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広報たつの

行　政  
高齢者肺炎球菌予防接種を

受けましょう

対象者　①65歳以上（平成28年３月
31日現在）（※平成31年度からは、
65歳の方のみになる予定です。）②
60歳以上65歳未満（接種日現在）で
あって心臓、腎臓、若しくは呼吸
器の機能又はヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能に障害を有する
方（身体障害者手帳１級相当の方）
※既に肺炎球菌ワクチンを受けた
ことがある方は助成対象外です。
助成回数　１回
※２回目以降の接種については、
医療機関にご相談ください。た
だし、全額自己負担（8,000円程
度）。
個人負担額　4,000円（生活保護受
給者は無料）
接種手続き　事前に健康課又は各
保健センターへお越しください。過
去の接種歴を確認し、対象者には高
齢者肺炎球菌ワクチン予診票をお渡
しします。対象者②の方は、身体障
害者手帳を持参してください。

▼健康課（☎63-2112）

たつのプレミアム商品券
取扱店へのお知らせ

　「たつのプレミアム商品券」の換
金の最終請求は、２月15日（月）まで
となっています。お手元に使用済
み商品券をお持ちの取扱店は、期限
までに換金請求を行ってください。

▼商工観光課（☎64-3156）

イベント  
たつの婚活 in 室津

　港町として歴史ロマン息づく室

津。豪商跡地
の室津海駅館
で集い、賀茂
神社にある縁
結びのパワースポット｢愛の榊｣を
巡り良縁につなげましょう。
とき　３月６日（日）10時～（受付
９時30分～）
ところ　室津海駅館・室津セン
ター他
内容　自己紹介・ランチタイム・
「愛の榊」で縁結び祈願
対象者　25歳以上で独身の方
募集人数　男女各20名（応募者多
数の場合は抽選）
参加費　2,500円
応募方法　参加申込書（市役所
等に設置、市ホームページに掲
載）に記入の上、持参又は郵送、
FAX、Eメール
申込期限　２月15日（月）必着

▼ 児童福祉課（☎6 4 - 3 1 5 3、
FAX63 - 0863、メールアドレ
スjidofukushi@city.tatsuno.
lg.jp）　

龍野図書館 貴重本一般公開

　世界に限定 3 3 部の貴重本
「M

ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ

iche langelo：L
ラ

a D
ド ッ タ

otta 
M
マ ー ノ

ano」を一般公開します。
　ちりめん本、三木露風書簡も併
せて公開します。　
とき　２月６日（土）・７日（日）11
時～15時
美術協会の皆さんの作品を展示し
ます。
とき　２月２日（火）～７日（日）10
時～18時　※７日は16時まで
ところ　龍野図書館２階研修室

▼龍野図書館（☎62-0469）

道の駅みつ「革細工体験教室」

　皮革のまち「たつの」をより多く

の方に知っていただくため、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。
とき　２月27日（土）10時～16時
ところ　道の駅みつ体験学習室
内容　今年の干支「申

さる

」などの動物
フィギュア
参加費　１個 150円～800円程度
※参加申込み不要

▼商工観光課（☎64-3156）

第 10 回 屏風岩鶴嘴山
里公園ハイキング

　寝釈迦の渡し・磨崖仏の解説を聞
きながら、因幡街道の宿場町を歩き、
昔の旅人の気分を味わいませんか？
とき　２月６日（土）９時45分～12
時（予定）
ところ　東觜崎駅を起終点とし
た、屏風岩・鶴嘴山周辺
※東觜崎駅上り9：33着、下り9：
34着のＪＲ姫新線を利用してお
越しください。
その他　東觜崎駅前で地元自治会
主催の野菜市等も開催されます。

▼企画課（☎64-3141）

いひほ講座

とき　２月20日（土）14時～
ところ　揖保川公民館
演題　「風土記に記された古墳時
代」
講師　岸本 道昭 氏（文化財課）
参加費　200円

▼いひほ学研究会（☎323-3171）
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第 14 回町ぢゅう美術館

　輪～笑顔の花が咲くように～
　歴史的景観形成地区である龍野地
区を舞台に県立龍野北高等学校の生
徒と地域が協力して開催します。
とき　２月５日（金）～７日（日）
10時～16時　※７日は15時まで
ところ　龍野地区の町家や公共施
設など
主なイベント　作品展示、制作体
験、スタンプラリー等▲

県立龍野北高等学校 総合デザ
イン科（☎75-2900）

「子育てつどいの広場」
イベント情報

わくわく親子講座
「子どもとネット社会」
とき　２月16日（火）10時～
ところ　揖保川公民館２階
講師　山根 真奈美 氏（姫路福祉
保育専門学校専任教員）▲

揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「ことばっておもしろい！」
とき　２月17日（水）10時～
ところ　新宮子育てつどいの広場
講師　藤川 秀美 氏（新宮図書館
司書）▲

新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「ポーセラーツ体験」
とき　２月17日（水）10時～
ところ　御津総合支所２階

講師　萩原 雅子 氏（赤穂ハンド
クラフトサロン）
定員　親子25組（先着順）
※要事前申込み・材料実費必要▲

御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
「保育士を育てる現場から」
とき　２月22日（月）・29日（月）10時～
ところ　はつらつセンター２階
講師　新家 智子 氏（甲子園短期
大学特任専任講師）▲

龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
２月の絵本の読み聞かせ
新　宮：９日（火）11時～
御　津：16日（火）11時30分～　　
揖保川：17日（水）11時～
龍　野：26日（金）11時～
子育て夢相談
　専門家による子育て相談です。
とき　２月１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  
図書館臨時職員を募集

雇用期間　４月１日（金）～９月30
日（金）※更新あり
就業時間　９時15分～18時
就業場所　市内の図書館
募集人数　若干名
賃金等　日額6,350円（別途交通費
支給あり）
募集要件　司書資格を有しパソコ

ン操作ができ、普通自動車免許所
持者
応募方法　履歴書に写真を貼付
し、龍野図書館へ持参又は郵送
後日、面接日を連絡します。
受付期限　２月17日（水）▲

龍野図書館（☎62-0469）

「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。

西はりまグリーンホームケア
センター（☎63-3101）
とき　３月５日（土）
北野工房のまちにてお箸作り
とクラフト体験（コインケース
又はキーホルダー作り）
集合場所　西はりまグリーン
ホーム
集合時間　９時

各語学講座の募集

中国語特別講座（初級）
とき 【第１回】２月４日・18日・
25日・３月３日（全４回毎木曜日）
【第２回】３月10日・17日・24日・
31日（全４回毎木曜日）
13時30分～14時30分

福祉医療費助成制度について
　福祉医療費助成制度（○老老人医療・○障重度障害者医療・○乳乳幼児等医療・○ここども医療・○母母子家庭等医療・○高高齢重
度障害者医療）の受給資格がある方は、以下の場合、届出を行うことで負担区分が変更になったり、現在、資格が停止中で
あっても認定になる可能性があります。
○所得の修正申告を行ったとき　○世帯員の異動があったとき　○加入している健康保険が変わったとき　
制度の助成を受けられない診療
○難病医療、特定疾患等の他の公費負担医療制度に係る診療
（ただし、乳幼児又はこども医療の受給資格者は払い戻し手続きができます。）
○医療保険の対象とならない自費診療、健康診断、入院の場合の部屋代差額、食事代、予防接種料等
○訪問看護
○学校の管理下での災害や負傷で、日本スポーツ振興センターの災害共済制度を利用した治療
医療費の払い戻し手続き時の注意
　補装具を作成した場合、10割負担で医療を受けた場合又は高額療養費が発生している場合は、事前に加入の医療保険
に療養費の申請を行い、その決定額通知を持参してください。　

▲

国保医療年金課（☎64-3240）、○新市民福祉課（☎75-0253）、○揖市民福祉課（☎72-2523）、○御市民福祉課（☎322-1451）
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ところ　産業振興センター２階会
議室
講師　呉

うー

 明
みんふぁ

華 氏
参加費　各3,000円（資料代等）
らくらく英会話（初級）
とき　２月４日・18日・25日・３
月３日（全４回毎木曜日）11時～12
時30分
ところ　はつらつセンター１階研
修室
講師　西川 奈穂 氏
参加費　3,500円（資料代等）
申込方法　電話受付（両講座とも）▲

市国際交流協会事務局（広報秘
書課内☎64-3140）

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

★パンづくり体験
とき　３月１日（火）10時～14時
募集人数　20名（先着順）
参加費　1,200円程度
★親子でかわいいキャラ弁たいけん
とき　３月５日（土）10時～14時
募集人数　20名（先着順）※小学生
以上
参加費　1,200円程度
★くぎ煮づくりと漁師料理体験①

とき　３月10日（木）10時～14時
募集人数　25名（先着順）
参加費　1,500円程度
★くぎ煮づくりと漁師料理体験②
とき　３月17日（木）10時～14時
募集人数　25名（先着順）
参加費　1,500円程度
★日本の美味めぐり体験（長野県）
とき　３月22日（火）10時～14時
募集人数　20名（先着順）
参加費　1,200円程度
持ち物（全ての体験で）　エプロン・
三角巾・手ふき・筆記用具・上履き
※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）

平成28年度「たつの市民
農業大学講座」受講生を募集

　農産園芸作物の栽培技術の習得
と生活文化の向上を図るため、たつ
の市民農業大学講座を開講します。
内容・募集人数（開催日）
農産園芸講座

①花き・樹木・果樹栽培コース
　30名（毎月第２土曜日）
②家庭菜園コース　30名
③ガーデニングコース
○初級30名（４・６・10・２月
第１木曜日）○中級30名（５・
７・11・３月第１木曜日）
④菊づくりコース　25名
※②④の開催日はお問い合わせく
ださい。

生活文化講座
⑤野菜料理コース
　24名（原則毎月第３水曜日）
⑥フラワーアレンジメントコース
　30名（毎月第２木曜日）
ところ　産業振興センター
参加費　無料（材料代等は実費）
申込期間　２月２日（火）～13日（土）
※日・月曜日・祝日を除く
※申込書は、産業振興センターに
設置
申込・問い合わせ先　産業振興セ
ンター（☎63-9961）

「ヤッホの森」を守る
ボランティアを募集

とき　２月28日（日）９時～
内容　道しるべとベンチの設置を
しながら散策
対象者　小学生以上で、健康で作
業ができる方（小学生は保護者同伴）
参加費　無料
募集人数　先着50名
募集期間　２月1日（月）～12日（金）
※詳細はお問い合わせください。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

お知らせ  
身体障害者相談

とき　２月12日（金）10時～12時
ところ　小宅公民館図書室、新宮
総合支所相談室
対象者　市内在住の身体障害のあ
る方又はそのご家族
相談員　身体障害者相談員
※事前予約不要。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）

　市内全ての家屋で下水道等が使用できるように整備を行っています。
　下水道は、皆さんの日常生活等で出た汚水を処理し、きれいな水に
して川や海に戻す役割があります。下水道への接続がお済みでない方
は排水設備指定工事店に依頼し、１日でも早い接続をお願いします。
たつの市全体の水洗化率は、93.19％で、各地区の状況は以下のとおり
です。

▼下水道課（☎64-3168）下水道接続のお願い

下水道等に異物・油脂類を流さないでください
　市内で下水道管のつまりによる被害が多発しています。
　下水道にキッチンペーパー等の異物やご家庭・事業所から排出され
る油を流すと、管のつまりの原因になります。油脂分はふき取り、普
通ゴミに出してください。　
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知的障害者相談

とき　２月８日（月）９時30分～15
時
ところ　揖保川総合支所１階相談室
対象者　市内在住の知的障害のあ
る方やそのご家族
相談員　知的障害者相談員
※事前予約不要。相談中の場合、
お待ちいただくことがあります。

▼地域福祉課（☎64-3204）

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　２月18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　２月12日（金）までに事
前に電話又はＦＡＸ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（☎6 4 - 3 2 0 4、
FAX63-0863）

若者就職サポート相談会

　仕事についての悩みを抱える若
者やその保護者等を対象に、無料
の個別相談会を実施します。
とき　２月17日（水）10時～、11時
～、13時～
ところ　産業振興センター（龍野
町堂本38-1）
相談機関　ひめじ若者サポートス
テーション
定員　３組（１組約50分）
申込方法　電話申込み（予約優先）

▼商工観光課（☎64-3156）

姫路地域
わかもの就職応援面接会

とき　２月19日（金）13時30分～15
時30分（受付12時30分～15時）
ところ　姫路キヤッスルホテル３
階鳳凰の間

対象者　平成28年３月卒業見込者
（高等学校卒業以上）、概ね35歳以
下の求職者
参加事業所　40社程度
※事前予約不要。履歴書持参。

▼ハローワーク姫路 学卒部門
（☎079-222-4690）

ノルディックウォークの
プロによる基礎講座

とき　２月13日（土）９時受付 
ところ　新宮スポーツセンター　
講師　藤川 真司 氏（ノルディッ
クウォークインストラクター）
定員　60名（先着順、定員になり
次第締切）
参加費　無料
申込方法　各体育館・スポーツセ
ンターにて受付（月曜日休館）

▼新宮スポーツセンター（☎75-
1792）

生活習慣病教室

とき　２月10日（水）14時30分～
ところ　たつの市民病院２階　　
大会議室

相談期間　２月16日（火）～３月15日（火）（土・日曜日を除く）
お知らせ　１　次の申告は龍野税務署で行ってください。
　　　　　　　①青色申告　②株式、不動産等の譲渡所得　③住宅ローン控除（初年度）　④消費税の申告
　　　　　２　所得税の還付申告は、申告期間前でも龍野税務署で受け付けています。

▼税務課（☎64-3145）

市・県民税申告相談

会  場 開設日 開設時間
市役所分庁舎ホール

２月16日（火）～３月15日（火）
９時～16時30分

揖保川総合支所ふれあいホール
新宮総合支所しんぐうホール ２月16日（火）～22日（月）・３月４日（金）～15日（火）
御津公民館実習室 ２月16日（火）、17日（水）・２月23日（火）～３月15日（火）

出
張
会
場

越部コミセン ２月23日（火）、24日（水）

９時～16時30分

※最終日は15時まで

揖保公民館 ２月24日（水）、25日（木）
誉田公民館 ３月２日（水）、３日（木）
揖西公民館 ３月８日（火）、９日（水）
神岡公民館 ３月10日（木）、11日（金）
室津センター ２月18日（木）、19日（金）

９時20分～16時30分

※最終日は15時まで
東栗栖コミセン ２月25日（木）、26日（金）
西栗栖コミセン ２月29日（月）、３月１日（火）
香島コミセン ３月２日（水）、３日（木）
岩見港公民館 ２月22日（月）

10時～15時30分総合隣保館 ２月26日（金）
誉隣保館 ３月１日（火）

※たつの市在住の方は、いずれの会場でも申告できます。
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消費生活 豆知識 Point☞

▼たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や情報取得などマイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や情報取得など
にご注意ください !!にご注意ください !!

★マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、訪問があった場合は、
　はっきりと断ってください。マイナンバーの詳細は

　　市　民　課　６４－３１４８
　　情報推進課　６４－３２０３　へお問い合わせください。

テーマ　「糖尿病と目の病気　～
白内障と緑内障について～」
講師　たつの市民病院視能訓練士
※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　２月20日（土）19時～21時
ところ　揖保川公民館
演題　「科学って文化？」（通算200

回記念）
講師　曽谷 紀之 氏（たつのあい
あい塾塾長）

▼揖保川公民館（☎72-2412）

冬の自然を楽しもう

とき　２月７日（日）10時～13時
ところ　市青少年館（龍野町富永）
内容　お話「植物の冬のすごしか
た」、樹木の冬芽の観察、ロゼット
の体験、クラフト作り等（豚汁つき）
参加費　300円（材料費）
持ち物　おにぎり、飲み物、筆記

用具、雨具
主催・申込先　ＮＰＯハート
ヴェルニ 茂

も

見
み

（☎090-6606-4302）

家庭不用品交換情報コーナー

※１月５日現在の登録品です。
※下線のものは有料（要相談）
「譲りたい品物」
〇アンパンマンスクーター
○ハローキティ三輪車
○ひな人形（七段飾り）
○２段ベッド
〇ギターアンプ（ACE TONE）
〇精米機
〇米用冷蔵庫
「譲ってほしい品物」
〇自転車（26～27インチ）
〇男の子用自転車（14～16イン
チ、22～24インチ）
○ベビーカー
○シルバーカー
○野菜作りの本
〇ドラムセット
※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）

工場立地法による緑地面積率などの緩和条例を制定しました
　工場用地の効率的な活用と企業立地を促進するため、「たつの市工
場立地法準則条例」により４月１日から緩和します。

緑地面積率等の基準

※上記を除く区域（播磨科学公園都市計画区域を含む）は、従来どお
りの緑地面積率等を適用します。

重複緑地面積算入率についても緩和しました

※重複緑地とは：生産施設の屋上に設置された緑地（屋上緑化）や、
芝生とブロック等を組み合わせた駐車場等、他の施設（生産施設や
駐車場等）と重複して設置された緑地のことです。

▼商工観光課（☎64-3156）

適用区域 工業地域・工業専用地域 準工業地域

緑地面積率 20％→５％ 20％→10％

環境施設面積率 25％→10％ 25％→15％

重複緑地面積算入率 緑地面積率の50％以下

行政を名乗り、口座番号を聞き出そうとする不審な電話

行政機関の職員を名乗り、資産情報を聞き出す女性が訪問

マイナンバーを管理すると言う勧誘電話



※12月16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＞
㈲中元設備工業　  （☎72-3415）
＜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～29日　増本商店
（☎322-0129）

ご冥福をお祈りします

休日・夜間水道
当番（緊急時）２月

三宅　辰美　新宮町平野 ９/６（87）
水井　正信　新宮町下野　  12/ ８（71）
福田美智子　御津町苅屋　  12/15（74）
菅原　實雄　揖保川町正條  12/15（87）
内海　平雄　龍野町富永　  12/21（81）
熊橋榮美子　新宮町千本　  12/21（86）
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人権相談

とき　２月10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）

今月の市税

市・県民税（普通徴収分）　
　第４期分
国民健康保険税（普通徴収分）
　第７期分
納期限　２月１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）

２月の行政相談

〈龍野〉
とき　２月９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　２月12日（金）13時～15時
ところ　新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき　２月16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　２月８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）
　２月の展示

　公民館サークル（パッチワー
ク・陶芸・木彫り・手書き友禅・
アンティークフラワー）、寺村久
男（干支画）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）
　２月の展示

　半田・神部・河内幼稚園児の作
品を展示します。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

  「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　２月の展示

　室津幼稚園３・４・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
〈２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）
13日（土）・20日（土）11時～11時20
分
『おててがでたよ』ほか
読書会（一般）
12日（金）10時～11時30分
『寄り添って老後』 沢村 貞子 著
こどもの本を読む会
４日（木）10時～11時30分
『ふたりのロッテ』 ケストナー 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）
８日（月）・21日（日）11時～11時20
分
『おおきなかぶ』ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
６日（土）・20日（土）・ 27日（土）10
時15分～10時45分
『はたらきもののじょせつしゃ け
いてぃー』ほか
揖保川図書館 （☎72-7666）
えほんのじかん
（３～５歳児、保護者）
13日（土）・20日（土）10時30分～10
時50分
『てぶくろ』ほか

おはなしのじかん（小学生以上）
13日（土）・20日（土）11時～11時30
分
「世界でいちばんきれいな声」ほか
読書会（一般）
19日（金）10時～12時
『スウ姉さん』 エレナ・ポーター 
著
御津図書館 （☎322-1007）
えほんのじかん
14日（日）・21日（日）
（１歳～４歳児、保護者）
11時～11時20分
『おおきなかぶ』ほか
（５歳児～）
11時30分～11時50分
『あひるのピンのぼうけん』ほか
読書会（一般）
17日（水）13時30分～15時30分
『かわいい自分には旅をさせよ』
浅田 次郎 著


