曜日

休日・夜間

64

▲

き

商工観光課☎ 64・3156

14

消費者被害 多
･ 重債務 ･
成年後見問題無料相談会
司法書士相談

と

年金・労働相談（兵庫県社会保険労務士会）

24

日︵土︶、６月

▲

児童福祉課☎ 64・3220

0570・064・370

とき ５月

養育・虐待相談／いじめ・不登校相談

消費者ホットライン

12

６月 水道当番（緊急時）

８時30分〜17時15分

本 商工観光課
●

日
︵土︶
９時～ 時

定例会は５月23日（金）10時からです。

ところ

月〜金曜日

▲

※農事相談は３日前までに電話予約が必要です。

き

消費生活センター☎ 64・3250

▲

新 災害対策本部
●
本 ３階301会議室
13時30分〜 ●
揖 ２階202会議室
５月22日（木） 10時〜
●
御 ２階相談室
13時30分〜 ●

５月21日（水） 10時〜

と

催

農業委員会事務局☎ 64・3185

▲

農事相談

消費生活相談

※毎月第２、第４土曜日に開

６月18日（水） はつらつセンター

６月18日（水） 13時〜15時

16

ところ 産業振興センター２

※受付：12時〜15時、相談：13時〜

６月17日（火） 13時〜15時

14

▲

御津やすらぎ福祉会館
はつらつセンター
新宮ふれあい福祉会館
揖保川総合支所

新 玄関ロビー
●
揖 １階相談室
●
御 ２階相談室
●

６月12日（木） 13時〜15時

※受付：12時〜15時、 相談：13時〜

５月22日（木）
６月４日（水）
６月12日（木）
６月17日（火）
公証人相談

本 ２階相談室
６月10日（火） ９時30分〜11時30分 ●

階第３会議室
︵龍野町堂本︶

弁護士相談

御 地域振興課☎322・1001
●

▼兵庫県司法書士会西播支部

（受付状況により人数制限あり）

総務課☎ 64・3142

新 地域振興課☎75・0251、
揖 地域振興課☎72・2525
●
●

︵☎０１２０ ・８１８１８４︶

龍野支部☎63・5106、新宮支部☎75・5084、
揖保川支部☎72・7294、御津支部☎322・2920

行政相談

▲

▲

社会福祉協議会

６月４日
︵水︶ 時～ 時

本 ＝市役所、●
新 ＝新宮総合支所、●
揖 ＝揖保川総合支所、●
御 ＝御津総合支所
※●

心配ごと法律相談

不動産無料相談会

とき

相談日カレンダー（５月 15 日〜）

お申込み・お問い合わせは、

神姫観光 まで
山 崎
龍 野

☎0790-62-7588

月〜金

10：00〜15：00

☎0791-62-4000

月〜土 09：30〜18：00
※詳細は、お店にチラシをご用意して
おります。
ご旅行条件は、募集型企画旅行約款に基づきます。

平成26年
（2014年）
５月号
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揖保川さくら祭を開催
４月６日、たつの市さくら祭を開催。
揖保川会場の野田水源地公園では、満開
のさくらに囲まれ、和太鼓や大正琴の演
奏などが催され、多くの人が満開のさく
らを楽しみました。

野田水源地の桜並木

揖保川会場での演奏風景

龍野公園の桜の様子を Watching

たつの市人口
● 男
● 総人口

龍野公園桜のトンネル

龍野公園の聚遠亭の桜もライトアップ

平成26年３月31日現在（前月比）

38,479人（−83） ● 女
79,637人（−176）● 世帯数

広報たつの

41,158人 （−93）
29,710世帯（＋11）

毎月10日・25日発行

編集 たつの市企画財政部広報秘書課 ☎0791・64・3211
発行 〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005番地１
URL http://www.city.tatsuno.lg.jp/
たつの市役所（本庁）････☎0791・64・3131（代表）
新宮総合支所 ･･････････☎0791・75・0251（代表）
揖保川総合支所 ････････☎0791・72・2525（代表）
御津総合支所 ･･････････☎079・322・1001（代表）
「いいね！」をよろしく！
たつの市フェイスブック

たつの市

編集後記

みなさん、ゴールデン
ウィークはどう過ごされ

ましたか？
家族で旅行に行かれたり、旧友と集い時間
を忘れ思い出話に花を咲かせたり、充実した
楽しい日々を過ごされたのではないでしょう
か。
私は、この４月から広報担当になり、この
１か月というもの、撮影や編集作業などに悪
戦苦闘！４月のさくら祭では、久しぶりにカ
メラのレンズをのぞき、満開の桜のなか、初
めて見る（笑）武者行列を追っかけ、ピンボケ
写真ありのアッという間の１日でした。元高
校球児で体力には自信があったはずでしたが
……。かなり自信喪失！
これからも胃が痛くなるような、そんな毎
日が続きそうな予感がしますが、新たな出会
いと発見を楽しみにいろんなイベントの取材
近
に頑張りたいと思います。
○

facebookページ
平成26年
（2014年）
５月号
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