
Pick Up

　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則などを制定・改正したりする場合に、その案を公表
して広く意見を求めます。ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で提出してください。

　　秘書広報課 水野 　TEL 22-1372

あなたのご意見募集中 パブリック・コメント手続き

※予定している募集テーマや期間は変更することがあります。広報紙掲載分以外にも案件があります。

学習支援事業の拡充について

　11月20日（土）開催の青少年育成功労者表彰で表彰を受けられた皆さんです。（敬称略）
 やま うち ち さと かわ むら たか し つち もと あき こ

精華校区・・・山内知里　昭和校区・・・河村高志、土本昭子
 かわ ち あきら と き え み こ た ぐち よし たか

小泉校区・・・河地章、土岐恵美子、田口嘉孝
 い さ じ よつ え やま だ ひろ ゆき にし む た のぶ お

市之倉校区・・・伊佐次四枝、山田浩幸　滝呂校区・・・ 西牟田信男
 さ こう まさ や むら せ まさ かず わか お ひろし と だ まさる わ だ り え こ

南姫校区・・・ 佐光雅哉、村瀬正一　根本校区・・・ 若尾宏、戸田勝、和田理惠子
 か とう ひろ み い とう しん いち ろう

笠原校区・・・ 加藤裕美　ボーイスカウト多治見第１団・・・伊藤眞一郎

　　青少年まちづくり市民会議事務局（教育推進課内） 横山 　TEL 23-5904

令和３年度青少年育成功労者表彰 

▶支給対象世帯
（１）令和３年度分の市民税均等割が非課税である世帯
　  同一の世帯に属する者全員が、市民税均等割が非課税である世帯。
　  なお、世帯全員が課税者から税上の扶養を受けている場合は除外。
（２）令和３年１月以降の家計急変世帯
　 （１）に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３
年１月以降の家計が急変し、（１）の世帯と同様の事情があると認められる
世帯（申請により市が給付決定）。

▶申請方法
（１）令和３年度分の市民税均等割が非課税である世帯
　  対象世帯に向けて市から「確認書」を発送しています。必要書類を準備し市に返送してください。
　  ※該当する世帯で「確認書」が届かない場合は、お早めに電話連絡してください。
（２）令和３年１月以降の家計急変世帯
　  現在申請を受付けています。該当の有無について相談がある世帯は、お早めに電話連絡してください。
　  ※感染予防及び給付事務の効率化のため、申請は「郵送」で、相談は「電話」でお願いします。

　　企画防災課 臨時特別給付金担当 　TEL 22-1111（内2431、2432）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します

基準日
令和３年１２月１０日時点で多治見市
の住民基本台帳に登録のある者

支給額
（１）、（２）いずれも「１世帯あたり１０
万円」（重複受給不可）

陶磁器意匠研究所からのお知らせ

　　　　 2月7日(月)～21日(月)　　　　 2月27日（日）
　 陶磁器意匠研究所　　 当所規定の入所資格を有する者
　 デザインコース・技術コース10人程度　セラミックスラボ通常選考若干名　　　　5,500円

令和4年度研究生二次募集

卒業制作展2022 進級制作展2022

出願期間

受験料

試験日

　　陶磁器意匠研究所 土井　TEL 22-4731　Email ishoken-jinzai@city.tajimi.lg.jp

　第63期デザインコース・技術コースと第19期セラミックスラボの研
究生13名による展覧会です。
　 2月18日（金）～3月6日（日） 10：00～18：00 ※休廊日：水曜日（祝日を除く）
　 文化工房ギャラリーヴォイス

1月12日（水）～2月14日（月）　　子ども支援課 TEL23-5958期 問

市役所本庁舎の建替えについて 1月14日（金）～2月14日（月）　　総務課 TEL22-1422期 問

令和4年度 水質検査計画策定について 1月14日（金）～2月14日（月）　　施設課 TEL23-3482期 問

多治見かわまちサポーターに関する
要綱の制定について 1月17日（月）～2月16日（水）　　道路河川課 TEL22-1279期 問

（仮称）多治見市地域力向上活動推進事業補助要綱
の制定について 1月17日（月）～2月16日（水）　　くらし人権課 TEL22-1134期 問

多治見市学校給食アレルギー対応検討委員会設置
要綱の一部改正について（食育推進委員会の設置） 1月18日（火）～2月21日（月）　　食育推進課 TEL29-1662期 問

多治見市補助金交付要綱（園芸畜産研修事業）の
一部改正について 1月21日（金）～2月21日（月）　　産業観光課 TEL22-1258 期 問

　第64期デザインコース・技術コース研究生による
進級制作の展覧会です。
　 2月18日（金）～3月6日（日） 9：00～17：00　会期中無休
　 陶磁器意匠研究所

市職員募集

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） 採用予定人数

民間
企業等
職務
経験者

保育士・
幼稚園教諭
（中級）

土木技術

●　昭和56年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく短期大学（※（これと同等以上の学
歴を含む））を卒業又は令和４年３月31日までに卒業する見込みの人

●　保育士及び幼稚園教諭の両資格（免許）を取得している人又は令和４年３月31日までに取得する見込みの人
●　昭和56年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人
●　学校教育法に基づく大学（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した人
●　土木の技術に関する専門教科を専攻した人
●　民間企業等において、土木職に関連する業務に従事した経験が３年以上ある人（令和４年３月31日現在）

資格職 ３人程度

１人程度

任期付
職員

保育士・
幼稚園教諭

●　学校教育法に基づく高校（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した人
●　保育士および幼稚園教諭の両資格（免許）を取得している人 ２人程度

①令和4年4月1日付で採用する職員を募集中です。
②市職員の育児休業期間（最大3年間）の代替職員（任期付職員）を募集中です。

※短期大学のほか、高等専門学校（高専）、専門学
校・専修学校（専門士の称号が付与される課程に
限る）

※任期付職員は、任期の条件を除き給与や勤務条件は正規職員と同じ。試験合格者
は令和4年4月1日以降、市職員の育児休業取得に合わせて採用。

　　 人事課 岡安、葉名尻　TEL 22-1394　〒507-8703 多治見市日ノ出町2-15

　　　　  2月6日（日）　　　   多治見市役所本庁舎
    　　 1月17日（月）～2月2日（水）※必着
    　　 受験要項に記載のある様式を郵送（2月2日（水）※必着）申込方法
申込期間
一次試験日 試験会場

2 02 2年2月 12



Pick Up

　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則などを制定・改正したりする場合に、その案を公表
して広く意見を求めます。ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で提出してください。

　　秘書広報課 水野 　TEL 22-1372

あなたのご意見募集中 パブリック・コメント手続き

※予定している募集テーマや期間は変更することがあります。広報紙掲載分以外にも案件があります。

学習支援事業の拡充について

　11月20日（土）開催の青少年育成功労者表彰で表彰を受けられた皆さんです。（敬称略）
 やま うち ち さと かわ むら たか し つち もと あき こ

精華校区・・・山内知里　昭和校区・・・河村高志、土本昭子
 かわ ち あきら と き え み こ た ぐち よし たか

小泉校区・・・河地章、土岐恵美子、田口嘉孝
 い さ じ よつ え やま だ ひろ ゆき にし む た のぶ お

市之倉校区・・・伊佐次四枝、山田浩幸　滝呂校区・・・ 西牟田信男
 さ こう まさ や むら せ まさ かず わか お ひろし と だ まさる わ だ り え こ

南姫校区・・・ 佐光雅哉、村瀬正一　根本校区・・・ 若尾宏、戸田勝、和田理惠子
 か とう ひろ み い とう しん いち ろう

笠原校区・・・ 加藤裕美　ボーイスカウト多治見第１団・・・伊藤眞一郎

　　青少年まちづくり市民会議事務局（教育推進課内） 横山 　TEL 23-5904

令和３年度青少年育成功労者表彰 

▶支給対象世帯
（１）令和３年度分の市民税均等割が非課税である世帯
　  同一の世帯に属する者全員が、市民税均等割が非課税である世帯。
　  なお、世帯全員が課税者から税上の扶養を受けている場合は除外。
（２）令和３年１月以降の家計急変世帯
　 （１）に該当しない世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３
年１月以降の家計が急変し、（１）の世帯と同様の事情があると認められる
世帯（申請により市が給付決定）。

▶申請方法
（１）令和３年度分の市民税均等割が非課税である世帯
　  対象世帯に向けて市から「確認書」を発送しています。必要書類を準備し市に返送してください。
　  ※該当する世帯で「確認書」が届かない場合は、お早めに電話連絡してください。
（２）令和３年１月以降の家計急変世帯
　  現在申請を受付けています。該当の有無について相談がある世帯は、お早めに電話連絡してください。
　  ※感染予防及び給付事務の効率化のため、申請は「郵送」で、相談は「電話」でお願いします。

　　企画防災課 臨時特別給付金担当 　TEL 22-1111（内2431、2432）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します

基準日
令和３年１２月１０日時点で多治見市
の住民基本台帳に登録のある者

支給額
（１）、（２）いずれも「１世帯あたり１０
万円」（重複受給不可）

陶磁器意匠研究所からのお知らせ

　　　　 2月7日(月)～21日(月)　　　　 2月27日（日）
　 陶磁器意匠研究所　　 当所規定の入所資格を有する者
　 デザインコース・技術コース10人程度　セラミックスラボ通常選考若干名　　　　5,500円

令和4年度研究生二次募集

卒業制作展2022 進級制作展2022

出願期間

受験料

試験日

　　陶磁器意匠研究所 土井　TEL 22-4731　Email ishoken-jinzai@city.tajimi.lg.jp

　第63期デザインコース・技術コースと第19期セラミックスラボの研
究生13名による展覧会です。
　 2月18日（金）～3月6日（日） 10：00～18：00 ※休廊日：水曜日（祝日を除く）
　 文化工房ギャラリーヴォイス

1月12日（水）～2月14日（月）　　子ども支援課 TEL23-5958期 問

市役所本庁舎の建替えについて 1月14日（金）～2月14日（月）　　総務課 TEL22-1422期 問

令和4年度 水質検査計画策定について 1月14日（金）～2月14日（月）　　施設課 TEL23-3482期 問

多治見かわまちサポーターに関する
要綱の制定について 1月17日（月）～2月16日（水）　　道路河川課 TEL22-1279期 問

（仮称）多治見市地域力向上活動推進事業補助要綱
の制定について 1月17日（月）～2月16日（水）　　くらし人権課 TEL22-1134期 問

多治見市学校給食アレルギー対応検討委員会設置
要綱の一部改正について（食育推進委員会の設置） 1月18日（火）～2月21日（月）　　食育推進課 TEL29-1662期 問

多治見市補助金交付要綱（園芸畜産研修事業）の
一部改正について 1月21日（金）～2月21日（月）　　産業観光課 TEL22-1258 期 問

　第64期デザインコース・技術コース研究生による
進級制作の展覧会です。
　 2月18日（金）～3月6日（日） 9：00～17：00　会期中無休
　 陶磁器意匠研究所

市職員募集

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） 採用予定人数

民間
企業等
職務
経験者

保育士・
幼稚園教諭
（中級）

土木技術

●　昭和56年４月２日以降に生まれ、学校教育法に基づく短期大学（※（これと同等以上の学
歴を含む））を卒業又は令和４年３月31日までに卒業する見込みの人

●　保育士及び幼稚園教諭の両資格（免許）を取得している人又は令和４年３月31日までに取得する見込みの人
●　昭和56年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた人
●　学校教育法に基づく大学（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した人
●　土木の技術に関する専門教科を専攻した人
●　民間企業等において、土木職に関連する業務に従事した経験が３年以上ある人（令和４年３月31日現在）

資格職 ３人程度

１人程度

任期付
職員

保育士・
幼稚園教諭

●　学校教育法に基づく高校（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した人
●　保育士および幼稚園教諭の両資格（免許）を取得している人 ２人程度

①令和4年4月1日付で採用する職員を募集中です。
②市職員の育児休業期間（最大3年間）の代替職員（任期付職員）を募集中です。

※短期大学のほか、高等専門学校（高専）、専門学
校・専修学校（専門士の称号が付与される課程に
限る）

※任期付職員は、任期の条件を除き給与や勤務条件は正規職員と同じ。試験合格者
は令和4年4月1日以降、市職員の育児休業取得に合わせて採用。

　　 人事課 岡安、葉名尻　TEL 22-1394　〒507-8703 多治見市日ノ出町2-15

　　　　  2月6日（日）　　　   多治見市役所本庁舎
    　　 1月17日（月）～2月2日（水）※必着
    　　 受験要項に記載のある様式を郵送（2月2日（水）※必着）申込方法
申込期間
一次試験日 試験会場

鈴木藏 美の世界
　「志野」の人間国宝であり、現代志野を代表する
作家の鈴木藏氏の収集品と作品をあわせて展示し
ます。

2月1日（火）～4月17日（日）
入場料 一般320円

美濃焼ミュージアム 
TEL 23-1191

スウェーデン刺しゅうの
入ったコンパクト
ティッシュケースを作ろう

3月11日（金）13：30～15：45
10人

参加料 4,400円(材料費込み)
持ち物 糸切りはさみ
講師 刺しゅう教室Fil
申込方法 電話またはホームページから

文化工房ギャラリーヴォイス
TEL 23-9901 FAX 23-9902▲志野茶碗　鈴木藏　個人蔵

2 02 2年2月13



子ども支援課 奥村、小島 TEL 23-5958

開始時期 令和４年４月 
受 入 園 精華小学校附属愛児幼稚園

どんな手順で
入園できるの？

医療的ケアは
誰がするの？

受け入れ園は
バリアフリーですか？

　新たに医療的ケア児
審査部会を設け、安心
安全に集団保育が実施
できるよう、医師を含め
審査・検討を行います。

　新たに看護師を２名採用しま
した。
　看護師は、医療的ケアを行うほ
か、通常園児に対する救急処置を
実施したり、保育補助を行います。

　現在の精華小学校附属愛児幼稚園は
平成31年３月に竣工した新しい園で、細部
にわたりバリアフリーに配慮していますが、
さらに、保育室前の廊下をバギーなどが通
行しやすくなるよう拡張工事をします。

※ 医療的ケア児とは、胃ろうや痰吸引、導尿などの医療行為を日常
生活の中で長期にわたり継続的に必要とする児童のことです

医療的ケア児の受け入れを開始します医療的ケア児の受け入れを開始します

庄内川河川事務所　工務課　TEL 052-914-6912
庄内川河川事務所　土岐川出張所　TEL 0572-23-8505

■事業内容　擁壁（特殊堤）及び護岸工事
■事業期間　令和４年１月～令和６年３月（予定）
（工事は出水期となる６月～９月は行いません）
■事業箇所　多治見市豊岡町（昭和橋～多治見橋）

事業区間　L=450m

昭
和
橋

多
治
見
橋

令和３年度 工事区間　L=160m

事業区間　L=100m

庄内川河川事務所 河川事業のお知らせ（豊岡地区）庄内川河川事務所 河川事業のお知らせ（豊岡地区）

　日頃より河川行政のご理解ご協力の程
ありがとうございます。
　豊岡地区の河川事業を令和３年度から３
年間の予定で、左図の箇所において擁壁
構造の堤防整備を行わせていただきます。
　工事期間中においては車両の通行の規
制、遊歩道の利用を禁止させていただく期
間がございます。工事期間中においては工
事看板などで通行規制について周知させ
ていただきます。ご不便をおかけいたしま
すが、ご理解の程お願い致します。

事
業
概
要

インターネットの危険から子どもを守ろう!インターネットの危険から子どもを守ろう!

多治見警察署 TEL 22-0110

課金
トラブル

SNS

利用時間を家族と話し合って決めましょう。ネット依存 　子どもたちがインターネットを適切に
利用するために、利用に関するルールを
家族で話し合って作ることが大切です。
　違法・有害な情報などを含むサイトを
閲覧できないようにするフィルタリング
の機能も利用しましょう。

課金やネットショッピングをする場合は、必ず
保護者の許可を得るよう約束を作りましょう。

書込み・画像・動画を投稿する時は一度立
ち止まって考える時間を持ちましょう。

108,139人
人
人

52,680
55,459

世帯47,228

人口と世帯数の動き
2022年1月1日現在

総人口

（前月比 - 22世帯）

世帯数

男

女

（前月比 -80人）
（前月比 - 35人）
（前月比 - 45人）

田代町2丁目清水の地蔵

◎広報たじみは、市内の公共施設、郵便局、医療機関、銀行、コンビニ、バロー多治見店にあります。　◎市政情報や緊急時の放送は、ＦＭたじみ（７６・３ＭＨＺ）でも放送しています。 広報たじみ
は植物油インキ、印刷用の紙へリサイクルできるAランクの資材のみを使用しています。　※1部あたりの単価は27.96円
◎「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。一部のＱＲコードはアクセス解析のためにCookieを使用しています。アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するもので
はありません。この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することができますので、お使いのデバイスのブラウザの設定をご確認ください。

　田代町2丁目には「清水の地蔵さま」と地域の人
に呼ばれる地蔵があります。昭和30年代頃までは
こんこんと湧く清水があり、絶えることがないとい
うことからその名がつけられたとされ、かつては洗
い物をする人もいました。地蔵には「安永三（1774
年）甲午二月廿四日 惣村中」と刻まれており、全村
民から信仰されていたことが窺えます。 
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募 集

不登校の悩みを聞きます

2月16日（水） 10:00~12:00
不登校に悩む保護者

申込方法 2月9日（水）までに電話で
教育相談室 TEL 23-5942

募 集

さわらびほっとタイム

　不登校や登校しぶりについての悩みや不安
をさわらび学級の職員に話してみませんか。

2月9日（水） 13:30~15:30
バロー文化ホール 練習室4
不登校に悩む保護者　申込方法 電話で

さわらび学級 TEL 0120-51-7
な

8
や

6
む

7
な

募 集 たじみ子ども会議☆
子どもスタッフ会議

2月27日（日） 10:00~12:00
ヤマカまなびパーク 6階和室
小学4年生~高校3年生 ※体験参加可

申込方法 申込書（ホームページか
らダウンロード可、開催当日に記入
も可）を郵送、FAXまたは窓口へ

くらし人権課 遠藤
TEL 22-1128 FAX 25-7233

募 集 たじみ認知症サロン
「さんあいカフェ」

　懐かしい昔遊びを行います。日頃の悩みを相
談し、気分をリフレッシュしませんか。

2月22日（火） 13:30~15:00
養護老人ホーム多容荘
認知症に関わりのある方や地域住民　 20人

申込方法 2月18日（金）までに電話または窓口へ
北栄地域包括支援センター 中村 TEL 27-2211

催 し

セラパーク楽々市

2月26日（土）、27日（日） 
10:00~16:00

セラミックパークMINO
TEL 28-3200

募 集 多治見市風景審議会
委員の募集

応募資格 市内在住で風景づくり、
景観政策に興味がある方
任期 令和4年4月1日~令和6年3月31日
※年間1~3回委員会開催予定
募集人数 3人以内
申込方法 2月28日（月）必着で、住所、氏名（フリ
ガナ）、年齢、電話番号と、「風景づくりについて
のわたしの考え」をテーマに600字程度にまと
め、郵送、FAX、またはEメールで

都市政策課 西尾 
TEL 22-1321 FAX 25-6436
Email tosisei@city.tajimi.lg.jp

募 集 多治見市少年少女発明クラブ
会員募集

毎月第2土曜日、8月上旬1週間程度 
※日程が変更になる場合あり

陶磁器意匠研究所など
市内の小学4~6年生の児童（新年度）
18人　参加料 5,000円（材料費、保険料）

申込方法 2月1日（火）~28日（月）
に申込書（ホームページからダウ
ンロード可）をFAXまたは電話で

産業観光課 浅野、山本 
TEL 22-1252 FAX 25-3400

募 集 令和4年度分 
ききょうバス車内広告募集

対象バスききょう
バス中心市街地
線3台（坂上ルー
ト、前山ルート、宝
町ルート）
広告料 3,000円
/月×3台×契約月~令和5年3月までの月数
掲載期間 契約日~令和5年3月31日（金）運行終了まで
募集枠 5枠（B3サイズ）
申込方法 申請書を窓口へ
※事前に要相談
※ 広告の掲示には、市の広告審査委員会の承

認が必要
都市政策課 水野 TEL 22-1321

広告枠広告枠

▲車内広告枠イメージ
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募 集

「里親を知ろう会」の開催

2月27日（日） 10:00~12:00
内容【第1部】 10:00~11:30 里親制度の説明

&里親さんの体験談 
【第2部】11:30~12:00 個別相談

里親制度に関心のある方　 10人 
申込方法 2月24日（木）までに電話で

東濃子ども相談センター 
TEL 23-1111（内線403）

募 集 子ども会連合会への
加入団体募集

　保険制度や各種行事の情報を提供します。
未加入または新規発足の子ども会

年会費 2,000円 
申込方法 2月25日（金）までに電話で

子ども会連合会事務局 成瀬 
TEL 25-0341

募 集

フリーマーケット出店者募集

3月12日（土）、26日（土）
11:00~14:00 ※小雨決行
陶都創造館 前庭（20小間）

運営協力金 1小間 500円
申込方法 2月15日（火）までに郵便番号、住所、氏
名、電話番号、販売品目、希望日を往復はがきで

陶都創造館 加藤 TEL 26-8509

講 座 BPプログラム
~赤ちゃんが来た~

3月4日~25日の金曜日（全4回） 
13:00~15:00
駅北親子ひろば
2~5カ月（第1子）とその母親

講師 BPJ認定 BPファシリテーター
10組　参加料 1,100円（テキスト代含む）

申込方法 参加する親子の氏名、子どもの生年
月日、住所、電話番号を電話またはEメールで

NPO法人まぁーる TEL 090-3836-6050
Email npo.maaru.tajimi@gmail.com 
子ども支援課 渡辺（舞）、木村 TEL 23-5958

講 座 多治見国際交流協会
世界の料理講座 ~ガーナ編~

　大人気の英語で学ぶ料理講座
を動画配信します。
公開日 2月10日（木）~
講師 ポーシャ ボアテング氏（ガーナ出身）

文化スポーツ課 田中 TEL 22-1193

講 座

NPOカフェ

ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室
20人

講師 野
の

尻
じり

智
とも

周
ひろ

 氏
（特非）ぎふNPOセンター事務局長

申込方法 電話、窓口またはホームページから
市民活動交流支援センター（ぽると多治
見） 田中 TEL 22-0320

NPOの資金集め「クラウドファン
ディングにチャレンジしてみよう!」

2月13日（日） 13:30~15:30

「これで安心!
まよわない決算書作り」

3月5日（土） 13:30~15:30

防災行政無線戸別受信機の 
設置費用補助

次の全てに該当するもの
●市内在住者で、自宅に設置する方
● 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
●市税等の滞納がないこと

補助内容 ①戸別受信機の購入設置費用
②専用アンテナの購入設置費用

補助
対象者 補助率

補助限度額
補助対象
経費が①

のみの場合

補助対象
経費が①と
②の場合

視覚障がい（1、2
級）をお持ちの方

10分の
9以内 59,400円 82,000円

上記
以外の方

10分の
5以内 33,000円 45,500円

申込方法 申請書を窓口へ ※事前要相談
企画防災課 大嶋 TEL 22-1378
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講 座 第3回
甲種・乙種防火管理講習

2月21日（月） 9:00~17:00 
2月22日（火） 9:00~12:00 ※2日間
消防本部庁舎 3階講堂、笠原
消防署 3階講堂（リモート）
市内在住または在勤の方
50人程度 ※抽選

受講料 3,800円（テキスト代:当日持参）
申込方法 2月1日（火） 10:00~10日（木） 
17:00までに申込書（ホームページからダウン
ロード可または各消防署で配布）をEメール、
FAXまたは郵送で
※会場も抽選で決定

予防課 梶田 
TEL 22-9233 FAX 21-0022 
Email yobou@city.tajimi.lg.jp

講 座 レジリエンス 心の回復力
~折れない心の作り方~

　職場、ご家族、ご近所などコミュニケーション
を取る場で受けるストレスと上手に向き合い、
困難を乗り越える力について学びます。

3月12日（土） 10:00~11:30
ヤマカまなびパーク 5階学習室501

講師 千
ち

田
だ

伸
のぶ

子
こ

 氏
（JPEAレジリエンス認
定トレーナー）
参加料 600円
申込方法 窓口または電
話で

ヤマカまなび
パーク（学習館）

TEL 23-7022

講 座 育児休業制度等に関する
相談窓口の開設

　「育児・介護休業法」が改正されたことによる
制度や、会社での取り組みについて相談を受け
ます。

平日 9:00~16:30
岐阜労働局雇用環境均等室（岐阜市金竜
町5-13岐阜合同庁舎4階）
TEL 058-245-1550

行 政 高校奨学資金を給付
（返還不要）

　経済的理由により高等学校などに修学が困
難な生徒の進学を支援するため奨学資金を給
付します。各中学校単位で一括申請のため、詳
細は各中学校の奨学資金担当者または教育総
務課へ問い合わせください。

教育総務課 水野、野村 TEL 23-5856

行 政 高校入学準備資金を給付
（返還不要）

　経済的理由により高等学校などに修学が困
難な生徒の進学を支援するため、入学時の準備
資金を給付します。
※本事業は市民の方の寄附金が財源

次の全てを満たす方
・ 家庭の経済事情により学資の支払いが困難
・ 市内在住で学業成績が優秀

給付額 50,000円　 20人
必要書類 ①給付申請書 ②推薦書 ③家庭状況
調書 ④世帯全員の住民票の写し ⑤世帯内で
所得のある方全員の所得証明書
①~③の様式は各中学校で配布。④⑤は市役
所で取得
申込方法 必要書類をそろえ、各中学校へ
※給付の可否は、教育委員会で決定

教育総務課 水野、野村 TEL 23-5856

募 集 ランチ＆ボードゲーム
婚活参加者募集

3月5日（土） 11：00～13：30
（受付10：30～）
結婚を希望する未婚の方
フランス菓子サンドール（虎渓山町７-14-18）
男女各15人 ※申し込み多数の場合は抽選 

参加料 2,000円（ランチ代金）
持ち物プロフィールや連絡先を記入した名刺な
ど　※大きさは名刺サイズ
申込方法 2月21日（月）までに申込用紙（ホーム
ページからダウンロード可）をメール、郵送（当
日消印有効）、FAXまたは窓口へ

くらし人権課 鬼頭
TEL 22-1128 FAX 25-7233
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp
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　従来の交付時来庁方式に加え、申請時に本人が
市役所へ来庁し、所定の手続きをすると、後日ご自宅
へ郵送（本人限定郵便）する申請時来庁方式を開始
します。
※駅北庁舎1階市民課のみで受付

マイナンバーカード新規申請者
持ち物 通知カード、本人確認書類（要ホ
ームページ確認）、個人番号カード交付
申請書、住民基本台帳カード（ある方）

市民課 和田 TEL 23-5542

多治見市悠光クラブ連合会 加藤 TEL 26-9996 Email spau99g9@jewel.ocn.ne.jp

　「老人クラブ」は地域を基盤とする高齢者の自
主組織です。
　昨今、地域社会は高齢化が進行し、ご近所のつ
ながりや地域の支え手も減るなか「老人クラブ」の
存在が見直されています。元気な高齢者が地域を
支える、現役時代に得たノウハウや知識を地域社
会に還元する取り組みが大切です。

　クラブでは、各地域の自治会（区や町内会）と
連携し、地域の特性を活かした活動を実施してい
ます。
・  地域の高齢者を対象にサロン活動（健康講座・

認知症予防体操・カラオケなど） 
・  グラウンドゴルフ、ペタンクなどの軽スポーツ
・  地域の集会所や公園の美化活動、花壇づくり
・  地域との交流（保育所、小学校とのふれあい活

動）、児童の登下校見守り
※  「多治見市悠光クラブ連合会」は、多治見市の

老人クラブの連合会です（現在53クラブ 会員
数2,520名）。 

※ 現在多治見市では全てのクラブが「〇〇クラブ」
「○○会」などの名称で「老人」という言葉を使
用していません。連合会も「老人クラブ」でなく、

「悠光クラブ」に変更しています。

１．  仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生
活を豊かにする楽しい活動を行うこと 

２．  高齢者が持っている知識や経験を生かして、地
域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会
活動に取り組むこと 

３．  明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努
めること

　老人クラブに興味をもった方は、下記までお気
軽にご連絡ください。

老人クラブについて

活動内容

老人クラブの活動の目的

みんなで元気に
認知症予防体操

初めての人でもすぐに
楽しめるグラウンドゴルフ

　国・県・市からの支援を受けています。市の
公民館などの使用についても減免制度の適用
を受けています。

老人クラブ老人クラブでで地域地域のの活動活動にに参加参加してみませんか？してみませんか？

12 月
１  2021多治見市10大ニュース 
（秘書広報課）
2  第19回 多治見ビジネスフェア 
「き」業展（産業観光課）
3  第4回 たじみビジネスプラン 

コンテスト最終審査会 THE FINAL 
（産業観光課）

秘書広報課
TEL 22-1372 多治見市

ホームページ

定例記者会見情報定例記者会見情報
─ 市政情報発信 ─

マイナンバーカード
申請時来庁方式
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令和４年度7～10月の
施設の事前予約受付について
申込期間【市内在住者】3月5日(土)～７日（月）

【市外在住者】3月12日（土）～14日（月）
申込方法 申込書（ホームページからダウンロード

可）をFAXまたは窓口へ

子ども支援課 渡辺(賢）、山田 TEL 23-5958

  高等職業訓練促進給付金
　資格を取得するために、1年以上養成機関で就
学する期間中の生活の安定を目的とし、一定期
間給付金を支給します。
対象者 次の要件を全て満たす方
● 市内在住の20歳未満の児童を扶養するひと

り親家庭の母および父
● 看護師、准看護師、保育士、美容師などその他

の国家資格で特に経済的自立に必要なもの
● 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準の方
支給金額 住民税非課税世帯…月額10万円

住民税課税世帯…月額7万5百円
※ 修業期間の最後の12か月は月額４万円ずつ増額
※修学先の学校を決定する前に事前相談が必要

  高等職業訓練促進資金貸付制度
　高等職業訓練促進資金給付金の受給者を
対象とした貸付制度です。一定の条件を満た
すと返還義務が全額免除になります。

  自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の親の自立を図るための資格取得を目的と
して、指定の教育訓練講座の受講料の一部を助成します。
対象者 次の要件を全て満たす方
● 市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母及び父
● 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座であること
● 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準の方
● 講座を受講することが、安定した就労に結び付くと認められる方
※ 講座受講前に事前相談および講座の指定を受けることが必要

ひとり親家庭をサポートします

2月19日（土）　3月5日（土） 
10:00~12:00、13:00~15:00
持ち物 運動できる服装　講師 多

た

治
じ

見
み

峰
ほう

遊
ゆう

会
かい

フリークライミング体験会フリークライミング体験会

　地球村天文台の大型望遠鏡などで、星や惑
星を観望します。

3月5日（土）、12日（土） 19:00~20:30
持ち物 防寒着など　講師 地球村星倶楽部

サタデースターナイトサタデースターナイト

三の倉市民の里地球村 TEL 24-3212

②④申込時に連絡 ①③土
岐川観察館　 ②③④小学4
年生以下は保護者同伴 ※②
③④要予約（②2月1日（火）~
受付開始）　休館日 月曜日（祝
日の場合は翌日）　開館時間
10:00~17:00　 土岐川
観察館 TEL 21-2151

　昔話に出てくる真ん丸い山を登ります。
10:00~14:30 受付9:30~

持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴　 20人

3/6 
（日）

　山の中で野鳥を探します。
9:30~11:30 
受付9:00~

持ち物 双眼鏡（あれば）、歩
きやすい靴

10人

3/12 
（土）　デジカメで撮影した星空写真を展示します。

10:00~17:00

3/1（火）
 〜31（木）

　デジタルカメラで星空写真の撮影に挑戦します。
※終了時間延長の場合あり

18:30~20:00 受付18:00~
15人　講師 井戸英夫 氏（地球村星倶楽部） 

持ち物 デジカメ（一眼レフまたはミラーレス）、三脚（あれば）、小型の懐中電灯

3/11 
（金）
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職種 募集人員 職務内容 就業時間 報酬 採用条件
⑮�国民健康
保険料等
滞納整理
事務員

1人
●�国民健康保険料及び後期高齢者医
療保険料の徴収及び滞納整理事務�
（窓口対応、電話による催告事
務、各種調査など）

月～金のうち週４日
8:30～17:00
又は月～金
9:00～16:00

月額�
185,639円

●�徴収事務（税等の公金）の実務経験を
有していること
●�窓口対応、電話対応業務ができること
●�普通自動車運転免許を取得していること

保険年金課�堀田
TEL 0572-23-5735

⑯�母子保健
コーディ�
ネーター�
（助産師）

１人
産前産後のケア、授乳指導、子育て
相談、妊娠中や産後の教室での指
導、要支援家庭の支援や他課との
連携やサービス調整等

月～金のうち週４日
8：30～17：00
又は月～金
9：00～16：00
※上記以外応相談

月額
198,477円

●�助産師の資格を有していること
●�普通自動車運転免許を取得している
こと

保健センター�永井
TEL 0572-23-6187

⑰�眼科検診
業務員 1人 ●�眼科検診における検査・事務

●�保健センター業務全般
原則、月～金の
うち週2日
9：00～16：00

月額
74,255円

●�視能訓練士、臨床検査技師、看護師のいずれ
かの資格を有し、眼科検査（眼圧検査・眼底検
査・簡易視野検査）の実務経験がある、または
これらの眼科検査機器が取扱えること

保健センター�谷口
TEL 0572-23-5960

⑱�学校�
校務員 1人 学校の校務全般

（草刈り、配膳、軽作業）
月～金
7：15～15：30
（休憩45分）

月額�
142,538円

●�普通自動車運転免許を取得していること
●�学校の指示に従い、安全に配慮しつつ実行できること
●�多治見市内の小中学校に通勤できること

教育総務課�
水野、野村
TEL 0572-23-5856

⑲�スクール・
サポート・
スタッフ

2人 ●�市内小中学校の学校事務補助
●�校内の消毒など

月～金（夏休み等除く年
間192日以内）
8：30～11：30（休憩時間
なし、勤務時間は応相談）

時給�
930円 ●�普通自動車運転免許を取得していること 教育推進課�田中

TEL 0572-23-5904

⑳学校司書 ４人

●�小中学校図書館の蔵書整理・点検・配架
●�小中学校図書館の管理（蔵書の
配置や飾りつけなど）
●�学習支援等（読み聞かせ、図書委員への指導など）
●�市内小中学校21校のうち、１人5～6校を分担

月～金
（夏休み等除く年
間210日以内）
9：00～16：00

時給�
951円

●�普通自動車運転免許を取得している
こと
●�司書の資格または教員免許状がある
方は採用上考慮します。

教育推進課�横山
TEL 0572-23-5904

㉑�学校�
司書補 1人

●�小中学校図書館の本の整理、整
頓など
●�本の貸出準備（貸出カード等の
作成）
●�学校司書の補助

月～金（祝日、年
末年始を除く年
間228日以内）
9：00～16：00の
うち１時間（休憩
時間なし、勤務時
間帯は応相談）

時給�
930円

●�普通自動車運転免許を取得しているこ
と

教育推進課�横山
TEL 0572-23-5904

㉒�適応指導�
教室�
指導員

３人
程度

学校生活に適応することが難しく、不登
校傾向にある小中学校の児童生徒に対
し、さまざまな活動を通して不安や悩み
をやわらげ、学校への復帰を支援する

月～金
9：00～16：00

月額�
190,981円

●�普通自動車運転免許を取得していること
　予定試験日　2月21日（月）�9:00～12:00
　試験会場　駅北庁舎�4階　第2、3会議室
　試験科目　面接、小論文

教育相談室　吉川
TEL 0572-23-5942

㉓�キキョウス
タッフ
�（小中学校）

５人
程度

学習や生活に困難を抱える児童生
徒のサポートを学校職員と連携し
て行う

月～金
（年間210日）
8：30～15：30

時給�
951円

●�普通自動車運転免許を取得していること
　予定試験日　2月21日（月）�9:00～12:00
　試験会場　駅北庁舎�４階　第２、３会議室
　試験科目　面接、小論文

教育相談室　吉川
TEL 0572-23-5942

㉔�ほほえみ
相談員
　（小学校）

若干名
児童が抱える不安や不登校などの
悩みへの相談業務や学校職員と連
携し生活や学習の支援を行う

月～金
（年間210日）
8：30～15：30

時給�
1,025円

●�普通自動車運転免許を取得していること
　予定試験日　2月21日（月）�9:00～12:00
　試験会場　駅北庁舎�4階　第2、3会議室
　試験科目　面接、小論文

教育相談室　吉川
TEL 0572-23-5942

㉕�ほほえみ
相談員
　（中学校）

若干名
生徒が抱える不安や不登校などの
悩みへの相談業務や学校職員と連
携し生活や学習の支援を行う

月～金
（年間210日）
8：30～15：30

月額�
124,534円

●�普通自動車運転免許を取得していること
　予定試験日　2月21日（月）�9:00～12:00
　試験会場　駅北庁舎�4階　第2、3会議室
　試験科目　面接、小論文

教育相談室　吉川
TEL 0572-23-5942

㉖�消防�
総務課�
事務補助

1人
●�消防職員諸手当に関する事務
●�消防施設管理に関する事務
●�予算歳入歳出執行に関する事務
●�その他消防全般に関する事務

月～金
9:00～16:00

月額�
116,502円

●�普通自動車運転免許を取得している
こと
※�行政事務の実務経験がある場合は、
選考上考慮します。

消防総務課�青嶋
TEL 0572-22-9231

㉗�火災予防
事務員 1人

●�火災予防査察業務の補助
●�防火管理講習等、各種講習会の
講師
●�届出書類に関する事務

月～金のうち
週４日
8：30～17：00

月額�
185,639円

●�消防吏員として、立入検査、防火管理講習
会の講師などの実務経験を有すること
●�普通自動車免許を取得していること
●�多治見市内の地理を熟知していること

予防課�安藤
TEL 0572-22-9233

㉘�通信�
指令員 1人 ●�通信指令業務に関すること

●�消防統計業務に関すること

所属長が指定す
る日の当務（１当
務8：30～翌日8：
40までのうち、15
時間30分（休憩
及び仮眠除く））
※週31時間相当

月額�182,516円
（他に、休日勤
務手当、夜間勤
務手当及び時
間外勤務手当）

●�消防吏員として、通信指令業務の実
務経験を有すること
●�第三種陸上特殊無線技士の免許を有すること
●�多治見市内の地理を熟知していること
●�夜間勤務、休日勤務が可能なこと

救急指令課�加藤（英）
TEL 0572-22‐9216

採用条件 パソコン操作（ワード、エクセルなど）ができること　※⑨⑫除く ⑧要相談
※条件付採用　採用後１か月間を良好な成績で勤務したときに正式採用
休憩時間 特に記載がなければ60分
そ の 他 報酬には地域手当相当額を含む

条件により期末手当や通勤費、時間外勤務手当など支給あり
※⑧⑨⑰⑲㉑は期末手当の支給がありません。
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会計年度任用職員を募集します会計年度任用職員を募集します

職種 募集人員 職務内容 就業時間 報酬 採用条件
①�事務補助員�
（障がい者
対象）

1人 ●来客対応、電話対応
●パソコンへの入力作業

月17日（土、日、
祝日除く）
8：30～17：00

月額
121,258円

●�身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、療育手帳等の交付を受けて
いる方

人事課�葉名尻
TEL 0572-22-1394

②�情報化�
支援�
事務員

1人
●�パソコン等情報機器の市役所内
のヘルプデスク対応
●�パソコン等情報機器の設定支援など
●その他情報課内事務処理

月～金
9：00～16：00

月額�
185,639円

●�普通自動車運転免許を取得していること
●�パソコン等情報機器の基礎的な知識
を有していること（筆記・実技試験を実
施する）

情報課�藤井
TEL 0572-23-5564

③�市税等滞
納整理員 1人 市税の納付相談及び滞納整理事務

（窓口及び電話対応、各種調査など）
月～金のうち
週４日
8：30～17：00

月額�
185,639円

●�窓口対応、電話対応業務ができること
●�普通自動車免許を取得していること
＊徴収事務経験者は考慮します。

税務課�井出
TEL 0572-23-5836

④�子育て�
コーディ�
ネーター

1人

●�子育てに関する情報の収集およ
び提供
●�子育てに関する相談への対応
●�子育て支援団体との連携調整
●�その他子育て支援推進事務（子
育て支援イベントの開催など）

月～金
9：00～16：00

月額�
185,639円

●�子育て支援への意欲があり、育児に関
して豊富な知識を有していること
●�情報を発信するための創意工夫や企
画に興味があること
●�教育または児童福祉に関する職務経験が
ある、もしくは教育職員免許状か保育士
資格を持っているまたは見込みであること
●�普通自動車運転免許を取得していること

子ども支援課
丹羽・渡邉（舞）
TEL 0572-23-5958

⑤�保育園加
配保育士

10人
程度

●�延長保育対応
●�クラス担任補助
●�行事準備
●�環境整備　など

7:00～19:00の
うち実働7時間
30分
シフト制で月～
土のうち週5日

月額�
171,146円

保育士証と幼稚園教諭免許状を有する、
または見込みであること
※�保育士証、幼稚園教諭免許状のどち
らかのみを有する場合は、応相談
指定の日数、勤務時間以外の勤務を希
望する場合は、応相談

子ども支援課　藤浪
TEL 0572-23-5947

⑥�保育園�
要支援児�
担当�
保育士

10人
程度

●�支援を必要とする園児の保育
●�延長保育対応
●�クラス担任補助　●�行事準備
●�環境整備　など

7:00～19:00のう
ち実働7時間30分
シフト制で月～土
のうち週5日

月額�
171,146円

保育士証と幼稚園教諭免許状を有する、
または見込みであること
※�保育士証、幼稚園教諭免許状のどち
らかのみを有する場合は、応相談

子ども支援課　藤浪
TEL 0572-23-5947

⑦�幼稚園�
要支援児
担当幼稚
園教諭

10人
程度

●�支援を必要とする園児の保育
●�預かり保育対応
●�行事準備
●�環境整備　など

月～金�
（年間216日）
8:30～17:00

月額�
150,888円

保育士証と幼稚園教諭免許状を有する、
または見込みであること
※�保育士証、幼稚園教諭免許状のどち
らかのみを有する場合は、応相談

子ども支援課　藤浪
TEL 0572-23-5947

⑧�休日保育�
担当�
保育士

1人
勤務場所：双葉保育園
●�土曜日、日曜日、祝日において保
育が必要な子の保育

土・日、祝祭日
7:00～19:00の
うち実働7時間
30分

時給�
1,117円

保育士証と幼稚園教諭免許状を有する、
または見込みであること
※�保育士証、幼稚園教諭免許状のどちら
かのみを有する場合は、応相談

子ども支援課�藤浪
TEL 0572-23-5947

⑨�保育園�
園務員 1人

●�給食の配膳・下膳
●�保育室・トイレ等施設内外の清掃�
（消毒作業を含む）
●�環境整備
●�備品等の片付け　など

月～金
11：00～16：00の
うち4時間30分
（休憩30分）

月額�
76,020円

●�重量５ｋｇの食器カゴをワゴンに載せ
て運搬できる方

子ども支援課�藤浪
TEL 0572-23-5947

⑩�有害鳥獣
事務員 1人

有害鳥獣による被害確認や住民対応、
有害鳥獣の死がい処理・運搬業務、多
治見市猟友会との連携及び調整業務、
有害鳥獣関連事務に関すること

月17日（土、日、
祝日除く）
8：30～17：00

月額�
152,630円
特殊勤務
手当有

●�有害鳥獣の殺処分に抵抗が無く健康な方
（狩猟免許保持者・資格取得見込者優先）
●�窓口応対（接客）、電話対応業務ができること
●�普通自動車運転免許を取得していること

産業観光課�西尾
TEL 0572-�22-1258

⑪�用地取得
業務�
専門員

1人
●�測量作業及び測量図面作成事
務
●�用地課の事務処理（窓口、電話
対応など）

月～金のうち
週４日
8：30～17：00
又は月～金
8：30～15：30

月額�
185,639円

●�測量士又は測量士補の資格を有していること
●�トータルステーション等の測量機器を用
いた測量作業及び測量CADシステムを
用いて測量図面の作成ができること

●�土地家屋調査士事務所、測量会社又
は行政での実務経験があること
●�普通自動車運転免許を取得していること

用地課�中島
TEL 0572-�22-1290

⑫�土木�
作業員 1人

公園、児童遊園、緑地等維持管理
業務、公園、緑地の草刈り、剪定業
務

月～金
8：45～17：15

月額�
183,605円

●�準中型自動車運転免許以上を取得し
ていること（ＡＴ限定は不可）
●�刈払機（草刈機）を扱えること

緑化公園課�
秋山・志村
TEL 0572-22-1356

⑬�公害等�
現場対応
補助員

1人
●�騒音・振動・悪臭、野焼き、不法投
棄、雑草処理等に関する相談・現
地調査・指導・記録等の補助
●�特定外来生物防除の補助など

月～金
9：00～16：00

月額�
146,645円
特殊勤務
手当有

●�窓口応対（接客）、電話対応業務がで
きること
●�普通自動車運転免許を取得している
こと

環境課�鈴木
TEL 0572-22-1175

⑭�清掃�
作業員 1人 ごみ収集

ごみ収集業務員の補助
月17日
（土、日、水除く）
8:30～17:00

月額�
173,711円
特殊勤務
手当有

●�普通自動車運転免許以上を取得して
いること（AT限定は不可）
●�年末年始及びその他祝日の収集業務に従事できる方
●�一部指定する水曜日の収集業務に従事できる方

三の倉センター�小栗
TEL 0572-23-1103

　市役所では、下記の会計年度任用職員を募集しております。
詳しくは、職種ごとに定められた連絡先へご連絡ください。（職
種によってはホームページで詳細をご案内しています。）なお、
次の項目は、全職種共通です。

任用期間 令和４年4月1日から令和５年3月31日まで
（次年度も同種の職が必要となる場合、人事評価に
より再度の任用の可能性有り）

申込期限 2月1５日（火）必着

2 02 2年2月21 「生活情報」「健康情報」の詳細は担当課、市ホームページなどでご確認ください
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美和勇夫法律事務所
東東濃濃新新報報

美和勇夫法律事務所

で弁護士美和のブログ

で事件依頼は、
楽しく為になる
ホームページを
ご覧下さい。 （おもしろく読めます）

岐阜県弁護士会所属

多治見市上野町4-29

弁護士 美和勇夫 弁護士 吉村光太

例えば・・・

☎☎００５５７７２２－－２２３３－－３３９９００４４

▷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

４「「弁弁護護士士日日記記」」連連載載４５５年年

おりべ合同事務所

相続手続き・生前贈与・遺言書作成
各種相続対策・各種測量・境界確定

司法書士　伊藤正樹・水野 聡
土地家屋調査士　坂本雅実・宮川啓

精華学園高等学校多治見校へ生まれ変わりました！

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp

入
会
特
典

施設見学会日程
令和4年2月16日、2月24日 （祝日の場合は翌日）

おりべ本社ロビー

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 火 うすい整形外科 滝呂町12 43-3600
2 水 岡山内科・消化器科クリニック 宝町3 21-1717
3 木 笠原診療所 はっとり医院 大畑町7 28-2261
4 金 高羽クリニック 太平町3 23-5515
7 月 おおむらクリニック 宝町10 25-0166
8 火 ふくい内科クリニック 松坂町1 20-0660
9 水 うえだ整形外科 松坂町1 20-2022
10 木 光ヶ丘クリニック 光ケ丘2 21-0510
14 月 たじみ内科 広小路2 22-2333
15 火 夏目整形外科医院 錦町3 23-4720
16 水 倉知眼科 平和町7 22-5515
17 木 あいざわ整形外科 平和町7 23-3700
18 金 わたなべクリニック 明和町5 26-8666
21 月 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682
22 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
24 木 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
25 金 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
28 月 のむら・笠原クリニック 笠原町字権現2200 45-1020

土曜日と日曜日、祝日の休日急病診療
土曜日…19:00～21:30（受付は21:00まで）

　 日・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
●あらかじめ電話で連絡してください TEL 22-5211

※診療時間外は下記連絡先へ問い合わせください
救急医療情報センター　TEL 23–3799

診療時間 19:00～21:30（受付は21:00まで）
●気象状況、諸般の事情により、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　
保健センター　水野（祥

しょう

）　TEL 23-5025

2月の夜間在宅当番医 

駅北庁舎情報
2月の駅北庁舎休日開庁日は

（市民課 保険年金課）

開庁時間
8：30～17：15

2月27日日

JR
多治
見駅

自
由
通
路

駅北庁舎駅北庁舎

駅北バス停駅北バス停

駅北立体駐車場

90分
無料

約400台60分
無料

約50台 入口

駅北立
体

駐車場
駅北立

体

駐車場駅北
駐車
場

駅北
駐車
場

入口

駅北立体駐車場を
利用してください。

2 22 02 2年2月
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月 後半の予定2 月3 前半の予定

●収集日は事情により変更になることがあります
●転居、転入出など異動が生じた場合…上下水道課へ
●くみ取り依頼など…多治見市衛生公社　TEL 22-6306
　（笠原町以外）、笠原環境クリーン　TEL 43-4455（笠原町）
※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

3月 収集地区

1 火
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

2 水 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

3 木 姫4・5、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住吉、
笠原町富士

4 金 姫6・7、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜
7 月 市之倉1・2、姫1市営、笠原町神戸
8 火 市之倉3・4、姫1、笠原町神戸
9 水 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1
10 木 高根、旭ケ丘1・2・6～9、大薮

11 金 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

2月 収集地区

14 月 東栄、大薮、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

15 火 高田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

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

17 木
根本、西山、滝呂1・4～7・10・11・15・16、
笠原町上原1264～1575番地、
1647～2455番地

18 金
北丘、旭ケ丘3～5、旭ケ丘5市営、
笠原町上原1264～1575番地、
1647～2455番地

21 月 小泉、幸、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、笠原町向島
22 火 大原、音羽、宝、若松

24 木 滝呂2・3・8・9、京、元、市之倉7～13、北小木、
笠原町音羽

25 金 松坂、明和、赤坂、笠原町音羽

28 月 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

2 3 2 02 2年2月 政無線の内容はフリーダイヤル（0120-311-714）でもお知らせしています


