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information

美和勇夫法律事務所美和勇夫法律事務所

「弁護士日誌」連載45年
東濃新報

離婚・相続・遺言・
破産などの民事法律問題
逮捕・弁護などの刑事事件

弁護士 美和勇夫

多治見市上野町4-29
で

で
（おもしろく読めます）

楽しく為になる
ホームページを
ご覧下さい。

弁護士 吉村光太
岐阜県弁護士会所属-0572 23 3904-

美和勇夫法律事務所

弁護士美和のブログ

自転車出張修理致します
・急なパンク、夜お店が閉まっている
・お店まで自転車を持っていけない

出張修理の自転車屋さん
営業時間 18：00～22：00（月～金）

8：00～22：00（日）

電　　話　090-6363-3196
https://9696cycle.com
修理予約等は電話、ＬＩＮＥよりお問い合わせ下さい

（土曜定休）

お困りの方、整備資格を持ったスタッフが出張修理いたします

駅北庁舎休日開庁日 8月
市民課　保険年金課
8月28日(日)
開庁時間　8：30～17：15

駅北立体駐車場をご利用ください。

のことならご相談ください

ビアンカ居宅介護支援事業所
ビアンカデイサービスセンター
ビアンカヘルパーステーション
多治見市上山町1-97-2　TEL0572-21-2150

・ヘルパーさんを頼みたい
・デイサービスに行きたい
・介護保険で住宅改修したい
・ベットをレンタルしたい

主任ケアマネ
井澤

サ責
川上

相談員
各務

西尾

介護

☆相談無料

申込期間　　7月25日(月)～8月19日(金)まで
申込方法　　受験要項に記載のある提出書類を郵送(8月19日(金)必着)
一次試験日　9月18日（日）
試験場所　　産業文化センター ほか
試験内容　　●一次試験　基礎能力検査、適性検査、小論文試験、体力試験（消防のみ）
　　　　　　※9月28日（水）に口述試験(消防のみ）を予定
　　　　　　●二次試験　口述試験(一次試験合格者のみ）
　　　　　　●三次試験　口述試験(技能労務職で二次試験合格者のみ）　

※詳細は、市ホームページ掲載の受験要項をご覧ください(本庁4階人事課、駅北庁舎1階、地区事務所窓口でも配布) 

・平成13年4月2日以降に生まれた人
・最終学歴が学校教育法に基づく高等学校を卒業した人または令和5年3月
  31日までに卒業する見込みの人
・採用後多治見市に在住できる人（住所要件は、原則として在職中継続します）

・昭和47年4月2日以降に生まれた人
調理員

消防

道路
業務員

1人程度

1人程度

1人程度

高卒（初級）

技能労務職

採用区分 職種区分 受験資格（下記の要件を全て満たすこと。性別は問いません） 採用予定人員

問 人事課　岡安、葉名尻　☎ 22-1394(直通)　〒507-8703　日ノ出町2-15

５年４月１日付で採用する職員を募集します令
和
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Information

会員募集中！
人生を健康に過ごすために
60歳以上のみなさん！
一緒に働きましょう ！

お問い合わせ：（公社）多治見市シルバー人材センター

電話：２３-６６７７
住所：多治見市池田町２-１０３

子どもの権利普及推進員の募集

多治見市子どもの権利に関する条例に基づいた子どもの権利の広報・普及
おとどけセミナーなどによる子どもの権利の広報・普及
その他子どもの権利施策推進事務（子ども会議の企画・運営など） 

令和4年10月1日から令和5年3月31日まで（勤務評定により、次年度以降1年毎に再度の任用あり）

185,639 円

週5日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）ただし、月に1回程度休日出勤あり
9：00～16：00（休憩１時間）

・子どもの権利に関する知識、理解があり、子どもの主体的参加を支援できること。
  高等学校卒業以上。保育、児童福祉など子どもに関する勉強をされている方。
・普通自動車運転免許を取得していること。
・パソコン（エクセル、ワード、パワーポイント）の操作ができること。

職務内容

募集期間

任用期間

勤務時間

採用条件

報酬月額

8 月 15 日（月）必着

問 くらし人権課　今井 　☎ 22-1128

多治見市子どもの権利に関する条例に基づいた子どもの権利の広報・普及活動を行う職員を募集します。

9

各種お問い合わせは、
ポリテクセンター岐阜へ

「金属加工技術科」、「建築ＣＡＤインテリア科」
「機械加工技術科」

9
6

815 56
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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。

市之倉1・2、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜
市之倉3・4、姫1市営
市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1、笠原町神戸
高根、旭ケ丘1・2・6～9、姫1、笠原町神戸

東栄、大薮

滝呂12～14、田代、緑ケ丘、大正、平野、星ケ台、
上山、大畑、坂上、小田、笠原町西ケ平、笠原町平園
大畑、姫2・3、下沢、本、上、金山、中、新、御幸、
広小路、栄、新富、山下、笠原町平園

廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮、笠原町草口

1

2

5

6
7
8
9

12

13

14

15

16

木

金

月

火
水
木
金

月

火

水

木

金

8月後半の予定 9月前半の予定
8月　収集地区

●くみ取り依頼など  笠原町以外…多治見市衛生公社  ☎ 22-6306　笠原町…笠原環境クリーン  ☎ 43-4455
●転居、転入出など異動が生じた場合…上下水道課  ☎ 22-1230 ●収集日は事情により変更になることがあります。 
※下水道供用開始地域のくみ取り世帯は、下水道への切り替えを早急にお願いします

＜し尿汚泥収集運搬許可業者＞　笠原町以外…多治見市衛生公社　☎ 22-6306　笠原町…笠原環境クリーン　☎ 43-4455
＜その他ご不明点など＞　　　  上下水道課 石川　☎ 22-1230　

東栄、大薮

幸、旭ケ丘10
大原、音羽、宝、若松
滝呂2・3・8・9、京、市之倉7～13、北小木、笠原町向島
元、赤坂、笠原町音羽
松坂、明和、赤坂、笠原町音羽

高田、大薮

小名田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地
虎渓山、平井、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地
根本、西山、滝呂1・4～7・10・11・15・16、
笠原町上原156～998番地、1028～1263番地
北丘、旭ヶ丘3～5、旭ケ丘5市営、
笠原町上原1264～1575番地、1647～2455番地
小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、
笠原町上原1264～1575番地、1647～2455番地

上野、平和、美坂、前畑、宮前、大日、虎渓、昭栄、
生田、山吹、東、光ケ丘、笠原町栄

15
16

17

18

19

22

23

24
25
26
29
30

31

月
火

水

木

金

月

火

水
木
金
月
火

水

姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、
住吉、笠原町富士

高田、大藪、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地
小名田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地
虎渓山、平井、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

し尿処理一覧

土日祝も営業！

多治見でインターネットするなら

の で安心！

多治見市音羽町4丁目71-1

0572-24-7733

9：10～18：00

地域密着サポート

TEL

営業時間

9月　収集地区8月　収集地区

汲取り式トイレを廃止するときは、最終清掃（汚泥等の収集）を実施してください!!
　汲取り式トイレ便槽内部の清掃や確認をしないまま便槽を解体する事例が発生しています。
　建築物を解体するときや下水道へ切り替えるときなど汲取り式トイレ（すでに長期にわたり使用していないものも含む）を廃止
する場合は、工事などを行う前に、多治見市の許可を受けている一般廃棄物処理業者に依頼して、汲取り式トイレ便槽の最終清掃・
確認を適正に行う必要があります。
　汲取り式トイレ便槽内の汚泥などを除去することなく地下浸透させる行為や、水路などに流す行為は、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律（廃掃法）に違反しますので、絶対に行わないでください。
　汲み取り収集を中止しただけでは、汲み取り式トイレを廃止したことにはなりません。 
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Information

健診・相談 内容・申込み方法など時間・場所 対　象

※場所の記載のないものは駅北庁舎3階で実施

母子保健 　 ☎ 23-6187
健康づくり  ☎ 23-5960
地域医療 　 ☎ 23-5025

申込み・問合せ
保健センター
（駅北庁舎3階）

保健センター母子保健アカウント
【LINE ID：＠138dbbdi】

妊娠中の手続きや生活の話
持ち物 妊娠届出書、マイナンバーカード（個人番号カード）
または通知カードと免許証などの本人確認書類、
ボールペン

妊婦

2～5カ月の赤ちゃんとその両親

妊婦
（パパ、ご家族も参加可）

毎週火曜日（祝日除く）
受付/13：00～13：15

乳幼児と家族

母子健康手帳交付

乳幼児健康相談

【産後】パパとママの
初めての子育て講座

マタニティセミナー
（出産・子育てコース）

健康相談

骨密度測定

こころの相談

集団胃がん検診
（バス検診）

集団乳がん検診
（バス検診）  

毎週月曜日（祝日除く）
受付/9：00～11：30
※予約時に時間を指定

8月26日（金）
受付/13：30～15：30

8月29日（月）
13：30～15：00

4～6カ月児の家族 
離乳食教室
（はじめてクラス）
※いずれか１回

8月16日（火）
①  9：30～10：30
②10：30～11：30

8月19日（金）
13：30～15：00

8月24日（水） 東濃保健所
9：30～11：00
9月9日（金） 保健センター
13：00～14：30

★10月8日（土）根本交流センター

10月1日（土）
市役所本庁舎（日ノ出町）

10月21日（金）TYK体育館

★10月8日（土）根本交流センター

10月13日（木）小泉公民館

8月2日（火）午前（予約時に指定）

8月24日（水）午後(予約時に指定）

10月19日（水）旭ヶ丘公民館

10月22日（土）
市役所本庁舎（日ノ出町）

10月24日（月）TYK体育館

10月7日（金）TYK体育館

10月31日（月）市之倉公民館

受付
8：30～11：15

受付
9：00～15：30

発達、発育、育児、母乳育児、栄養、歯に関すること(染
め出し検査、ブラッシング指導)など。オンラインでも
相談できます。詳細はお問合わせください。
相談員　保健師、栄養士、助産師、歯科衛生士、医師(原則第
一月曜日のみ)
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
申込方法　電話またはLINEで　☎ 23-6187

出産の流れ、陣痛時の過ごし方など出産時に知ってお
いてもらいたいこと、産後の赤ちゃんとの生活やお世
話の仕方について。(沐浴はありません)ママパパス
クールの出産・子育てクラスと同じ内容を含みます。
持ち物　母子健康手帳、ママパパ読本
申込方法　電話またはLINEで　☎ 23-6187

バリウムによるレントゲン検査
検診料 ９００円　　
持ち物 健康手帳または検診手帳（あれば）
受診券（あれば）
※検診前日の21:00以降は絶食、0:00以降は絶飲食、禁煙
申込方法　電話で　
☎ 23-5025、23-5960、23-6187
※予約時に時間を指定
 ※50～69歳の方は、9月1日から胃内視鏡検診
 （検診料4,000円）の予約が始まります。同年度にバリウム検
査か胃内視鏡検査のどちらかのみの検診となります。
★印は乳がん検診を同時に受診する方のみ

乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ）※国の指針により視触診は不実施
 検診料 1,000円　持ち物 健康手帳または検診手帳（あ
れば）、受診券（あれば） ※髪の長い方はゴムなどでまとめ、
上半身が脱ぎやすい服装でお越し下さい    申込方法　電話で
☎ 23-5025、23-5960、23-6187　※予約時に時間を指定
★の午前中は胃がん検診を同時に受診する方のみ。午後からは
乳房Ｘ線検査のみとなります。

相談員　医師、保健師、栄養士
医師相談(予約制)の受付は14:00まで
体内成分測定（内臓脂肪・筋肉量など）ができます。　
☎ 23-5960

離乳食（5～6カ月頃）の話。　　
申込方法　電話またはLINEで　☎ 23-5025
※月齢に応じた食事の形態や硬さを確かめます。

7～8カ月児の家族 

20歳以上の方

離乳食教室
（モグモグクラス）
※いずれか１回

8月24日（水）
①  9：30～10：30
②10：30～11：30

離乳食（7～8カ月頃）の話。　　
申込方法　電話またはLINEで　☎ 23-5025
※月齢に応じた食事の形態や硬さを確かめます。

超音波骨密度測定(かかとで測定）
所要時間30分程度。無料。　　
申込方法　電話で　☎ 23-5960

相談員　精神科医、保健師
要電話予約 ☎ 23-1111（東濃保健所）　 定員 4人
相談員　精神科医、保健師
要電話予約 ☎ 23-5960 定員 4人

0歳児で大切にしたいことのお話、赤ちゃんとのふれあい
遊び、絵本の紹介、栄養と成長の関係のお話、座談会
持ち物　母子健康手帳、赤ちゃんを寝かせるバスタオ
ル、授乳ケープなど赤ちゃんのお世話に必要なもの
申込方法　電話またはLINEで　☎ 23-6187

うつ、イライラ、認知症、 アルコール依
存、眠れないなど

40歳以上
※国の指針は50歳以上に推奨
※次に該当する方は医療機関での受診を
お勧めします。
①便秘がひどい②よくむせる、飲み込
みが悪い、誤嚥しやすい③以前にバリ
ウム検査を受けて体調が悪くなったこ
とがある④高齢（75歳以上：腸の運動
機能が低下しているため)
※検査当日の朝に服薬が必要な方、ペース
メーカーを挿入している方は、かかりつけ医
にご相談ください

40歳以上の女性で職場などの検診を
受ける機会のない方で、令和3年度に
市の乳がん検診を受けていない方
※ペースメーカーやシリコンを入れている方、
妊娠中・授乳中の方は受診不可。 
※生理開始前後は痛みを感じる場合があり
ますので、受診を避けて下さい。

健康診断などの結果で相談のある方、血
圧、血糖、コレステロール、肥満などが気
になる方。学校の血液検査結果で異常
のあった方

休日眼科検診
8月11日（木・祝）
9：00～11：00
※完全予約制
※予約時に時間指定

眼圧検査、眼底検査、簡易視野検査
※当日の医師の診察はありません
検診料　500円(おつりのないように準備をお願いします）
申込方法　電話で　☎ 23-5960

35歳以上で、平日に眼科検診を
受診できない方など

●新型コロナウイルス感染防止のため、自宅での検温とマスク着用にご協力ください。
●咳くしゃみ発熱などの症状のある方は見合わせてください。

保健センター健診相談日程
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法律相談

行政相談

高齢者就業相談

福祉相談

身体障がい者更生相談

知的障がい者なやみごと相談

介護保険制度苦情相談

乳幼児心配ごと相談

育児相談

教育相談

心の悩み相談室

ひとり親家庭相談
女性相談
家庭児童相談

子どもの権利相談

人権こまりごと相談

常設人権相談

交通事故相談

犯罪被害者相談

ＮＰＯ専門相談

消費生活相談

結婚相談※

※結婚相談は、履歴書1通(写真貼付)、L判写真3枚、身分証明書（運転免許証など写真付きのもの）を持参してください。

 

 

社会福祉協議会
☎ 25-1131

市福祉課　
☎ 23-5806

市 高齢福祉課　
☎ 23-5821

同左　☎ 23-8771
共栄　☎ 23-2199
池田　☎ 24-7117
笠原　☎ 44-1971
同左　☎ 23-5551

市教育相談室　☎ 23-5942
同左　☎ 24-3470

市 教育相談室
☎ 23-5942

市 子ども支援課
☎ 23-5609

子どもの権利相談室
☎ 23-8666または
☎ 0120-967-866

市くらし人権課 ☎ 22-1128

同左　☎ 0570-003-110

県民生活相談センター
☎ 058-277-1001

ぎふ犯罪被害者支援センター
☎ 0120-968-783

同左
☎ 22-0320

市くらし人権課
☎ 22-1134

市くらし人権課
☎ 22-1128

無料相談月の相談窓口 は電話の相談でも可

市くらし人権課 
☎ 22-1134

時　間 場　所

月～金曜日（祝日除く）  8：30～16：30

2日（金）　13：00～16：00　
※予約8月26日（金）　8：30～　

16日（金）　13：00～16：00　
※予約9月9日（金）　8：30～

26日（月）　13：00～15：00
※予約9月16日（金）　8：30～

9日（金）　13：30～15：00

月～金曜日（祝日除く）　8：30～17：15

5日（月）　13：00～16：00

1日（木）　13：00～15：00

月～金曜日（祝日除く）　9：00～16：00
※前日までに予約を

月～金曜日（祝日除く）　9：00～16：00

　

月～木曜日(祝日除く）　  9：30～16：30

月～金曜日（祝日除く）　 9：00～16：00

1日、8日、15日、22日、29日の木曜日
8：30～11：30　※前日までに予約を

月～金曜日（祝日除く） 　9：00～16：00　

火～金曜日　13：00～19：00
土曜日　12：00～18：00

21日（水）　13：00～15：00

月～金曜日（祝日除く）　8：30～17：15

1日（木）　10：00～12：00、13：00～15：00
※前日までに予約を

14日（水）　11：00～15：00

15日（木）　14：00～16：00
※前日16:00までに予約を

月～金曜日（祝日除く）　8：30～17：15
※前日までに予約を
※10：00～12：00、13：00～16：00は、
　消費生活相談員による相談可

11日（日）、25日（日）
10：00～12：00、13：00～15：00

本庁舎

本庁舎

総合福祉センター

駅北庁舎2階

双葉保育園

地域子育て支援センター
（共栄・池田・笠原保育園内）

駅北親子ひろば

駅北庁舎3階

さわらび学級

駅北庁舎
さわらび学級

駅北庁舎3階

ヤマカまなびパーク4階
子どもの権利相談室

本庁舎

法務局多治見支局

本庁舎

本庁舎駐車場
移動相談車内

市民活動交流支援センター
（ヤマカまなびパーク 6階）

本庁舎

総合福祉センター

問合せ（市は市役所）
9

相　談
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問 高齢福祉課　介護給付グループ 　☎ 23-5211

介護保険料（本算定）の通知書及び納付書を送付します

　65歳以上の方の介護保険料の本算定による通知書及び納付書を8月中旬に発送します。
　この通知書は、今年度の住民税額が確定したことにより、4月に仮算定していた今年度の介護保険料を再計算し、
正式な金額を決定するものです。

※課税年金収入額：公的年金の収入額のことです。遺族年金・障害年金は非課税所得であるため保険料の算定には用いません。
※合計所得金額：収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の
　金額です。「合計所得金額」から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」および「公的年金等に係る雑所得を
　控除（所得段階が第１～５段階のみ）」した金額を用います。
※税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられましたが、
　保険料算定等に影響はありません。 

特別徴収（年金から天引き）
老齢（退職）年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方。10月、12月、翌年2月の年金から差し引かれる
介護保険料額をお知らせします。
普通徴収（納付書・口座振替）
年度の途中で65歳になった方や他の市町村から転入した方、または老齢（退職）年金、障害年金、遺族年金が
年額18万円未満の方など。8月分～翌年3月分までの納付書または口座振替で納める保険料額をお知らせします。
納付書で納める方は、最寄りの金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
所得段階による年間保険料
年間の介護保険料は、月額5,950円を基準額として今年度の住民税課税状況をもとに12段階の区分で算定
します。 
年間保険料の算定式
5,950円（月額の基準額）×保険料率×12カ月（年度の途中で65歳になる方、転入した方は該当月数）。

所得段階別保険料一覧表
所得段階 保険料率 年間保険料対象者

第９段階

第８段階

第７段階

第６段階

第５段階

第４段階

第３段階

第２段階

第10段階

第11段階

第12段階

0.30
生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者及び住民税
非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80万円以下

住民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が120万円以下

住民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が120万円を超える

住民税課税世帯で、本人住民税が非課税で前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下

住民税課税世帯で、本人住民税が非課税で前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円を超える

本人住民税が課税で、前年の合計所得金額が120万円未満

本人住民税が課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

本人住民税が課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

本人住民税が課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満

本人住民税が課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満

本人住民税が課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満

本人住民税が課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上

第１段階

1.70

1.50

1.30

1.15

1.00

0.90

0.70

0.50

1.80

1.90

2.00

21,420円

121,380円

107,100円

92,820円

82,110円

71,400円

64,260円

49,980円

35,700円

128,520円

135,660円

142,800円
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注意：このカラーカンプは、カラーコピー機によって出力されたものです。
　　  実際の印刷された製品とは、再現性が若干異なりますので予めご了承ください。

Health＆Sports

日時　8月28日（日）　9：30～16：00  
場所　バロー多治見店駐車場
対象　400mL献血限定、体重50kg以上、薬を飲んで
　　　いる方は薬品名必要
　　　※海外渡航歴のある方は、どこの国でも4週間あけて
　　　　ください
　　　 岐阜県赤十字血液センター
            ☎ 058 272 6927

健康・スポーツ情報
※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。

新型コロナウイルス感染症防止のため、検診などを受ける場合は必ずマスクを着用してください。
会場に行く前に必ず体温を測定、37.5度以上の発熱がある時や、咳、痰などの症状がある場合は参加を控えてください。

◆バス献血のお知らせ

◆FC岐阜サッカー教室

◆酒害相談会

申 問 申 問

　現在、断酒を続けてみえる方のお話と相談会です。
日時　8月23日（火）　19：00～20：00  
場所　ウエルフェア土岐（土岐市下石町1060番地）
対象　アルコール依存で悩んでいる本人、家族
申込方法　電話で
　　　 岐阜東濃断酒新生会代表
            ☎ 55 4039

健康情報

スポーツ情報

　FC岐阜のスクールコーチとサッカーを楽しもう。未経験者大歓迎！
日時　9月23日（金・祝）　10：00～12：00　※雨天中止　　場所　星ケ台競技場　　対象　小学校１～４年生
申込方法　8月1日（月）以降、9：00～19：00に電話または窓口へ　※定員になり次第締切　参加費　無料
内容　ボールフィーリング、ミニゲームなど　※スパイク禁止。内容は予告なく変更になる場合があります
　　星ケ台管理事務所  ☎ 22 2564問

受講料　500円　　対象　高校生以上
持ち物　運動できる服（ジーンズ、スカート不可）
　　　　室内用シューズ
申込方法　電話または窓口へ（8月1日（月）9:00～） 
※開始10分前には着替え、受付を済ませてください

日時　9月3日～10月22日の毎週土曜日（全８回）
　　　13：00～15：00
場所　向島テニスコート
対象　幼児～小学生の親子　　定員　２５組
参加費　6,000円（１人追加2,000円）
　　　　※無料貸出ラケットあり 
　　　 　　 笠原体育館　☎ 43 6285

【トレーニング室利用者講習９月 ※要事前申込】

定 員時　間

TYK体育館
☎ 22 4111 随時受付毎日実施

※状況により休講日
　あり

2人
/回

10：00～11：00
13：30～14：30 4人

/回
７日(水)、11日(日)
26日(月)

19：00～20：00夜間：奇数日
笠原体育館
☎ 43 6285 

　毎年大好評のテニス教室です。親子の仲をいっそう
深めること間違いなし！

◆秋季親子テニス教室

問

消防団員募集
ふるさとを仲間とともに守りましょう！

入団資格　市内在住または在勤で18歳以上の方（高校生は入団不可） 
活動内容　●災害時　消火活動、残火処理、警戒巡視、住民の避難誘導など
　　　　　●平常時　消火訓練、地域の行事への参加、防火指導、広報活動など
※分団ごとに定期訓練を実施。そのほか訓練行事などあり。
※活動には報酬を支給します。
※公務中の怪我などには、公務災害補償があります。 
　　消防総務課　奥村　☎ 22 9231 問

申場 問

一番身近な
ボランティア

申
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身近にある消費生活のお話
点検商法の訪問販売トラブル

　「近くで工事をしていたら、あなたの家の屋根が
壊れているのが見えた」などと、突然来訪した事業者
から、家の無料点検と工事の契約を勧められた、
という相談が増加しています。「このままでは雨漏り
する」「すぐに工事が必要」などと、事業者が不安を
あおって契約を急がせる場合は、注意が必要です。
　トラブルを防ぐためには、その場ですぐに契約は
せず、家族や身近な人に相談する、複数の事業者
から見積もりを取るなど、慎重に検討をすることが
大切です。
　訪問販売による契約は、契約書を受け取った日
から８日以内であれば、クーリング・オフができます。
８日を過ぎていても、解約や取消ができる場合も
ありますので、まずは消費生活相談窓口にご相談
ください。 

夜間在宅当番医・休日急病診療
8月の夜間在宅当番医

明和町5

広小路2

錦町1

平和町7

前畑町4

前畑町5

白山町5

太平町1

豊岡町3

笠原町1966

平和町4

幸町7

十九田町2

住吉町7

根本町3

宮前町2

高根町2

日ノ出町1

笠原町字
権現2200

白山町1

白山町1

わたなべクリニック

まえかわペインクリニック

前川ファミリークリニック

あいざわ整形外科

たじみ陶都眼科

ももいクリニック

たかだアレルギーと
こどものクリニック

浜田・浅井医院

安藤クリニック

小西クリニック

かとうだいきクリニック

幸クリニック

多治見眼科院

多治見スマートクリニック

松下クリニック

池庭医院

根本外科医院

中央クリニック

のむら・笠原クリニック

精華医院

まもる耳鼻咽喉科

26ー8666

28ー2010

22ー0682

23ー3700

44ー9777

28ー1011

28ー1101

22ー0522

22ー9388

43ー2188

26ー8200

20ー2055

24ー2225

21ー1770

26ー7890

22ー1819

27ー2821

22ー3530

45ー1020

22ー3623

22ー8733

当番病・医院名 　　　　 住  所　　    TEL

1

2

3

4

5

8

9

10

12

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

月

火

水

木

金

月

火

水

金

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

日  曜

時間　土曜日…19：00～21：30（受付は21：00まで）
　　　日曜・祝日…13：00～17：00（受付は16：30まで）
診療場所　多治見市民病院　救急外来診察室
事前の電話連絡必要　☎ 22 5211

土曜と日曜、祝日の休日急病診療

診療時間　19：00～21：30（受付は21：00まで）
※気象状況、諸般の以上により、急きょ休診となる場合が　
　あります。受診する場合は、当番医にあらかじめ電話で　
　連絡してください。
※夜間診察料が加算されます

●診療時間外はこちらへお問い合わせください
救急医療情報センター　☎23‒3799

ＦＭたじみ
 「PiPiホットステーション763」

ピックアップパーソナリティ
担当番組
PiPiっとCafé
　水曜日12：00～14：00
　金曜日12：00～14：00内
　「突撃！たじみの昼休み」　12：40～12：50
そこがキーポイント　月曜日11：30～12：00
たじみふるさとWalker　金曜日9：00～10：00

ホームページからピピの放送が聴けます！ 

　低学年の頃、本読みを褒められた事がパーソ
ナリティーを目指すきっかけとなった、川口未話です。
水曜PiPiっとCaféでは同時に流れる３曲を聴き
わける音楽クイズなど、週の真ん中にちょっぴり
疲れた脳を癒す参加型の番組をお届けしています。
『ちょいハプ』のコーナーでは、皆さんのハプニング談
に、クスッと笑えて疲れもふきとんでしまうこと
でしょう！（誰より楽しんでいるのは私かもしれま
せん、笑）。笑いあり涙あり（？）の笑顔がゆるむ時間
を、川口未話がめいっぱい自然体でお送りします。
あなたからの激甘メッセージや、ほどほどに激辛
のメッセージもお待ちしています！ 

かわぐち みわ
川口 未話さん

くらし人権課　奥村　☎ 22 1134
消費者ホットライン   ☎ 188

いやや
問

FMたじみ　☎ 21 3370
FAX 21 3371　E-MAIL info@fmpipi.co.jp

問

保健センター　☎ 23 5025問
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③旭ケ丘地区
（地域拠点）
旭ケ丘地区・
明和地区

②根本駅周辺地区
（地域拠点）
根本地区

④脇之島地区
（地域拠点）
脇之島地区

⑥笠原地区
（地域拠点）
笠原地区

⑤滝呂台地区
（地域拠点）
滝呂台地区

①多治見駅周辺地区
（中心拠点）

精華地区・小泉地区
昭和地区・養正地区

市之倉地区市之倉地区

高田・小名田地区高田・小名田地区

都市機能誘導区域
居住誘導区域
地場産業振興地区
風致地区
地区計画

都市機能誘導区域
居住誘導区域
地場産業振興地区
風致地区
地区計画

古虎渓駅古虎渓駅

多治見駅多治見駅

多治見IC多治見IC多治見IC
小泉駅小泉駅小泉駅

根本駅根本駅根本駅

姫駅姫駅姫駅

JR
中
央
線

JR
中
央
線

中央自動車
道

中央自動車
道

JR太
多
線

JR太
多
線

滝呂地区滝呂地区

⑤⑤
⑥⑥

⑦⑦

①長瀬地区　②陶都の杜
③山吹地区　④西部みどり
⑤多治見駅北地区
⑥多治見駅前中之郷地区
⑦岐阜県立多治見病院地区
⑧滝呂地区
⑨向島住宅団地

①長瀬地区　②陶都の杜
③山吹地区　④西部みどり
⑤多治見駅北地区
⑥多治見駅前中之郷地区
⑦岐阜県立多治見病院地区
⑧滝呂地区
⑨向島住宅団地②②

③③
④④

⑧⑧
⑨⑨

高根山高根山

虎渓山虎渓山

窯洞窯洞

中峰谷中峰谷

池田池田

①①

19

248

凡例

km

N
210 0.5
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建築などを行う際には、各種届出をお忘れなく

　多治見市では、コンパクトなまち、住みやすいまちを目指すため、下記に該当する場合は届け出が必要です。
いずれの場合も、着手する30日前までに届出書類を提出してください。

　計画的なまちづくりを進めるため、
市内9カ所（滝呂地区、西部緑のまち
地区、多治見駅北地区、向島住宅団地、
山吹地区、陶都の杜地区、長瀬地区、
岐阜県立多治見病院地区、多治見駅前
中之郷地区）に地区計画を定めて
います。区域内で建築行為（外構工事
含む）などを行う場合は、届け出が
必要です。

地区計画区域内での建築

　都市の風致（自然、動植物など）を
維持するため、市内５カ所（高根山、
虎渓山、窯洞、中峰谷、池田）に風致
地区を定めています。区域内で建築
または開発行為、土地の形質変更、
木材の伐採、建築物等の色彩変更など
を行う場合は、届け出が必要です。

風致地区内での建築

　美しい風景を守っていくために、風景に大きな影響
を及ぼす大規模な建築などについて、風景基準を定
めています。市内において一定規模以上の新築、新設、
開発行為、建築物などの色彩変更などを行う場合
は、届け出が必要です。

大規模な行為の建築

　コンパクトなまちづくりに向けて、居住者や各種サービス機能を概ね20年間をかけて緩やかに誘導するため、市内6カ所
に誘導区域を定めています。次の建築などを行う場合は、届け出が必要です。
　※本届出制度は宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象になります。

誘導区域内外での建築（「多治見市立地適正化計画」に基づく届け出）

居住誘導において届出の対象になる行為

都市機能誘導において届出の対象になる行為

区域外で次の行為を行う場合

ア　建築など 
例）３戸以上の住宅の新築、建築物を改築または建築物の用途を変更して
３戸以上の住宅とする場合

イ　開発 
例）３戸以上の住宅の建築目的の開発、１戸または２戸の住宅の建築目的の
開発行為で規模が1,000㎡以上

区域外で誘導施設を建築などする場合 区域内で誘導施設を休廃止する場合区域内に位置づけられていない
誘導施設を建築などする場合
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