
生活情報 Information

　五輪窯は衰退していた滝呂窯業を復興させるため、文久2年（1862）
に松原領衛、柴田善八、柴田鶴助によって築かれました。
　「五輪窯紀念碑」はこの3人の功績を讃えるため、明治34年（1901）に
建立されたものです。碑文には、3人の先見の明を讃える表現が見られ、
常に先進の技術を取り入れ、新しい方向性を志してきた滝呂窯業の特徴
が表われています。 

文化財み～つけた五輪窯紀念碑（滝呂町6丁目）
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 多治見市地方活力向上地域における固定資産税の
 課税免除に関する条例の一部改正について

 ■ 期　間　3月8日（火）～4月8日（金）
 ■ 問合せ　企業誘致課　☎22-1264

 町区域の変更申請について(多治見住吉区画整理事業)  ■ 期　間　3月9日（水）～4月8日（金）
 ■ 問合せ　総務課　☎22-1422

 公益通報者保護法の改正への対応について  ■ 期　間　3月16日（水）～4月15日(金)
 ■ 問合せ　総務課　☎ 22-1422　

 多治見市行政財産の目的外使用に関する
 使用料徴収条例の一部を改正するについて

 ■ 期　間　3月25日（金）～4月25日（月）
 ■ 問合せ　総務課　☎22-1422

 多治見市役所の位置を定める条例の一部を
 改正するについて

 ■ 期　間　3月28日（月）～4月27日（水）
 ■ 問合せ　総務課　☎22-1422
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※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を
　中止・延期など変更する場合があります。

講座

団地名 構造・間取り 募集戸数
旭ケ丘第2 中層耐火４階建・３ＤＫ 7戸程度

高根 中層耐火４階建・３ＤＫ 4戸程度

国京 中層耐火3階建・2ＤＫ 1戸程度

総人口 世帯数

募集

FAX

募集
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※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を
　中止・延期など変更する場合があります。

17

介護保険料の納付通知書などを
送付　

市に提出する申請書等への
押印について

高齢福祉課　介護給付グループ　☎︎ 23-5211 

固定資産税・都市計画税の
納税通知書を送付

総務課　安藤（佳）　☎︎22-1111(内線1439)

■問合せ 税務課資産税グループ　☎︎ 23-5832

　市の行政手続を、市民の皆さまにとってより利用し
やすいものとするため、市に提出していただく申請書
等への押印の見直しを行いました。
　令和４年１月から、順番に申請書などの様式を変更
しています。手続の種類により、押印が不要となる場
合、押印が引き続き必要な場合がありますので、書類
の提出先の担当課へお問い合わせください。  

　仮算定による納付通知書（4～7月分）を4月中旬に
送付します。正式な介護保険料（本算定額）は令和4年
度の住民税決定後に決定し、仮算定額との調整を
行ったうえで8月中旬に納付通知書を送付します。

　第１期と全期前納の納期限は5月2日（月）です。 

　4、6、8月（ 仮算定期間 ）の保険料は原則2月分と
同額での徴収となり、通知書は送付しません。4、6、
8月分と10、12、2月分（ 本算定期間）の保険料の差
額が大きくなる方には、保険料を平均化した仮徴収
額変更通知書を送付します。

継続して年金特別徴収の方（年金天引きによる納付）

普通徴収の方（納付書または口座振替による納付）

■問合せ

マイナンバーカードの
ネット予約開始

市民課　和田　☎︎ 23-5542
令和3年4月以降に申請した方

　マイナンバーカードの受け取り予約が、従来の電話予約
に加え、インターネット予約もできるようになりました。 
※予約日の前日、当日の予約、変更は直接市民課へお電話ください。
■対　象
■問合せ

■問合せ

令和４年４月１日から

多治見市全域 市街化調整区域の一部 

都市計画法の改正により災害のおそれのある区域での開発規制が強化されました

自己の居住用に供する住宅の開発行為以外のすべての
開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域
に含むことができなくなりました。 南姫、根本、小泉地域の市街化調整区域の一部にお

いて、「多治見市市街化調整区域における開発行為
の許可の基準に関する条例」により区域を指定し
開発許可の基準を緩和しています。
　今回その緩和区域から、原則、災害リスクの高い
災害レッドゾーンや土砂災害警戒区域などの災害
イエローゾーンが除外されました。

災害レッドゾーンにおける開発が原則禁止
となりました。 

条例で指定した開発許可基準の緩和区
域から災害リスクの高いエリアが除外
されました。

災害
レッドゾーン

土砂災害特別警戒区域

地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域

災害危険区域

開発許可に関すること 開発指導課　大脇、森　☎ 22-1331

条例区域の指定に関すること 都市政策課　原、藤田　☎ 22-1321

土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、
急傾斜地崩壊危険区域に関すること 多治見土木事務所　☎23-1111（代表）

災害危険区域に関すること 東濃建築事務所　☎ 23-1111（代表）

行政

行政

行政

行政
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新型コロナワクチン３回目接種を進めています

市外で接種してから転入した方 小児（5～11歳）への
新型コロナワクチンの接種について

～接種券付き予診票が届いた18歳以上の方は予約してください～

接種券付き予診票が届かない場合は、コールセンターへ問い合わせください。

【市内指定医療機関で予約】

【公共施設等での集団接種で予約】 電話またはインターネットで予約してください。（受付時間は予約時に指定）

※ワクチン接種は、本人の意思に基づき実施するものです。
※３回目接種は、２回目接種から６カ月以上経過、接種日時点で18歳以上の方が対象です。

〇：どなたでも予約可　△：通院中の方のみ予約可　印なし：１回目、２回目の接種を受けた方のみ接種可

①コールセンターへ電話　8：30～17：00（平日）　☎︎ 23-5552(直通)、22-1111(代表)内線 2450～2455 
②インターネット　予約サイト：https://www.v-rev-tajimi.jp/

問い合わせはコールセンターへ
多治見市コロナワクチン接種コールセンター　8：30～17：00（平日）
☎︎  23-5552（直通）、22-1111（代表）内線2450～2455　

　他市区町村が発行した接種券で２回目の接種を受けた後
に多治見市へ転入した方は、３回目接種用接種券の交付を
申請してください。詳しくはホームページをご覧ください。

　接種希望の方は、郵送された案内文書に記載され
ている医療機関に予約してください。 

NO  医療機関名 ☎︎
1  ○安藤クリニック  050-5212-5056
2  　池庭医院  22-1819
3  ○市之倉診療所  22-3811
4  ○いちはらこどもクリニック  24-3411
5  ○いながけ医院  45-0077
6  ○うすい整形外科  43-3600
7  ○太田医院   22-0037
8  　おおむらクリニック  25-0166
9  ○おかざきまりこクリニック  27-1200
10  △岡山内科・消化器科クリニック  21-1717
11  ○笠原診療所はっとり医院  28-2261
12  ○かとうだいきクリニック  26-8200
13  △希望ヶ丘クリニック  090-1744-8520
14  　こいずみ岸川クリニック  27-2481
15  ○後藤医院  43-2014
16  ○小西クリニック  43-2188
17  　小林医院  27-5312
18  △サニーサイドホスピタル  080-3724-2500
19  　精華医院  090-9184-3623
20  　高羽クリニック  23-5515
21  ○たじみすいみんクリニックNEW  56-7837
22  ○多治見スマートクリニックNEW  21-1770

２回目接種終了月  ３回目接種券発送時期（予定）
令和３年11月  令和４年４月下旬
令和３年12月  令和４年5月下旬

NO  医療機関名 ☎︎
23  　タジミ第一病院  22-5131
24  ○たじみ内科  22-2333
25  ○中央クリニック  080-9726-3214
26  　豊岡医院  21-2868
27  ○仲西クリニック  29-1181
28  ○中村こどもクリニック  24-1717
29  ○西尾クリニック   24-0689
30 　根本外科医院  27-2821
31  ○のむら・笠原クリニック  クリニックホームページから

32  ○浜田・浅井医院  22-0522
33  ○林かつひこ内科・循環器科  20-2002
34  ○林内科クリニック  25-7755
35 　はら内科クリニック  28-3223
36  ○光ヶ丘クリニック  21-0510
37  ○前川ファミリークリニック  22-0682
38  ○まえかわペインクリニック  28-2010
39  ○松下クリニック  26-7890
40 　水田クリニック  090-8283-3158
41  ○むらせクリニック  22-8499
42  ○横田耳鼻咽喉科  21-2133
43 　 わたなべクリニック  26-8666
44  ○水谷心療内科NEW  23-8411

※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を
　中止・延期など変更する場合があります。



















健康・スポーツ情報 Health＆Sports
※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を中止・延期など変更する場合があります。

☎ 23-5025保健センター　
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公共施設予約システムをリニューアル！

～施設利用までの流れ～

～注意事項～

施設名 予約受付開始日 インターネットでの申込期限

～予約申込・利用料金の主な窓口～ 受付時間 TEL

・予約する月の3か月前の1～ 8日(抽選)※１
・予約する月の3か月前の10日～ (空きコマ)※１

学校開放施設
・体育館、グラウンド、武道場
 など

体育館、テニスコート、
運動広場、野球場、弓道場

・予約する月の1か月前の1～ 18日（調整）
・予約する月の1か月前の20日（抽選）
・予約する月の1か月前の22日（空きコマ）※２

利用の２日前

※１新型コロナウイルス感染症対策の為、しばらくの間予約受付開始日を1か月前としています。 
※２学校開放施設の予約受付開始日は土日、祝日により変更になる場合があります。 

利用者登録1

2

3

①登録申請書提出　②本人確認書類の提示　③利用者登録カード交付

予約申込

利用料金

感謝と挑戦のTYK体育館　※火曜休み（祝日を除く）
星ケ台管理事務所
笠原体育館

市役所本庁舎　１階文化スポーツ課　※平日のみ
市役所駅北庁舎　１階市民課　※平日のみ

9:00 ～ 21:00
9:00 ～ 19:30
9:00 ～ 21:00
9:00 ～ 17:00
9:00 ～ 17:00

22-4111
22-2564
43-6285
22-1191
23-5731

学校開放
施設も追加！

①インターネットで施設の空き状況確認　②予約入力
③施設側で予約内容の審査後、確認メールを受信

①利用者登録カード提示、確認　②利用申請書署名　③利用料金納付、許可書受取

※申込日から14日以内（利用日までに14日に満たないときは利用の当日（学校開放施設は前日）まで）
　に利用料金を納付
※年末年始などの休みあり
※各地区事務所、市立公民館でも予約申込・利用料金の支払い可（学校開放施設の利用については利用料
　金の支払のみ可）
【学校開放施設を利用する場合】
スポーツ施設とは別に事前登録、ログインIDが必要（要事前問い合わせ。登録受付窓口は文化スポーツ課のみ）

インターネットで市内スポーツ施設、学校開放施設の
空き状況の確認や予約ができます。

運動不足の解消や健康増進のために、グループやご家族などでぜひご利用ください。

文化スポーツ課　スポーツ振興グループ　☎ 22－1191問合せ、登録受付窓口　 

　　　　　●２４時間３６５日いつでもどこでも予約申し込みできます
　　　　　●パソコン・・・・・・・・・・・・・「多治見市公共施設」で検索
　　　　　●スマートフォン・・・・・・・・・・・・・右のQRコードから
　　　　　＊施設の申込方法、利用方法、料金、附属施設など、詳細はお問い合わせください

公共施設
予約システム

※学校開放の登録カードは即日交付できません。

Information
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