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高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
の申請書類を送付します
高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の支給対象になると思われる方に、４月上旬に
申請書類を送付します。
支給対象者 平成27年度臨時福祉給付金の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方（昭和27年
４月１日以前に生まれた方）
支給額 支給対象者１名につき３万円
※原則、平成27年１月１日に住民票がある市区町村から支給されます。
支給方法 原則、指定の金融機関口座への振込となります。
申請方法 申請書類に必要事項を記入・押印の上、確認書類を添付し窓口又は郵送で提出してください。
申請期限 ６月30日（木） ※土日、祝日は除く
申請先 高年福祉課臨時給付金担当（玄関ホール左）、各総合支所市民福祉課
▼

高年福祉課臨時給付金担当（☎64-3169）

▼

４月から、下記のとおり外来診
療を変更します。
【内科の外来診療】
（１）初診及び救急患者を担当する
診療体制を新たに設け、診療待ち
時間の短縮を図ります。
（２）新たに次の専門外来を開設し
ます。
循環器内科 毎週月曜日午後
呼吸器内科 毎週火曜日午後
【麻酔科・小児科の休診】
毎週月・金曜日午前の麻酔科、
毎週金曜日午前の小児科の診療
を、当面休診します。
たつの市民病院（☎322-1121）

チャイルドシート購入費用の
一部を助成します
対象者 満１歳未満の乳児と同居
し養育する市内在住の保護者
対象となるチャイルドシート

家庭で井戸水をご利用の方へ
家庭で井戸水を利用されている
方は、下水道の使用水量を家族の
人数と使用箇所により認定してい
ます。
転入、転出等で家族の人数が変
更、リフォーム等で井戸水の使用
箇所が変更になった場合は、下水

道使用料が変わることがあります。
また、新たに井戸水を使用、廃
止したときも届出が必要です。井
戸水等使用（変更・廃止）届の提出
をお願いします。
下水道課（☎64-3168）

▼

たつの市民病院の外来診療
変更のお知らせ

国土交通省の定める安全基準を
満たしたもので、乳児のために購
入したもの（中古品・譲渡品を除
く）※出生前に購入したものも対
象となりますが、購入後、６か月
以内に申請していただく必要があ
ります。
助成金額 購入費用（税込）の２分
の１以内（上限１万円）
手続きに必要なもの 印鑑、申請
者名義の振込先の分かるもの、領
収書及び取扱説明書の原本
※詳細はお問い合わせください。
児童福祉課（☎64-3153）
新
○市民福祉課（☎75-0253）
揖 市民福祉課
（☎72-2523）
○
御 市民福祉課
（☎322-1451）
○

「広報たつのお知らせ版」
デザイン変更のお知らせ
毎月10日発行の「広報たつの」
は右綴じ、25日発行の「広報たつ
のお知らせ版」は左綴じで発行
していましたが、
「保存しやすい
ように統一してほしい」という
ご意見を多数いただいており、
４月号から「広報たつのお知ら
せ版」のデザインを変更し、右
綴じで発行していきます。
これからも市民の皆さんに
とって見やすい・読みやすい広
報誌づくりを行っていきますの
で、ご理解いただきますようお
願いします。
広報秘書課（☎64-3211）

▼

政

▼

行

広報たつの３月号 1

お花見交流会〜ペタンクや
英語紙芝居で楽しみましょう〜

▼

とき ４月10日（日）10時〜15時
ところ 新宮八幡神社（新宮町新宮）
参加費 500円（小学生以下は無料）
申込方法 電話受付
市国際交流協会事務局（広報秘
書課内☎64-3140）

新宮カメラ教室 写真展

▼

平成27年度生涯学習講座「カメラ
教室」
修了生の写真展を開催します。
とき ４月16日（土）〜24日（日）
９時〜16時
ところ 兵庫県立先端科学技術セ
ンター展示室
新宮公民館（☎75-0922）

「子育てつどいの広場」
イベント情報
わくわく親子講座
「千代紙うろこのこいのぼり作り」

▼
▼

第45回龍野美術協会展
とき ３月27日（日）〜４月３日
（日）10時〜17時（最終日は16時ま
で）※３月28日（月）は休館
ところ 市青少年館ホール
部門 日本画・洋画・書道・工
芸・写真

光都チューリップフェア

約４万本の６色18種類の
チューリップを鑑賞できます。

とき ４月９日（土）〜28日（木）
※開花状況により変更。詳細は、ホーム
ページをご覧ください。
開園時間 ９時〜17時
ところ 光都チューリップ園
▼

播磨高原広域事務組合総務課（☎0791-580575、ホームページ http://www.harimakogen.jp）

2 広報たつの３月号

たつの皮革直売会
〜若手皮革業者による
皮革素材・製品直売会〜
播州皮革工業協同組合、沢田皮
革協同組合の若手皮革業者が天然
皮革素材・製品を低価格で販売し
ます。
とき ４月16日（土）、17日（日）
10時〜16時
※16日（土）10時〜オープニングイ
ベントあり
ところ 播州皮革工業協同組合
（誉田町広山64）

播州皮革工業協同組合（☎623611）

▼

イベント

龍野美術協会（☎宮本72-5102）

▼

▼

繊維工業などの９業種の特定の
産業について設定されている最低
賃金が改正されています。対象業
種、時間額など、詳しくは兵庫
労働局のホームページ（http://
hyogo-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp）をご覧になるか、下
記へお問い合わせください。
兵庫労働局労働基準部賃金課
（☎078-367-9154）

とき ４月12日（火）10時30分〜
ところ 御津総合支所２階
御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
「おたのしみ広場」
とき ４月22日（金）10時〜
ところ 新宮子育てつどいの広場
及び宮内遺跡公園
内容 裏ワザメロンパン作りと散
策（実費徴収）
新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
作ってあそぼう「ペットボトルこ
いのぼり」
とき ４月22日（金）10時〜
ところ 揖保川公民館２階
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「革を使って作る壁掛けこいのぼ
り」
とき ４月27日（水）10時〜
ところ はつらつセンター２階
材料費 実費徴収
※要事前申込（電話可）
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
４月の絵本の読み聞かせ
揖保川：13日（水）11時〜
新 宮：19日（火）11時〜
御 津：19日（火）11時30分〜
龍 野：20日（水）11時〜
▼

兵庫県の特定（産業別）
最低賃金が改正されました

御津…079
▼

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

第９回 世界の梅公園
ミュージックフェスティバル
梅と潮の香りとともに陽気な音
楽をお楽しみください。
とき ４月24日（日）10時〜15時30分
※小雨決行、雨天中止
ところ 世界の梅公園
入場料 無料
内容 播磨各地から20音楽グルー
プが出演、模擬店、フリーマーケッ
トなど
主催・問い合わせ先 同実行委員
会（守谷☎322-2731）

『オープンガーデンinしんぐう』
丹精こめて育てた新宮地域の花
壇を、今年も公開します。
開催期間 ４月10日（日）〜24日（日）
※期間以外も公開。詳しくは各花
壇へお問い合わせください。
出展花壇（場所）
・ささの庭・花ゆらり（新宮町下
笹834-１）
・ちづちゃんの花園（新宮町上笹
1189）

めの会議を設置しており、委員の
募集を行います。
対象者 コミュニティバス等の地
域公共交通に興味、関心があり、
年数回平日に開催される会議に参
加できる御津地域在住の18歳以上
の方（バス、タクシー事業者及び
その関係者を除く。）
募集人員 １名
応募方法 履歴書（市販）を持参又
は郵送
応募期間 ４月25日（月）必着
選考方法 書類審査後、選考会（面
接）を行います。
申込先 企画課（☎64-3141）

▼

ラス部）○13時45分〜文化講演会
演題 『治安維持法時代の哲学―
三木清の「問い」―』
講師 永野 基綱 氏（和歌山大学
名誉教授）
聴講料 無料
霞城館（☎63-2900）

▼

霞城館 三木清特別展

▼

とき ４月１日（金）〜５月５日
（木・祝）９時30分〜17時（入館は
16時30分まで）
ところ 霞城館１階ホール
内容 戦後70年を終えて、本市名
誉市民の哲学者三木清の死がきっ
かけとなって治安維持法が撤廃さ
れるなど激動の昭和史に足跡を遺
した三木清のヒューマニズムと遺
したものをパネル等で紹介します。
入館料 一般200円、小中学生100円
霞城館（☎63-2900）

文化講演会＆ミニコンサート
とき ４月23日（土）13時30分〜15
時15分
ところ 霞城館２階ホール
内容 ○13時30分〜ミニコンサー
ト（兵庫県立太子高等学校Ｊコー

募

集

地域公共交通会議委員の募集
地域のニーズに応じたコミュニ
ティバス路線の見直しや、デマン
ド交通の導入をはじめとした地域
公共交通の再編などを協議するた

春の全国交通安全運動
【スローガン】 やさしさと

危機管理課（☎64-3219）

▼

・ミセス・ヨーロピアンガーデン
はしもと（新宮町上笹694）
・杜のガーデン（新宮町篠首2181-1）
・ガーデン苅尾（新宮町善定383-1）
・花の輪（新宮町香山1352-４）
※各花壇とも駐車場に限りがありま
す。路上駐車はご遠慮ください。
新 地域振興課
（☎75-0251）
○

笑顔で走る

兵庫の道

運動期間 ４月６日（水）〜15日（金）
推進テーマ ・みんなでつくる 通学路の交通安全
・思いやる 気持ちで守る 高齢者
運動の基本 「子供と高齢者の交通事故防止」
運動の重点 ・自転車の安全利用の推進
・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
・飲酒運転の根絶 ・夕暮れ時の交通事故防止
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。

「龍野さくら祭」のため、コミュニティバス「龍野循環ルート」の停車場所とダイヤを変更
迂回運行：４/２（土）、９（土）、16（土）
龍野橋・下川原・龍野小学校前・中霞城・龍野公園前バス
停
（●印）
には停車しませんのでご注意ください。
▼

企画課
（☎64-3141）
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時刻表（運賃：100円 小学生未満無料）
8:45 11:35 13:35 15:00 17:00
11:37 13:37 15:02 17:02
11:38 13:38 15:03 17:03
8:48 11:39 13:39 15:04 17:04
8:50 11:41 13:41 15:06 17:06
8:51 11:42 13:42 15:07 17:07
8:52 11:43 13:43 15:08 17:08
8:53 11:45 13:45 15:10 17:10
8:54 11:46 13:46 15:11 17:11
8:55 11:47 13:47 15:12 17:12
8:56 11:49 13:49 15:14 17:14
8:57 11:51 13:51 15:16 17:16
9:00 11:55 13:55 15:20 17:20
9:01 11:57 13:57 15:22 17:22
9:02 11:58 13:58 15:23 17:23
9:03 11:59 13:59 15:24 17:24
9:04 12:00 14:00 15:25 17:25
9:05 12:01 14:01 15:26 17:26
9:06 12:02 14:02 15:27 17:27
9:07 12:03 14:03 15:28 17:28
9:08 12:04 14:04 15:29 17:29
9:10 12:06 14:06 15:31 17:31
9:11 12:07 14:07 15:32 17:32
9:12 12:08 14:08 15:33 17:33
9:17 12:13 14:13 15:38 17:38

φ

バス停名
本竜野駅
堂本
はつらつセンター前
四箇
市役所前
兵庫県龍野庁舎前
龍野橋東詰
川原町
日山（新大橋西詰西）
龍野西中学校前
小神東
龍野公園前【臨時】
国民宿舎赤とんぼ荘
龍野公園前【臨時】
小神東
龍野西中学校前
日山（新大橋西詰西）
川原町
龍野橋東詰
兵庫県龍野庁舎前
市役所前
四箇
はつらつセンター前
堂本
本竜野駅
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

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。
御津在宅介護支援センター
（☎324-0767）
とき ５月13日（金）
新舞子ガーデンホテルにて昼食会
集合場所 現地集合
集合時間 11時30分
くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-9002）
とき ５月25日（水）
京都亀岡保津川下りと嵐山散策
集合場所 桑の実園北駐車場
集合時間 ９時15分

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集
★たけのこ掘りと料理体験
とき ４月19日（火）９時30分〜14時
募集人数 20名（先着順）
持ち物 軍手・エプロン・三角
巾・手ふき・筆記用具・上履き

参加費 1,500円程度
★春の漁師料理体験
とき ４月21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 1,200円程度
★玉葱収穫とおいしいオニオン料
理体験
とき ５月10日（火）９時30分〜14時
募集人数 20名（先着順）
持ち物 軍手・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、体験、研修
に利用できます。
道の駅みつ体験学習室（☎3228020）※水・日・祝日は休館日

▼

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

御津…079

2016光都ふれあいウォーク
参加者を募集
とき ４月29日（金・祝）８時30分
集合 ※雨天中止
※西播磨フロンティア祭（芝生広
場）も同日開催

集合場所 兵庫県企業庁播磨科学
公園都市太陽光第１発電所（新宮
町光都２丁目）
コース 播磨科学公園都市内（約
２時間）
持ち物 タオル・帽子・飲み物等
申込方法 電話又はFAX（住所・
氏名・年齢・電話番号が必要）で
お申込みください。
申込締切 ４月15日（金）17時
申込先 播磨高原広域事務組合総
務課（☎0791-58-0575、FAX079158-0002、ホームページ http://
www.harimakogen.jp）

国税職員の募集
受験資格
１．昭和61年４月２日〜平成７年
４月１日生まれの方
２．平成７年４月２日以降生まれの
方で、①大学を卒業した方及び
平成29年３月までに大学を卒業
する見込みの方②人事院が①と
同等の資格があると認める方
第１次試験日 ５月29日（日）
試験地 京都市、大阪市
受付期間 ４月１日（金）〜13日（水）
申込方法 インターネット
試験の程度 大学卒業程度
試験種目 基礎能力試験、専門試

再生可能エネルギー発電設備の設置の際は届け出てください。
（大規模な太陽光発電等）
市内における太陽光などの再生可能エネルギー発電設備の設置を適切に誘導することにより、住環境へ
の配慮と自然環境の保護に努め、良好な生活環境の保全に寄与するため、
「たつの市再生可能エネルギー発
電設備設置事業指導要綱」を平成28年２月16日から施行しています。設置事業者の方は、この要綱に基づ
く届出と、
設置に当たっての事故、
公害等の防止並びに周辺住民等との良好な関係を保つようお願いします。
届出の対象となる設備
太陽光、風力などの再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備を対象とします。た
だし、建築物等の屋根又は屋上に設置するものは除きます。
届出の対象となる事業規模
①設置場所の土地の合計面積が、1,000㎡以上
②施工済又は施工中の設置事業と一体をなすと認められる設置事業で、その設置場所の土地の合計面積
が、1,000㎡以上
③発電設備の高さが、13ｍ以上
必要な手続き
設置事業に着手する30日前までに、
「 発電設備設置事業届出書」に規定の書類を添えて届け出てくださ
い。なお、届け出前に、設置事業の施工内容等について、周辺住民等への説明会等を開催し、理解を得る
ものとします。
届出・問い合わせ先 環境課（☎64-3150）
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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）

学習教材の契約は慎重に !!

「無料の学力テスト」や「英会話の体験
レッスン」を受けた後に、魅力的な特
典サービス付きの教材を購入。

●一度に高額な教材を大量に購入することはト

ラブルのもとです。
●子どもが途中で嫌になり教材が無駄になるこ

・・・購入後・・・
「効果が無い」
「業者の対応が悪くなった」

相談は予約制です。当日は予約
された方を優先しますので、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 ５月26日（木）10時〜15時
ところ 市役所分庁舎２階第５会
議室
相談員 姫路年金事務所職員
予約受付期間 ４月26日（火）〜５
月23日（月）
（ 土・日曜日、祝日は
除く）８時30分〜17時
予約申込先 国保医療年金課（☎
64-3240）
※総合支所では受付していません。
※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。

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。一人
で悩まず、専門家に相談してみま

▼

出張年金相談

生活習慣病教室
とき ４月13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 高齢者と運動について
講師 たつの市民病院理学療法士
※事前予約不要
たつの市民病院（☎322-1121）

▼

お知らせ

せんか。
とき ４月20日（水）13時30分〜
16時30分
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 事前に電話でお申し込
みください。
（予約優先）
商工観光課（☎64-3156）

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 ４月16日（土）19時〜21時
ところ 揖保川公民館
演題 「ふるさと創生」
講師 栗原 一 氏（たつの市長）
揖保川公民館（☎72-2412）

▼

▼

験（多枝選択式、記述式）
合格発表日 ６月28日（火）９時
※採用予定数は、人事院ホーム
ページでご確認ください。
龍野税務署総務課
（☎62-0282）、
大阪国税局人事第二課（試験係）
（☎06-6941-5331）

その場で契約するのはやめましょう。

三世代ふれあい
全市一斉清掃にご参加ください
市と連合自治会が中心となり、
４月から７月にかけて地域ごとに

一斉清掃を行います。
清掃により地域の環境美化を図
るとともに、世代間、地域間で交
流を深め、ごみを捨てない心を育
てます。
各地域の取り組みについては、
各自治会からお知らせします。
総務課（☎64-3142）

▼

たい」などの相談が発生しています。

●魅力あるセールストークで契約を迫られても、

家庭不用品交換情報コーナー
※３月９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」
○ベビーベッド
○ベビー用ハイ＆ローチェア
○２段ベッド
○木製ベビーチェア
○五月人形 鎧兜飾り
○オーディオスピーカー
○ギターアンプ
○ドラムセット
「譲ってほしい品物」
○龍野西中学校 体操服上下（M・
L寸、夏・冬用）
○シルバーカー
○FAX付き電話機
○ローラーブレード
※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）
○
▼

「市販の安価な教材と同じだった。解約し

とも考えられます。

広報たつの３月号 5

納税には口座振替が便利です

▼

金融機関へ行く手間が省け、納
期限を気にすることなく納めるこ
とができる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。詳細は税務課へお問い
合わせください。
税務課（☎64-3144）

人権相談

▼

とき ４月13日（水）13時〜15時
ところ 御津総合支所２階相談室
人権推進課（☎64-3151）

４月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき ４月12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 ４月14日（木）13時〜15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき ４月26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 ４月11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）
４月の展示
自主活動グループ（新宮中央短
歌・あすなろ短歌・薫風）、こど
も吟道クラブ、光陽会（水彩画）の
作品を展示します。

6 広報たつの３月号

▼

ふれあい橋ギャラリー
（JR 竜野駅跨線橋）
４月の展示
揖保の郷といぼがわ荘の利用者
による作品を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

▼

▼

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）

新宮公民館（☎75-0922）

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
４月の展示
じょうせんこども園５歳児の絵
画を展示します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

▼

納税相談

0

図書館からのお知らせ
〈４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）
９日（土）
・16日（土）11時〜11時20
分
『くだもの』ほか
読書会（一般）
８日（金）10時〜11時30分
『何があっても大丈夫』櫻井 よし
こ著
こどもの本を読む会
14日（木）10時〜11時30分
総会

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん（２〜４歳児、保
護者）
11日（月）
・17日（日）
・25日（月）11
時〜11時20分
『たまごのあかちゃん』ほか
おはなしのじかん（５歳児〜）
２日（土）
・９日（土）
・16日（土）
・
23日（土）
・30日（土）10時15分〜10
時45分
「うさぎとひきのもち争い」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん（３〜５歳児、保
護者）
９日（土）
・16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）

９日（土）
・16日（土）11時〜11時30
分
『かもさんおとおり』ほか
読書会（一般）
15日（金）10時〜12時
年間計画作成

御津図書館（☎322-1007）
えほんのじかん
10日（日）
・17日（日）
（１歳〜４歳児、保護者）
11時〜11時20分
『もりのおふろ』ほか
（５歳児〜）
11時30分〜11時50分
『ジャムつきパンとフランシス』
ほか
読書会（一般）
20日（水）13時30分〜15時30分
『海の翼』秋月 達郎 著

４月

休日・夜間水道
当番（緊急時）

＜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 ミツバ商事㈱
昼間（☎322-1245）
夜間（☎322-2485）
11日〜20日 増本商店
（☎322-0129）
21日〜30日 勝間設備㈱
昼間（☎322-2488）
夜間（☎322-1355）

ご冥福をお祈りします
※２月16日〜 29日届出分で、掲載に
同意を得ている方々です。
（敬称略）
名

前

津田 梅子
高野 光子
猪口 敏治
岸本ちづ子

住

所

御津町室津
龍野町片山
御津町黒崎
龍野町中井

死亡月日 （年齢）
１/29（90）
２/14（97）
２/20（55）
２/21（68）

