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たつの市コミュニティバスがますます便利に！

　

市役所玄関前駐車場の利用方法が変わります
　市役所の駐車場不足を緩和するため、９月下旬から駐車券によ
るゲートシステムを導入します。
　これに伴う工事を８月から実施しています。工事期間中は迷惑
をおかけしますが、ご協力をお願いします。

【駐車場運用の概要】
○�東側出入口を通行止とし、北側と南側に新たにゲート機を設置
します。
○�平日は、７時にゲートを閉鎖し、17時15分にゲートを開放します。
○市役所閉庁日は、終日ゲートを開放します。
○�ゲート機運用時間中は、利用者は入車時に駐車券を取り、90分以
内であればそのまま駐車券を挿入し出車できます。
○�入車後90分以上となる場合は、市民相談コーナーにて所定の手
続きをしていただく必要があります。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ▼総務課（☎64-3142）

９月１日からダイヤ改正を行います

【南北連結ルート】竜野駅～本竜野駅間 【光都～しんぐう総合センタールート】

　ＪＲ山陽本線竜野駅に到着する、姫路方面上り７：27、
７：30と岡山方面下り７：20、７：32の４便に接続してい
ます。

播磨新宮駅で下記の３つに接続しています。
★ＪＲ姫新線播磨新宮駅から姫路方面上り11：03発
★南北連結ルート御津方面行き11：05発
★上笹下笹ルート上笹下笹行き11：01発

▼企画課（☎64-3141）

バス停名
運行日：月～土 運行日：月～土

赤とんぼ 赤とんぼ
竜野駅 7：51 7：40

ひばりヶ丘 7：52 7：41
神戸北山 7：53 7：42

揖保川公民館北 7：54 7：43
揖保川総合支所 7：55 7：44
アクアホール前 7：56 7：45

新在家南 7：57 7：46
新在家 7：58 7：47
野田橋 7：59 7：48
町　屋 8：00 7：49

町屋北口 8：01 7：50
半　田 8：02 7：51

日山（新大橋西詰北） 8：03 7：52
川原町 8：04 7：53

龍野橋東詰 8：05 7：54
本竜野駅 8：11 8：00

旧 新

バス停名
運行日：月水金 運行日：月水金

わかあゆ わかあゆ
播磨高原東中学校前 10：05 10：00

光都 21 集会所 10：05 10：00

～ ～ ～

上莇原集落センター 10：18 10：13

～ ～ ～

千　本 10：31 10：26
千本駅前（堀田医院） 10：33 10：28

～ ～ ～

大屋年宗橋 10：44 10：39
大屋辻川橋 10：45 10：40
善定公民館 10：47 10：42
善定西向寺 10：50 10：45

～ ～ ～

ふれあい福祉会館 10：59 10：54
播磨新宮駅 11：03 10：58

～ ～ ～

しんぐう総合センター 11：08 11：03

旧 新
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

「みんなでうんどう！」
とき　９月15日（火）10時～
ところ　揖保川スポーツセンター
講師　岩井�雅子�氏（健康運動指
導士）▲

揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「子どもを幸せに伸ばす１０の秘訣」
とき　９月16日（水）10時～
ところ　御津総合支所２階
講師　長谷川�満�氏（家庭教師シ
ステム学院代表）▲

御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
「親子で生演奏を聴こう＆座談会」
とき　９月25日（金）・28日（月）10時～
ところ　はつらつセンター３階
講師　まりふるあーの♪▲

龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
９月の絵本の読み聞かせ
新　宮：１日（火）11時～
御　津：15日（火）11時30分～
揖保川：16日（水）11時～
龍　野：29日（火）11時～
子育て夢相談
　専門家による子育て相談です。
とき　９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

募　集  
西播磨認知症カフェ立ち上げ

支援研修会参加者を募集

とき　９月10日（木）14時30分～16
時（受付14時～）
ところ　西播磨リハビリテーショ
ンセンター１階交流ホール
対象者　市内で認知症カフェをや
りたい方又は興味がある方
申込方法　地域包括支援センター
に電話で申込み
申込期限　８月31日（月）
認知症カフェとは・・・
　認知症の人やその家族、医療や
介護の専門職、地域の人など、誰も
が気軽に参加できる「集いの場」であ
り、認知症の人やその家族が安心し

申込方法　大会当日に参加登録を
行ってください。記録証を発行し
ます。
主催　新宮ランニングクラブ

▼ 新宮スポーツセンター（☎75-
1792）

革細工体験教室

　たつの市産「天然皮革」を用いた
動物フィギュアの体験教室を開催
します。来年の干支「申

さる

」も制作で
きます。
とき　９月26日（土）10時～16時
ところ　道の駅みつ体験学習室
内容　「申」などの動物フィギュア
参加費　１個�150円～800円程度
※事前申込み不要

▼商工観光課（☎64-3156）

「子育てつどいの広場」
イベント情報

「子どもの目を見て、肌に触れて
感じる触育児」
とき　９月９日（水）10時～
ところ��新宮こども園内
講師　塩谷�幸美�氏（触育士）▲

新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）

行　政  
台風接近時等における

ごみ収集について

　台風等の影響による荒天時に
は、ごみの飛散防止及び作業の安
全性等を考慮し、ごみ収集業務を
中止又は延期することがあります。
　業務を中止又は延期する場合
は、防災行政無線等でお知らせし
ます。お知らせがない場合は、通
常どおり収集します。（警報の発令
により、必ずしも収集業務が中止
されるとは限りません。）
　なお、荒天のもとでは、収集時
間が大幅に遅れることがあります
ので、ご理解をお願いします。
　また、暴風、豪雨、落雷等でご
み出しに危険を感じた場合、ごみ
出しを控え、次回の収集日に出し
ていただくようお願いします。

▼環境課（☎64-3150）

イベント��

陸上記録会を開催

とき　９月13日（日）受付８時～、
開会式８時30分～※雨天中止
ところ　新宮小学校グラウンド
対象　小学生以上
種目　100ｍ走・200ｍ走・走り幅
跳び・走り高跳び・ボール投げ・
3000ｍ走
参加費　無料

▲

広報秘書課（☎64-3211）

たつのまちづくり元気アップサロンを開催

市民との対話事業

テーマ　若者から見た“ふるさとたつの”
と　き　９月26日（土）17時～（60分程度）
ところ　�赤とんぼ荘ガーデンテラス
対　象　概ね18～25歳

第 回３

テーマ　観光立市に向けて、今！私たちができること
と　き　９月27日（日）10時～（90分程度）
ところ　�龍野城本丸御殿

第 回４ 参加自由！
１人でも参加い

ただけます



3広報たつの８月号

て過ごせる「地域の居場所」です。

▼ 地域包括支援センター（高年福
祉課内☎64-3197）

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

参加対象　要介護１～５の認定を
受けている在宅高齢者の主たる介
護者（ただし、市内在住の方）
申込方法　印鑑、介護保険被保険
者証を持参の上、下記のセンター
へお申込みください。
※�交通費、食費等は市から一部助
成します。

揖保川在宅介護支援センター
（☎72-6600）
岡山備前焼き体験とマスカッ
ト狩り
とき　10月２日（金）
集合場所　アクアホール西側
駐車場
集合時間　９時40分

西はりまグリーンホームケア
センター（☎63-3101）
むらすずめ手焼き体験と美観地
区散策
とき　10月31日（土）
集合場所　西はりまグリーン
ホーム
集合時間　申込み時にお問い合
わせください。

「楽・得　介護塾」
参加者を募集

　参加希望の方は、下記のセン
ターへお申込みください。
参加対象　介護している方又は介
護に関心のある方

御津在宅介護支援センター（☎
324-0767）
とき　10月28日（水）10時～
介護技術講座　「移乗から移動
まで」

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

★おもてなし料理体験
とき　10月２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　
★秋の漁師料理体験
とき　10月15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
★日本の美味めぐり体験（愛知県）
とき　10月27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日前まで受
付します。

◆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、研修など利
用できます。

▼道の駅みつ体験学習室（☎322-
8020）

龍野納税協会管外研修

とき　９月30日（水）８時～
ところ　龍野経済交流センター集
合
行先　TASAKI、神戸酒心館、
メモリアルホール
内容　税金クイズ他
参加費　2,000円（昼食代含む）
申込期限　９月11日（金）
申込・問い合わせ先　公益社団法
人�龍野納税協会（☎62-1700）

お知らせ  
心のやすらぎ講演会

　若者世代におけるひきこもりが
増大し、社会問題となっていま
す。ひきこもりの原因は何か。ま
た、家族はどう関わっていくべき
か。ひきこもりの理解を深め、そ
のケア方法について学んでみませ
んか。どなたでも参加できます。
とき　９月18日（金）14時～15時30
分（受付13時30分～）
ところ　揖保川総合支所４階ふれ
あいホール

演題　「何かおかしいな」と感じた
ら　～ひきこもりの理解とメンタ
ルヘルスケア～
講師　特定非営利活動法人いねい
ぶる理事長�宮崎�宏興�氏
参加費　無料
申込先　地域福祉課、健康課、各
総合支所市民福祉課
※�１週間前までに申込書による事
前申込みが必要（申込書は各窓
口に備え付け）

▼ 地域福祉課（☎64-3204）、健康
課（☎63-2112）

障害者就労相談会

　就職を希望されている障害のあ
る方を対象に、就職に向けた相
談・活動支援を行う個別相談会を
開催します。
とき　９月17日（木）13時30分～16
時30分（受付13時～）
ところ　市役所１階相談室
相談機関　西播磨障害者就業・生
活支援センター
定員　３名（１人約50分）
申込方法　９月10日（木）までに事
前に電話又はファクシミリでお申
込みください。（完全予約制）
※�手話通訳・要約筆記が必要な場
合は、予約の際にお申し出くだ
さい。

当日の持ち物　障害者手帳

▼地域福祉課（☎64-3204、FAX63-
0863）

身体障害者相談

とき　９月11日（金）10時～12時
ところ　誉田公民館図書室、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）
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

専門医師による
「もの忘れ相談」

　「最近もの忘れが多くなってき
た」「何度も同じことを聞いたり、
話すようになった」「薬がきちんと
飲めない」などということはあり
ませんか？
　揖保川病院のもの忘れ相談医が
相談に応じます。
とき　９月30日（水）13時30分～15
時10分
ところ　はつらつセンター１階ボ
ランティア室
対象者　市内在住の方で、もの忘
れや認知症についての不安がある
方又はそのご家族
定員　３名（１人30分）
※完全予約制
相談対応者　もの忘れ専門医師
相談内容　認知症の症状・治療等
医療に関する相談など
費用　無料
申込・問い合わせ先　地域包括支援
センター（高年福祉課内☎64-3197）

高齢者・障害者のための
成年後見相談会

とき　９月15日（火）13時～17時
（予約不要）
ところ　はつらつセンター１階ボ
ランティア室
相談料　無料

相談員　司法書士
相談内容
・�知的障害の子どものことを考え
ると私たち両親が亡くなった後
が心配。
・�離れて暮らしている認知症の親
が悪質商法などに騙されないか
心配。
・�夫婦二人きりの生活で、お互い
の介護が必要になったときの預
金管理などが心配　等。
成年後見制度とは・・・
　認知症や知的障害、精神障害、
事故等により判断能力が低下した
方々の生活（権利や財産）を守る制度。

▼（公社）成年後見センター・リー
ガルサポート兵庫支部（☎078-
341-8686）

ひょうご木づかい王国ポイント

　平成27年中に県内の施工業者と
契約を結び、県産木材を使用して
家を建てられる方、リフォームさ
れる方に対して、県から神戸ビー
フなどの農林水産品等と交換でき
る「ひょうご木づかい王国ポイン
ト（１ポイント＝１円相当）」が発
行されます。新築・増改築は15万
ポイント、リフォームは３万ポイ
ントが付与されます。
　応募の条件・方法など詳しく
は、「ひょうご木づかい王国ポ
イント」ホームページ（http://

kidukaioukoku.net/05.html）を
ご覧ください。

▼「ひょうご木づかい王国ポイン
ト」事務局（☎078-366-5955）

ＩＴリテラシー向上支援セミナー

　販売促進や集客などを推し進め
るうえで、ＳＮＳの利用方法やビ
ジネス活用への可能性を探り、自
社商品やサービスの販路拡大に繋
げるWebマーケティングの手法を
習得することを目的に開催します。
とき　①９月２日（水）②９月８日
（火）両日とも14時～15時30分
ところ　龍野経済交流センター２
階セミナー室（龍野町富永702-1）
演題　①最新！ＳＮＳを活用した
販路開拓、②集客や販促に繋がる
Webマーケティング
講師　㈱ミチバタ・ジャパン・リ
ミテッド�代表取締役社長�道端�俊
彦�氏
定員　30名
受講料　無料

▼龍野商工会議所（☎63-4141）

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１期分の納期限は、８月31日
（月）です。最寄りの金融機関・郵
便局・コンビニエンスストア（30

　

　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 1,790 24.2 ８ 西栗栖～しんぐう総合センター 1,037 27.3

２ 龍野・神岡 2,009 27.1 ９ 香山・篠首 477 12.6

３ 揖西（朝夕） 291 3.9 10 室津・市民病院・碇岩 936 12.6

４ 揖西 909 25.3 11 竜野駅～市民病院 310 8.4

５ 揖保 570 15.0 12 揖西～竜野駅（朝夕） 307 4.1

６ 光都～しんぐう総合センター 918 25.5 13 揖西～竜野駅 136 3.6

７ 上笹・下笹 352 9.8 14 南北連結 9,881 133.5

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４月～６月）
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☞

▼たつの市消費生活センター
　（商工観光課☎64-3250）

消費生活 豆知識 Point

ら電話があり、アンケートや年金
受給調査と称して、年齢や家族構
成、年金の受給状況、預金残高や
口座情報などについて聞き出そう
とする事例が発生しています。
　不審な点があるときは即答を避
け、最寄りの税務署又は警察署に
お問い合わせください。詳しくは
国税庁のホームページをご覧くだ
さい。▲

国税庁（http://www.nta.go.jp）

生活習慣病教室

とき　９月９日（水）14時30分～
ところ　たつの市民病院２階大会
議室
テーマ　予防接種とお薬の話
講師　たつの市民病院薬剤師
※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1,000円必要）
とき　９月19日（土）19時～21時
ところ　揖保川公民館
演題　「女の老いと男の老いに違
いはあるのか」
講師　武木田�博祐�氏（武木田産
婦人科医院院長、医学博士）

▼揖保川公民館（☎72-2412）

家庭不用品交換情報コーナー

※８月５日時点の登録品です。
※下線のものは有料（要相談）

「譲りたい品物」
〇ＩＨヒーター（パナソニック、
２口用）

「譲ってほしい品物」
〇御津中学校制服、体操服（女子
用、150～160cm、夏用・冬用）
〇揖西西小学校制服（女子用、
130cm～）
〇小宅小学校制服、体操服（女子
用、120～130cm）
〇ベビーベッド
〇ポット苗箱（みのる式）
〇は種機（みのる式ポット苗箱用）
〇龍野体育館スイミングスクール
水着（女子用、130cm）
※�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　９月９日（水）13時～15時
ところ　市役所１階相談室、御津
総合支所２階相談室

▼人権推進課（☎64-3151）

万円以下の納付書に限ります）、県
税事務所で納付していただけます。
　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）

兵庫県立歴史博物館
新潟・兵庫連携企画展

テーマ　「北前船―地域と文化を
つなぐ海のみち―」
とき　９月19日（土）～11月３日
（火・祝）10時～17時（入館は16時
30分まで）※月曜日休館、ただ
し９月21日（月・祝）・10月12日
（月・祝）は開館、９月24日（木）・
10月13日（火）は休館
ところ　兵庫県立歴史博物館
料金　大人1,000円（800円）、大学
生700円（550円）、高校生500円（400
円）、小・中学生無料
※�（　）内は20人以上の団体料金、
障がい者及びその介護者、65歳
以上の方は半額

展示内容　北前船の航海のあり方
や船主、輸送した各地の産物、寄
港地の姿を示す諸資料

▼ 兵庫県立歴史博物館（☎079-
288-9011）

税務職員を装った
不審な電話にご注意ください

　国税局や税務職員を名乗る者か

1 回分をパック型にした洗濯用液体洗剤の事故が多発しています。
パック型のフイルムは水に溶けやすく、握ったり噛んだりしていると破れて目や口に
入ってしまった等の事故が報告されています。（特に 3歳以下の乳幼児に被害が集中）

パック型洗剤の事故が多数発生しています
気を

付けて !!

●子どもの手が届かない所に保管しましょう。
●使用後はフタを閉め保管場所に戻しましょう。
●パック型洗剤を濡らさないように注意しましょう。

※�万一、目や口に入った場合は、医療機関に相談し、適切な対処法を確認してください。

■主な相談機関　◆小児救急電話相談→♯８０００（休日・夜間の相談先）
　　　　　　　　◆公益財団法人日本中毒情報センター（中毒 110番）
　　　　　　　　　大阪☎０７２－７２７－２４９９（24時間対応）

ご注意ください



※７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　勝間設備㈱

（☎322-2488）
夜間（☎322-1355）

11日～20日　㈲沼田水道工業所
（☎322-1251）

21日～30日　㈱大西商店
（☎324-0047）

菅野　和子　龍野町北龍野��7/13（88）
小嶋　武男　御津町室津　��7/14（90）
沖田　博 　御津町苅屋　��7/19（84）
東山とよ子　御津町朝臣　��7/20（86）
西村　 雄　龍野町日飼　��7/21（74）
大谷　とよ　新宮町觜崎　��7/21（96）
森　　弘昭　新宮町下野　��7/21（71）
小林 代子　新宮町市野保��7/24（91）
松本　六二　揖保川町馬場��7/24（86）

  「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　９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）

図書館からのお知らせ
〈９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
『くつくつあるけ』ほか
読書会（一般）
11日（金）10時～11時30分
『侘しすぎる』�佐藤�春夫�著
こどもの本を読む会
10日（木）10時～11時30分
『なつかしい本の記憶』�岩波書店
編集部�編
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）・28日（月）11
時～11時20分
『おべんとう』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
『ブレーメンのおんがくたい』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
『ティッチ』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
「ふしぎなたいこ」ほか
読書会（一般）
18日（金）10時～12時
『舟を編む』�三浦�しをん�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

今月の市税

市・県民税（普通徴収分）
　第２期分
国民健康保険税（普通徴収分）
　第２期分
納期限　８月31日（月）
納付場所　金融機関・郵便局・コ
ンビニエンスストア（30万円以下
の納付書に限ります）、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）

９月の行政相談

〈龍野〉
とき　９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　９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　９月15日（火）13時～15時
ところ　揖保川総合支所１階相談
室

▼総務課（☎64-3142）

　ふれあいこみち
　（JR 播磨新宮駅舎）
　９月の展示

　公民館サークル（新宮俳句会）、
名村一義（写真）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）
　９月の展示

　揖保川公民館高齢者教室あすな
ろ学園の絵画教室のみなさんの作
品を展示します。

▼○揖 地域振興課（☎72-2525）

『おつきさまこんばんは』ほか
（５歳児～）
11時30分～11時50分
『だいくとおにろく』ほか
読書会（一般）
８日（火）13時30分～15時30分
『稲穂の海』�熊谷�達也�著

ご冥福をお祈りします

休日・夜間水道
当番（緊急時）９月

6 広報たつの８月号

　
ラジオ関西

「谷五郎の笑って暮らそう」
の出張生放送が決定！

と　き　９月12日（土）
　　　　８時～10時
ところ　龍野城本丸御殿
　　　　特設会場
※自由に観覧できます。
　�駐車場は周辺の観光駐車場をご
利用ください。

▼広報秘書課（☎64-3211）


