
募 集

不登校を考える会

　不登校や登校しぶりについて抱えている悩
みや不安を教育相談員が聞きます。

2月17日（水） 10：00～12：00
不登校に悩む保護者

申込方法 2月10日（水）までに電話で
教育相談室 TEL 23-5942

募 集

介護家族交流会 ケアカフェ

　紙おむつの種類やあて方、車いすへの移り方
を学びます。講習会の後に交流会も行います。

2月24日（水） 10：00～11：30
市之倉公民館 大ホール
介護中の方や関心のある方

講師 大王製紙株式会社アテントアドバイザー
10人

申込方法 2月18日（木）までに電話または窓口へ
笠原地域包括支援センター 関谷
TEL 45-0007

講 座 若年性認知症講演会（Web視聴）
「認知症、笑顔のままで」

　51歳の時に若年性認知症と診断され、現在
60歳の山田真由美さんが、自分のことばで今
の生活や認知症のことを伝えています。
Web視聴公開期間～2月28日（日）まで
講師 山田真由美 氏（おれんじド
アも～やっこなごや代表）、鬼頭
史樹 氏（社会福祉法人名古屋
市社会福祉協議会）
視聴方法ホームページから

地域包括支援センター認知症見守り研修会
（担当 精華地域包括支援センター 大内）
TEL 25‐2511

講 座

第3回 甲種防火管理新規講習

　一定規模以上の店舗やビル、事務所などに
必要な、防火管理者の資格講習会を開催しま
す。

2月24日（水）、25日（木） 9：00～16：00
消防本部庁舎 3階講堂
市内在住または在勤の方
20人

参加料 3,800円（テキスト代）
持ち物 筆記用具
申込方法 2月1日（月）～12日（金）までに申込書

（各消防署で配布、ホームページからダウンロー
ド可）と受講料を各消防署窓口へ

予防課 久保田 TEL 22‐9233

募 集 子どものサロン＆
子どもスタッフ会議

　年齢や学校の違う子ども同士で市のまちづく
りについて話をしませんか。

2月21日（日）10：00～12：00
ヤマカまなびパーク 5階学習室
小学生～高校生

※体験参加可
※スタッフ登録は小学4年生以上
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 水野
TEL 22-1128 FAX 25-7233

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。

①2月10日（水） ②2月24日（水）
　13：30～15：30
①バロー文化ホール 和室
②脇之島公民館 研修室
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
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募 集 多治見国際交流協会
ジュニアクラブ 参加者募集

　日本に住んでいる外国人との交流を通じて、
世界各国の遊びや文化を学びます。

2月21日（日） 10：30～12：00
子ども情報センター
小学3～6年生

講師 黄
ファン

 載
チェファ

和 氏（韓国人講師）
20人

持ち物 筆記用具、水筒 ※マスク着用
申込方法 電話で

文化スポーツ課 佐藤、猪
い

野
の

TEL 22-1193

　防災行政無線の難聴対策として、防災
アプリをリリースしました。無線の放送が
聞き取りにくい場合、アプリを通じて内容
の確認をすることができます。また、アプ
リ内でお住まいの小学校区を指定するこ
とで、地域で流れた放送がプッシュ形式
で通知されます。

アプリ特記事項
●現在地から指定避難所までのルート
（Google map）が表示されます

●多治見市ハザードマップを確認できます
●非常用持出品、備蓄品を確認できます
●多言語対応（日本語・英語・中国語等）

インストールはこちらから

企画防災課 佐藤 TEL 22-1378

Apple Store Google Play

募 集 生活応援員育成講座の
受講者募集

　介護予防・日常生活支
援総合事業（多様な担い
手による介護保険サービ
スの提供を目指す事業）
の担い手となる生活応
援員（旧名称：ライフサポ
ーター）の育成講座を開
催します。

※各日程のどれかを受講する3日間の講座
駅北庁舎 4階会議室
中学校を卒業した15歳以上の市内在住また

は在勤・通学者
20人

申込方法 3月5日（金）までに申
請書（ホームページからダウン
ロード可）を窓口へ

高齢福祉課 今井 
TEL 23-5821

募 集 令和2年度男女共同参画
講演会

テーマ With コロナ時代
のワーク・ライフ・バランス

2月19日（金）
14：00～15：30
本庁舎 2階大会議室

講師 森
もり

千
ち

晴
はる

 氏（経営労務
サポートオフィスぶどうの
樹、社会保険労務士）

40人
申込方法 2月17日（水）までに電話またはEメー
ルで
※手話通訳が必要な方は申し出ください

くらし人権課 佐藤 TEL 22-1128
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

講座1 3月11日（木）
12日（金）

9:00～12:15
13:30～16:45

講座2 3月17日（水）
18日（木）

9:00～12:15
9:00～12:15

講座3 3月22日（月）
24日（水）

9:00～12:15
9:00～12:15

防災アプリを
活用ください
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募 集 災害ボランティアが実践する
ブルーシートの張り方

　地震や台風による「屋根の応急処置の大切
さ」を学びます。

3月7日（日） 13:30～15:30
ヤマカまなびパーク 5階学習室 501
防災に関心のある方
30人

参加料 500円
講師 赤

あか

池
いけ

博
ひろ

美
み

 氏（災害ボランティア愛・知・人 
代表理事）
申込方法 電話または窓口へ

学習館 TEL 23-7022
市民活動交流支援センター（ぽると多治見） 
田中 TEL 22-0320

募 集 ちょこっとまなぶ NPOカフェ
「ステップアップのための報告書」

2月18日（木）13:00～13:55
ヤマカまなびパーク 6階美術室
20人

申込方法 電話または窓口へ
市民活動交流支援センター（ぽると多治見）
田中 TEL 22-0320

募 集 10分間で伝える！
プレゼンづくり

　伝えたい内容を分
かりやすくまとめ、効
果的に見せる方法を
学びます。

2月27日（土）
13:30～15：30
ヤマカまなびパーク
6階視聴覚室
市民活動に関わる方
10人

参加料 500円（ぽると多治見登録団体は300円）
講師 肥

ひ

田
だ

和
かず

明
あき

 氏（㈱SMC-POWER代表取締
役社長）
申込方法 電話または窓口へ

市民活動交流支援センター（ぽると多治見）
田中 TEL 22-0320

行 政 高校奨学資金を給付
（返還不要）

　新たに高校生になる方を対象とした奨学資
金制度は、各中学校単位で一括申請です。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 山本、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 山本、野村 TEL 23-5856

募 集 イライラしない・させない
コミュニケーション術

　イライラしたりさせたりせずにしなやかに生き
ていけるよう、感情コントロールのスキルと言葉
の使い方を学びます。

3月14日（日） 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（コミュニケーションアドバイ
ザー、こころの発達アテンダント認定講師）

30人
参加料 600円
申込方法 電話または窓口へ

学習館 TEL 23-7022
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行 政

環境フェア2021

　市内で活動する環境市民団
体や小中学校、高等学校の環境
に関する作品やパネルを展示し
ます。
テーマ 広げよう～自然とエコのまち　多治見

2月18日（木）～23日（火・祝）
9：00～21：00 ※22日（月）は休館日
ヤマカまなびパーク1階

展示内容
● 環境市民団体や小中学校、高等学校の環境

活動紹介パネル
● 子ども環境作品
● たじみ風景絵画コンクール作品

環境課 安藤 TEL 22-1175

行 政 セラミックバレー振興事業を
補助

　新商品開発や見本市など（ウェブ版を含む）
への出展など、美濃焼の産業観光振興に資す
る事業に対する補助を行います。
募集期間 2月8日（月）～26日（金）
対象事業 次のいずれかに該当し、交付決定の日
から令和4年3月31日までに完了する事業
① 貸し出しまたは共用目的で整備する作陶施

設の整備
②滞在型作陶施設の整備
③オープンファクトリーの整備
④見本市など（ウェブ版を含む）への出展
⑤新商品の開発
※①②は窯やろくろなどの購入も対象
※ ③は見学者への説明用パンフレット等の作成

も対象
※条件など、その他の詳細はホームページ参照
申込方法 交付申請書（窓口で配
布。ホームページからダウンロー
ド可）を窓口へ
選考方法 事業発表（プレゼンテ
ーション）による審査会を経て決定

産業観光課 渡邊、森谷 TEL 22-1250

募 集

ランチ婚活参加者募集

3月6日（土）11:30～13:30（受付11:00～）
モンタナ（廿原町4701-5）
結婚を希望する未婚の方
男女各10人

※ 申し込み多数の場合
は抽選

参加料 男性2,500円
女性2,000円

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22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E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

　11月29日（日）開催の青少年育成功労
者表彰式で受賞された皆さんです。

（敬称略）

精華校区・・・吉田真紀、関谷桂子
共栄校区・・・加藤昌三、河村昌孝
昭和校区・・・前田勝彦、久野尚夫、𠮷田純
小泉校区・・・伊藤宰、坂本真一、増田智幸
池田校区・・・加藤和利
市之倉校区・・・岡宣武
滝呂校区・・・坂本里美、鈴木巧美
南姫校区・・・石山重夫、川瀬一美
根本校区・・・加知鉄雄、鈴木藤夫
脇之島校区・・・小栗喜久雄
ボーイスカウト多治見第１団・・・松田範主

多治見市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

2 021年2月13
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募 集 文化財講座
「多治見の中世まちあるき」

　「多治見市文化財マップ」を使いながら、市役
所本庁舎から長福寺・本土神社までの間の歴史
を巡ります。

2月20日（土）
13:00～15:30（受付12:30～）
市役所本庁舎 正面玄関前
中学生以上
20人

持ち物 歩きやすい服装・飲み物・マスク
申込方法 2月1日（月）～12日（金）までに電話、
FAX、Eメールで
※申し込み多数の場合は抽選

文化財保護センター 篠
TEL 25-8633 FAX 24-5033
Email hogo-cen@city.tajimi.lg.jp

募 集

セラパーク楽々市

2月27日（土）、28日（日） 10：00～16：00
セラミックパークMINO

※マスク着用
（公財）セラミックパーク美濃
TEL 28-3200

行 政

不動産無料相談会

2月26日（金）13：00～15：00
本庁舎 3階緑の会議室

申込方法 2月25日（木）までに電話で
公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会
東濃支部 TEL 55-7218

募 集 多治見市少年少女
発明クラブ会員募集

　木工や電気工作などを通じて、
ひらめきや創造性を育みます。

毎月第2土曜日、8月上旬1週間
※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8日（月）から申込書（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 山本、細江
TEL 22-1252 FAX 25-3400

北丘町1丁目

109,447人
53,334人
56,113人

47,290世帯

総人口

（前月比 -20世帯）

世帯数

男

女

（前月比 -93人）
（前月比 -45人）
（前月比 -48人）

◎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23.86円で42,000部制作しています。

　美濃焼が多治見から木曽川の野市場湊（可児市今渡町）ま
で輸送された街道である今渡街道には、いくつもの道標が
残っています。その一つである「根本の道標」は、元々は松坂町
1丁目の交差点にあったもので、「左 姫路廣見 八百津太田 
右 久々利 御嵩」と刻まれています。道標の側には茶屋があ
り、街道を往来する人々の休憩所でした。

の　いち　ば

岐阜県警防犯アプリの活用について
　岐阜県警では、令和2年4月1日からスマート
フォン向けのアプリ「岐阜県警察防犯アプリ」を
配信しています。
　このアプリは
●犯罪情報や防犯情報
●最寄りの警察署・交番・駐在所までの地図
●防犯ブザー機能
●自主防犯活動機能
があります。
　身近な情報をいち早く知ることもできますの
で、ぜひ活用してください。

多治見警察署 TEL 22-0110

岐阜県警防犯アプリ 検索
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　宝くじの社会貢献広報事業
として、宝くじの受託事業収入
を財源として実施しているコミ
ュニティ助成事業で、虎渓山町
第一町内会が祭りの神輿等の
備品を購入しました。

文化スポーツ課 佐藤 TEL 22-1193

　多治見の根本城跡と大杉を求めて歩きます。
10:00～14:30 受付9：30～

持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴
15人

2/21
（日）

①②④⑥申込時に連絡　③⑤土岐川観察館
①②④⑤⑥小学4年生以下は保護者同伴
※①②④⑤⑥要予約

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

　オリエンテーリングや木工作、火おこし
などを体験します。

3月7日(日) 9：00～14：30
※雨天中止（小雨決行）
年長～小学6年生（保護者同伴）　 30人

持ち物 野外活動できる服装、おにぎり、
水筒、タオル

講師 ボーイスカウト岐阜県連盟多治見
第１団、土岐第１団、恵那第1団

申込方法 ホームページから
ボーイスカウト多治見第１団
工藤 TEL 090-9917-4697

ボーイスカウトと遊ぼうボーイスカウトと遊ぼう

①2月20日（土） ②3月6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

三の倉市民の里地球村

フリークライミング体験会フリークライミング体験会

　月やすばるを望遠鏡で観望してみましょう。
①2月20日(土) ②3月6日（土）
19：00～20：30

※雨天・曇天中止
講師 地球村星倶楽部

三の倉市民の里地球村

サタデースターナイトサタデースターナイト

　田んぼの冬鳥、東野の池のカモなどを探します。
9：30～11：30 受付9：00～

持ち物 双眼鏡（あれば）、歩きやすい靴
15人

2/13 
（土）

　私たちの太陽系について知りましょう。
18:30～20:00 受付18：00～
10人　講師 井戸英夫 氏（地球村星倶楽部）

3/12
（金）

　笠原町の霊峰お富士さんを登ります。
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

3/7
（日）

　喜多緑地公園で見られる野鳥を探します。
9：30～11：30 受付9：00～

持ち物 双眼鏡（あれば）、歩きやすい靴
15人

3/13
（土）

　太陽と惑星、私たちの太陽系について 
　展示します。

10：00～17：00

 3/2（火）
 〜3/31（水）

宝くじの助成金で整備しました

三の倉市民の里地球村
TEL 24-3212

2 021年2月15

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載イベントを中止・延期など変更する場合があります

防災行政無線の内容はFMたじみ（76.3MHz）でもお知らせしています



問 秘書広報課 水野 TEL22-1372

　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。資料は、市ホームペ
ージや本庁舎1階、担当課で閲覧できます。
　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。ただし、個々の意
見には直接回答はしませんので、ご
了承ください。

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28日日

JR
多治
見駅

自
由
通
路

駅北庁舎駅北庁舎
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90分
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約50台 入口
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駐車場
駅北立

体

駐車場駅北
駐車
場

駅北
駐車
場

入口

駅北庁舎
利用時の駐車場は
駅北立体駐車場を
利用してください。

濵谷麻衣子

サ責
川上

主任ケアマネ
井澤

西尾相談員
各務

愛知県弁護士会・岐阜県弁護士会・三重弁護士会
静岡県弁護士会・第一東京弁護士会所属

健康で働く意欲のある元気な高齢者の方！
一緒に働きませんか？

市内にお住いの60歳以上の健康で働く意欲のある高
齢者による会員組織であり、臨時的かつ短期的な就業、
または軽易な業務に係る就業を旨としております。

（公社）　多治見市シルバー人材センター
 電話：23ー 6677
 住所：多治見市池田町 2ー 103

お問い合わせ

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

岐阜県多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階

通信制高校サポート校

162 021年2月
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見には直接回答はしませんので、ご
了承ください。

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）
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サ責
川上

主任ケアマネ
井澤

西尾相談員
各務

愛知県弁護士会・岐阜県弁護士会・三重弁護士会
静岡県弁護士会・第一東京弁護士会所属

健康で働く意欲のある元気な高齢者の方！
一緒に働きませんか？

市内にお住いの60歳以上の健康で働く意欲のある高
齢者による会員組織であり、臨時的かつ短期的な就業、
または軽易な業務に係る就業を旨としております。

（公社）　多治見市シルバー人材センター
 電話：23ー 6677
 住所：多治見市池田町 2ー 103

お問い合わせ

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

岐阜県多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階

通信制高校サポート校

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

2月 収集地区

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

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

17 水
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

18 木
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

19 金 小泉、幸、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、
笠原町上原1647～2455番地

22 月 大原、音羽、宝、若松、笠原町向島

24 水 滝呂2・3・8・9、京、元、市之倉7～13、北小木、
笠原町音羽

25 木 松坂、明和、赤坂、笠原町音羽

26 金 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

3月 収集地区

1 月
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 火 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 水 姫4・5、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住吉、
笠原町富士

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

12 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

17 2 021年2月 「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



職種 職務内容 募集人員 就業時間 報酬 採用条件

⑭学童保育
　コーディネーター

●たじっこクラブ利用児童への
教育的支援（学習指導、生活
指導等）

●たじっこクラブと保 護 者 、 
学校、地域、行政機関との 
連絡調整及び相談

1人
月～金曜日
13：00～19：00

（休憩なし）
月額
185,639円

●教育職員免許状を有していること
●学校などで学習指導の経験がある

こと（小学校での指導経験がある方は
採用上考慮します。）

●普通自動車運転免許を取得して 
いること

教育推進課
中島
TEL 23-5904

⑮図書司書補
●市内小中学校の学校図書館

の本の整頓、修理など
●本の貸出準備（貸出カード等の作成）
●巡回司書の補助

1人
週5時間程度

（年間228時間
以内）

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
山田
TEL 23-5904

⑯キキョウスタッフ
（小学校）

障がいのある児童の生活や 
学習の支援

4人
程度

月～金曜日
（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

試験日　2月18日（木） 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 23-5942

⑰ほほえみ相談員 
（小学校）

児童が抱える不安や不登校など
の悩みへの相談業務や生活や
学習の支援

1人
月～金曜日

（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

試験日　2月18日（木） 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 23-5942

⑱ほほえみ相談員
（中学校）

生徒が抱える不安や不登校など
の悩みへの相談業務や生活や
学習の支援

1人
月～金曜日

（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

試験日　2月18日（木） 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 23-5942

⑲学校校務員
　（昭和小学校）

昭和小学校の校務全般
（草刈り、配膳、軽作業） 1人

月～金曜日
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

●昭和小学校（平和町4丁目）に通勤
できること

教育総務課
渡辺、水野
TEL 23-5856

⑳調理員
 （昭和小学校 

近接校対応 
調 理 場 →

（仮称）食育
センター）

学校給食の調理業務他 ㋐1人
㋑1人

㋐学校給食日
（月～金、夏休み等除く）

8：00～16：15
（休憩45分）
㋑学校給食日
（週3日程度）
  8：00～16：15
（休憩45分）

時給930円

●安全衛生管理基準を習得し、確実に
実行できること

●調理器具・食材（15kg程度）を運ぶ
ことができること

● 昭 和 小 学 校 近 接 校 対 応 調 理 場 
（平和町4丁目）に通勤できること 
（7月31日まで）

　※8月1日以降は（仮称）食育センター
（姫町6丁目）での勤務となります。

教育総務課
渡辺、水野
TEL 23-5856

㉑調理員
  （（仮称）食育セ

ンター）
学校給食の調理業務他

㋐10人
　程度
㋑ 3 人
　程度
㋒ 3 人
　程度

㋐学校給食日
（月～金、夏休み等除く）

8：00～16：15
（休憩45分）
㋑学校給食日
　（週3日程度）
  8：00～16：15
（休憩45分）
㋒学校給食日

（月～金、夏休み等除く）  
9：00～14：45

（休憩45分）

時給930円

●安全衛生管理基準を習得し、確実
に実行できること

●調理器具・食材（15kg程度）を運ぶ
ことができること

●（仮称）食育センター（姫町6丁目）
に通勤できること

教育総務課
渡辺、水野
TEL 23-5856

㉒消防業務員
（多治見南消防署）

●予防関係業務に関する事務
（火災原因・損害調査補助、
消防訓練の実施など）

●水利点検及び維持修繕に関
する事務

●街頭消火器点検に関する事務
●防災倉庫の点検に関する事務
●救急講習に関する事務

1人
月～金曜日のうち
週4日
8：30～17：00
※休日の出勤あり

月額
185.639円

●多治見市消防本部管内の地理水利
に精通していること

●消防に関する知識・実務経験を 
有していること

●普通自動車免許を取得していること
●休日出勤が可能なこと
※予防業務に関する実務経験がある

場合は、採用上考慮いたします。

南消防署
平田
TEL 22‐9217

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
※②⑥⑮、⑳の㋑、㉑の㋑㋒は期末手当支給対象外

182 021年2月



会計年度任用職員募集会計年度任用職員募集

職種 職務内容 募集人員 就業時間 報酬 採用条件

①事務補助員
（障がい者対象）

●来客対応、電話対応
●パソコンへの入力作業 2人

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、精神障害者保険
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 22-1394

②統計調査
　事務補助員

●基幹統計（国勢調査、経済 
センサス、農林業センサス等）
事務補助

●多治見市統計調査員協議会
事務補助

●統計たじみ作成事務補助

１人
月15日（土、日、
祝日除く）
8：30～15：30

（変更可）

月額
85,594円

●窓口応対（接客）、電話対応業務が
できること

●統計調査に理解がある方
●普通自動車運転免許を取得して 

いること

総務課 山本
TEL 22-1111

（内線1303）

③保育園
　加配等保育士

●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

20人
程度

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

●保育士証を有するまたは見込みで 
あること

●幼稚園教諭免許状があれば、尚可

子ども支援課
水野
TEL 23-5947

④幼稚園
　要支援児担当

●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

10人
程度

月～金曜日
（年216日）
8：30～17：00

月額
150,888円

●幼稚園教諭免許状を有するまたは 
見込みであること

●保育士証があれば、尚可

子ども支援課
水野
TEL 23-5947

⑤保育園調理員
●野菜などの下処理
●給食の調理・配膳
●食器洗浄
●調理室の清掃　など

1人 月～金曜日
8：30～17：00

月額
142,538円

●給食食器等の移動、洗浄等の業務
があるため、重量10ｋｇ/個の運搬
ができること

子ども支援課
続木
TEL 23-5947

⑥保育園園務員

●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

1人
月～金曜日
11：00～16：00
のうち実働4時間

（休憩30分）

月額
76,020円

●重量5ｋｇの食器カゴをワゴンに 
載せて運搬できること

子ども支援課
水野
TEL 23-5947

⑦空き家対策
　業務補助員

●空き家等に関する相談・調査・
現場確認・書類作成等の事務
補助

●電話対応、窓口事務
●都市政策に関する事務補助

1人
月18日（土、日、
祝日除く）
8：30～16：30

月額
119,831円

●窓口応対（接客）、電話応対業務が
できること

●普通自動車運転免許を取得して 
いること

●空き家、都市政策に関心があること

都市政策課
宮本、加藤
TEL 22-1321

⑧交通指導員

●幼稚園、保育園等での交通安全
指導及び高齢者向け交通安全
指導（教材作成、寸劇など）

●交通安全啓発活動
●道路河川課の事務処理
　（窓口・電話対応など）

1人 月～金曜日
8：30～15：30

月額
185,639円

●窓口対応、電話対応ができること
（行政事務の実務経験のある方は
採用上考慮します。）

●普通自動車運転免許を取得して 
いること

道路河川課
水野
TEL 22-1111

（内線1366）

⑨土木作業員
●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

1人 月～金曜日
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 22-1356

⑩文化スポーツ
課事務補助員

●文化振興事務補助
●多治見国際交流協会の運営・

活動支援に関する事務
1人

月～金曜日
8：30～15：30

（時間外、
休日勤務あり）

月額
116,502円

●英会話（日常会話程度）ができる方
歓迎

●社交的で明るく、誰とでもコミュニ
ケーションを取れること

文化スポーツ課
佐藤
TEL 22-1193

⑪国民健康保険
レセプト点検
事務員

●国民健康保険のレセプト点検
●国民健康保険の資格確認
　（医療機関への電話確認含む）
●医療費適正化に関する事務
●医療費通知の発送

1人
月～金曜日のうち
週4日
8：45～17：15

月額
185,639円

●診療報酬明細書に関する業務に 
従事経験のあること

　（医療事務等の資格者は考慮します。）

保険年金課
佐久間
TEL 23-5762

⑫管理栄養士

●乳幼児健診・乳幼児相談・ 
乳幼児教室の栄養相談業務

●妊婦の栄養相談業務
●特定保健指導、病態別教室

栄養指導

1人
月～金曜日のうち
週4日
8：30～17：00

月額
198,477円

●管理栄養士の資格を有すること
●普通自動車運転免許を取得して 
　いること

保健センター
西尾
TEL 23-5025

⑬保健師または
管理栄養士

●特定健診における特定保健
指導

●保健センター業務全般
1人

月～金曜日のうち
週4日
8：30～17：00

月額
198,477円

●保健師または管理栄養士の資格を
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
谷口
TEL 23-5960

任用期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日まで（人事評価により再度の任用有り）
※㉑は令和3年8月1日～令和4年3月31日まで

申込期限 2月15日（月）必着　申込方法は多治見市ホームページまたは連絡先にて確認
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※⑤⑥⑨⑮⑲⑳㉑は除く

防災行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19 2 021年2月


