
三の倉市民の里地球村
TEL 24-3212

　口径１５ｃｍの屈折望遠鏡で土星、木星や星団
を見てみます。
7月25日(土) 20：00～21：30 ※雨天・曇天中止

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

　子どもだけの釣り大会です。
9：30～11：30 受付9：00～
15人　持ち物 釣り道具、エサ

①釣るぞ！第16回多治見市
　「子ども釣り大会」

7/19
（日）

　土岐川水系に生息する淡水魚と汽水魚に
ついて説明します。
18：30～20：00 受付18：00～
10人

講師 生駒歩 氏(三重大学院生）

⑥かんさつ館講座-5 さかな
　土岐川水系の魚たち

8/14
（金）　笠原川に棲む外来種を捕獲します。

9：30～11：30 受付9：00～　 15人
持ち物 着替え、ぬれてもよい靴、帽子、飲み物

②土岐川自然観察会-2 魚
　外来種を探そう

7/25
（土）

　4月に予定していた講座を復活します。映
像を交えて越冬ツバメを説明します。
18：30～20：00 受付18：00～
10人

講師 富田増男 氏（日本野鳥の会・岐阜）

⑤かんさつ館講座-1 野鳥
　冬のツバメ

8/7
（金）

　土岐川の上流でガサガサ探検をします。
9：30～11：30 受付9：00～　 10人

持ち物 着替え、ぬれてもよい靴、帽子、飲み物

④ 子どもガサガサ探検隊-5 土岐川（瑞浪
市）上流にはどんな魚がいるのか

8/2
（日）

7月18日（土）、8月1日（土）
各日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

　午前中は虫取り、午後からはトンボの標本作り
に挑戦します。
7月19日(日) 10：00～15：00
小学生 (２年生以下は保護者同伴)
15人　参加料 600円

持ち物 弁当、水筒、虫取り網、
虫かご、筆記用具、野外活動
可能な服装
講師 多治見昆虫会
申込方法 7月4日(土)9:00～電話または窓口へ

昆虫採集と標本作り教室昆虫採集と標本作り教室

　土岐川水系に生息する淡水魚と汽水魚
についての展示をします。
10：00～17：00

③かんさつ館展示-5 魚
　土岐川水系の魚たち

8/1（土）
 ～30（日）

①②④申込時に連絡 ③⑤⑥土岐川観察館
①②④⑤⑥小学4年生以下は保護者同伴

※①親子または子ども
※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

17 2 02 0年 7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

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を変更する場合があります



駅北庁舎情報
7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

7月26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。

問 市民課 三品 TEL23-5542

　全国的なシステムのメンテナンスにより、7月
26日（日）の休日開庁は、マイナンバーカードの
受取りや電子証明書の更新の手続きができなく
なりますのでご注意ください。

入札結果 （一定規模以上）令和2年4月～6月分
①事業名（担当課） ②契約者 ③契約金額（消費税込） 
④入札参加者数 ⑤入札形態

財政課　中島　TEL 22-1434

①配水管布設替工事（工事課）　②（有）三輪工務店
③50,600,000円　④12者　⑤指名競争

①送水管布設替工事（工事課）　②（株）池田産業
③55,330,000円　④12者  ⑤指名競争

①若松町交差点改良事業（ラウンドアバウト）補償調査
業務委託（用地課）
②（株）テイコク　東濃支店
③11,000,000円　④8者　⑤指名競争
①消防ポンプ自動車（CD－I型）購入（予防課）
②（株）ウスイ消防　
③40,260,000円　④8者　⑤指名競争

①ゴミ収集車（プレスパッカー車）購入（三の倉センター）
②協和自動車工業（株）
③18,150,000円　④4者　⑤指名競争

①根本小学校トイレ改修工事（教育総務課）
②（株）加藤組
③70,400,000円　④12者　⑤指名競争

182 02 0年 7月



s-tajimi@mild.ocn.ne.jp

19 2 02 0年 7月 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

月 後半の予定7 月8 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、転出などにより、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

7月 収集地区

13 月 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

14 火 東栄、大薮

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

16 木 小名田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

17 金 虎渓山、平井、滝呂1・4～7・10・11・15・16、笠
原町上原156～998番地、1028～1263番地

20 月 根本、西山、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 火 北丘、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、笠原町上原
1647～2455番地

22 水 小泉、旭ケ丘10、笠原町向島
27 月 幸、音羽、宝、若松、笠原町音羽
28 火 大原、市之倉7～13、北小木、笠原町音羽
29 水 滝呂2・3・8・9、京、元、赤坂
30 木 松坂、明和、赤坂

31 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

8月 収集地区

3 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

4 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

5 水 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住
吉、笠原町富士

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

13 木 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、池
田、東栄、大薮

14 金 東栄、大薮



●新型コロナウイルス感染症に対し、市の人財、施策を総
動員し、適時適切な対策を実行します。

●逆手上げ方式による災害時の避難行動要支援者名簿を作成、防災ア
プリなど情報提供手段を多様化します。

●第９次行政改革大綱、第５次定員適正化計画を策定します。
●笠原校区公共施設の統合・整備、養正公民館と坂上児童館の機能統
合について、地元の意見をうかがいながら進めます。

●ＳＮＳや動画配信など新しい手段を活用しながら、わかりやすい広
報に努めます。

●市役所の情報セキュリティに万全を期します。

企画部長　
せん

仙 ごく石 ひろ浩 ゆき之
●『たじみ健康ハッピープラン』の重点事業である「食生
活」「運動」「喫煙対策」の事業を推進します。4/1施行の望まないタ
バコの被害から市民を守る条例の周知、啓発に取り組みます。

●県単位化された国民健康保険の適正な賦課・給付事務を行います。
●新型コロナウイルス感染症の影響を配慮し、国民健康保険及び後期
高齢者医療の保険料の収納に取り組みます。

●市民病院のＰＲを強化するとともに、市民病院と連携して医療体制
の充実を図ります。

●新型コロナウイルス感染予防対策に努め、親切丁寧な窓口業務を心
掛けて市民満足度の向上を目指します。

市民健康部長　
さわ

澤 だ田 さと誠 よ代

●新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業の
支援として、独自の緊急経済対策を実施します。

●陶磁器・タイル業界とともにセラミックバレーのロゴの活用を推進
し、美濃焼産業の振興を図ります。

●観光協会と連携した着地型観光事業、ロケツーリズム事業を実施し
ます。

●高田テクノパーク開発事業を進め、優良企業の誘致を行います。
●農地の有効利用を進めるとともに、農業の担い手の育成を支援します。
●陶磁器意匠研究所の３Ｄプリンターを活用し、タイルや飲食器の新
商品開発につながるデザイン支援を行います。

経済部長　
なが

長 え江 のぶ信 ゆき行

●合葬式墓地を建設し、利用募集を開始します。
●民間事業者と連携し、夏の暑さ対策を実施します。
●第3次環境基本計画の中間見直しを行います。
●トップアスリートのプレーを直接見られるスポーツ事業を開催します。
●感謝と挑戦のＴＹＫ体育館の駐車場を増設整備します。
●笠原校区公共施設の統合整備計画を取りまとめます。
●区長会と連携し、自治組織の強化、加入促進を図ります。また、地域
力向上プロジェクトの活性化を図ります。

●「命を守る」を重点に、第3次子どもの権利推進計画（後期計画）を策
定します。

環境文化部長　
わか

若 お尾 ひろ浩 よし好

●新本庁舎建設に向けて議会・市民との議論を進め、建設
基本構想・基本計画を策定します。

●国勢調査（１０月１日基準日）を行います。
●市制８０周年記念式典を執り行います。
●財政向上指針に沿った予算編成と健全な財政運営を推進します。
●使用料・手数料の見直しを行います。改定時期は慎重に判断します。
●市税を適正に賦課徴収します。納税相談には丁寧に対応します。
●税制改正への対応と令和３年４月の固定資産税評価替えに向けて
準備します。

●法制、文書、契約、財産管理等の事務を確実に行います。

総務部長　
とみ

富 だ田 あき明 のり憲

●発達支援センターの統合及び養正公民館と坂上児童館
の統合を進めます。

●次期高齢者保健福祉計画を策定します。
●認知症見守りシール交付事業を実施し、地域での見守り体制づくり
を進めます。

●災害時の福祉避難所運営に向け、関係機関と協議を進めます。
●東濃5市共同で、障がい者の地域生活支援拠点を整備するととも
に、成年後見中核機関の設置方針を決定します。

●幼稚園保育園の働き方改革を進め、職員の適正な確保配置に努めます。
●ひとり親家庭や生活困窮世帯への学習支援を進めます。

福祉部長　
すず

鈴 き木 りょう良 へい平

　 人事課 岡安　TEL 22-1394

　市では、総合計画に掲げるまちづくりを進めるため、部や課(または施設な
ど)が今年度どのような政策や事業に取り組むのかを定め、年度末には目標が
どのように達成されたかを評価する目標管理制度を導入してい
ます。令和２年度の各部の目標をお知らせします。
※平成31年度の目標やその成果は市ホームページに掲載

202 0 2 0年 7月 t a j i m i s t問い合わせ期日・時間 場所 対象 定員 申し込み
市役所 住所本庁舎・・・〒507-8703 日ノ出町2-15 駅北庁舎・・・〒507-8787 音羽町1-233　0572（22）1111



●市議会本会議、委員会、研究会等の運営を支援すると
ともに、インターネット中継やＩＣＴ技術の活用を通してより開
かれた市議会の実現を目指します。

●本庁舎建設に関する特別委員会での継続審査中の議案審査や委
員会審議の活発化を通して総合計画の進捗状況の検証・決算審
査・予算要望・予算審議の流れを定着・充実化させます。

●「議会だより」やホームページでの議会活動の広報と「市民と議会
との対話集会」では参加者の満足度向上を図る運営方法を検討し
て開催します。

議会事務局長　
ゆ

柚 き木 さき崎 ひろし宏
●多治見駅南地区の市街地再開発事業において、建物の
解体工事を完了させ施設建築物の基礎工事に取り掛かります。令
和４年秋の完成を目指します。

●通院や買い物に便利な「地域あいのりタクシー」の普及に努めます。
●まちづくりの指針となる都市計画マスタープラン（市決定）およ
び区域マスタープラン（県決定）の定期見直しを行います。

●（都）音羽小田線の整備に向け、関係機関との協議を実施するとと
もに建設部と連携して進めます。

●耐震化促進を図るため補助事業を実施します。
●土地の境界や面積を確定する地籍調査を実施します。

都市計画部長　
ほそ

細 の野 みち道 なか仲

●令和３年１月の岐阜県知事選挙を公正に執行します。
●高校生等若年層を対象とした主権者教育の一環として、模擬投票
など出前講座に取り組みます。

●市の予算が最小の経費で最大の効果を果たしているか、監査委員
をサポートし、適正な監査に努めます。

●公平委員会・固定資産評価審査委員会の業務を適正に執行しま
す。

事務局長　
か

加 とう藤 やす泰 はる治 ●渋滞緩和及び交通安全対策として若松町・大薮町の交
差点改良、(都)音羽小田線等の道路新設・改良事業を進めます。

●老朽化した市営住宅対策として高根低層団地等の集約化を進めます。
●橋梁・公園・市営住宅等の長寿命化を進めるとともに都市基盤施設
の適切な維持管理を行います。

●浸水対策・施設の耐震化・急傾斜地崩壊対策等を行い、災害に強いま
ちづくりを進めます。

●里山整備・貴重樹木の保護保全・地域の花かざり等、市民との協働に
よるまちづくりを進めます。

●土岐川右岸の記念橋から上流のかわまちづくり事業を進めます。

建設部長　
ち

知 はら原 けん賢 じ治

●新型コロナウイルス感染防止による休校で遅れた学習を
今年度中に取り戻し、学ぶ喜びを味わえるよう学習時間を工夫します。

●全小中学校に無線LAN設備・大型モニターを整えます。小学校４年生
から中学校３年生までの児童生徒に１台ずつの端末を整備します。

●小泉小学校新校舎の今年度末の完成を目指します。
●（仮称）食育センター建設事業を推進します。安全・安心でおいしい
給食の提供をします。アレルギーのある児童生徒への対応を適切に
行います。

●笠原校区幼稚園・保育園及び小中一貫教育学校の整備に向けて方針
を協議します。

副教育長　
かわ

河 もと本 ひで英 き樹
●耐用年数を経過した水道管の敷設替工事を推進し、安
全・強靭・持続可能な水道を目指します。

●重要施設（病院・避難所等）へ直結する水道管を耐震化し、災害に
強い水道施設整備を図ります。

●下水道未普及地域を解消するために、下水道管渠工事を推進します。
●下水道施設の長寿命化を進めるとともに、下水処理施設を適正管
理し放流水質の向上を図ります。

●多治見水道技術センターへの窓口業務一部委託化に向け調整を
図ります。

●災害に備え、職員による緊急時対応訓練を定期的に実施します。

水道部長　
むら

村 せ瀬  まさ正 かず一

●消防体制の充実強化のため、北消防署移転整備事業を
進めます。

●事業所や危険物施設などへの立入検査を行い、火災危険を排除
し、火災から人命、財産を守ります。

●全県一区による通信指令業務の共同運用について検討を行い、方
向性を決定します。

●地域防災力の要として、欠くことができない消防団の充実強化の
ため、消防団員の加入促進に努めます。

●居合わせた人が救命処置できるよう救急講習を実施し、救命率の
向上を図ります。また、講習のより良い方法について研究します。

消防長　
か

加 ち地 さとし哲
●適正な会計事務執行のため、収入及び支払いの厳格な
審査を徹底します。

●財務会計システムの円滑な運用のための各課支援を行います。
●各課所管の備品と台帳データの適正な管理を指導します。
●資金管理運用基準に基づき、歳計現金や基金を有効に運用します。
●令和元年度の資金運用実績を公表します。
●令和元年度決算を適正に調製します。
●出納関係資料を作成し、監査委員に毎月報告します。

会計管理者　
ふじ

藤 い井 けん憲

21 2 0 2 0年 7月t a j i m i s t 地域で興味のあることを市職員が説明する「おとどけセミナー」をぜひご利用ください



令和元（2019）年度の多治見市是正請求手続条例に基づく是正請求制度の運用状況です。

❶是正請求制度運用状況の公表に関する是正請求
処理内容：本件是正請求の一部を認容し、是正請求制度の運用状況の
公表について見直し、その改善を行うこととする。
請求内容：地区懇談会において、広報紙での「是正請求制度運用状況」
の改善を約束しながら、全くそれが見られない。何を是正請求したのか。
それに対する弁明と反論。そして審理員の意見、是正請求審査会の答申
が、市民の目にもっと触れるように情報公開すべきである。広報でそれを
実現するのが無理だとすれば、他地域のように冊子を公刊すべきである。

❷要望書回答に関する是正請求
処理内容：審査中

❸要望書回答に関する是正請求
処理内容：審査中

❹ごみステーションに関する是正請求　処理内容：棄却
請求内容：ごみステーションに関し、補助金については公益性を理由と
した交付対象とし、固定資産税等については公益性を理由とした減免
対象としないことについて説明を求める。

❺給水料金の減免に関する是正請求
処理内容：本件是正請求のうち、漏水時の水道料金の上限及び減免対

是正請求制度運用状況

是正請求件数 4件  ※①～⑤は前年度請求の継続審査案件
請求事案および結果

市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資することにより、
情報の公開に努める法人（令和２年４月１日現在）

市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの20分の１以上を出資することにより
情報の提供を求める法人 （令和２年４月１日現在）

法人の名称 担当課
おりべネットワーク株式会社 情報課

株式会社華
はなやぎ
柳 産業観光課

※補助対象者及び担当課は、補助金申請当時 ※複数の担当課で補助金を交付している場合があるため、重複する補助対象者あり

市の補助金及び交付金の総額が100万円以上であることにより情報の提供を求める法人等 （平成30年度）
補助対象者 担当課

第 22区、第 23 区、第 29 区、第 48 区 企画防災課
社会福祉法人多治見市社会福祉協議会 福祉課
学校法人大森学園

子ども支援課

学校法人荻須学園
学校法人溪泉学園
学校法人大和学園
学校法人トキワ学園
学校法人姫治学園
社会福祉法人育誠会
社会福祉法人サンライフ
社会福祉法人多治見市社会福祉協議会
社会福祉法人前畑育英会
社会福祉法人村の木清福会
第2区、第4区、第22区、第23区、第28区、第29区、第32区、
第36区、第48区

高齢福祉課
公益社団法人多治見市シルバー人材センター
市之倉ハイランド町内会
多治見市民生児童委員協議会
多治見市悠光クラブ連合会
市之倉陶磁器工業協同組合

産業観光課

笠原町商工会
株式会社オザワモザイクワークス
岐阜県陶磁器工業協同組合連合会
多治見市商店街連合会
多治見市制記念花火大会実行委員会
多治見市農業祭実行委員会
多治見市美濃焼振興協会
多治見市美濃焼タイル振興協議会
多治見商工会議所

補助対象者 担当課
多治見陶器まつり実行委員会

産業観光課
多治見まつり実行委員会
廿原環境保全組合
オリベステーションたじみ観光イベント実行委員会
多治見まちづくり株式会社
東濃鉄道株式会社 都市政策課第 48区
東濃地区交通安全協会多治見支部 道路河川課
オリエンタル商事株式会社 環境課多治見まちづくり株式会社
第 48区 三の倉センターひばりヶ丘第２町内会
公益社団法人多治見市文化振興事業団

文化スポーツ課多治見市体育協会（現・スポーツ協会）
特定非営利活動法人Mama’s Cafe
第 2区、第 4区
第29 区、第32区、第36区、第 48区

くらし人権課市之倉ハイランド町内会
ひばりヶ丘第２町内会
Ｃ－２機関車修復委員会
社会医療法人厚生会

保健センター一般社団法人多治見市医師会
多治見市薬剤師会
岐阜県農業協同組合中央会 教育総務課
公益社団法人多治見市文化振興事業団

教育推進課特定非営利活動法人つちびと
多治見市青少年まちづくり市民会議
多治見市中学校体育連盟
多治見市消防団 消防総務課

法人の名称 担当課
公益社団法人美濃陶芸協会 産業観光課陶都森林組合

法人の名称 担当課
株式会社エフエムたじみ 秘書広報課
多治見市土地開発公社 総務課
多治見まちづくり株式会社 産業観光課一般社団法人多治見市観光協会

法人の名称 担当課
公益財団法人セラミックパーク美濃 産業観光課
公益財団法人多治見市文化振興事業団 文化スポーツ課
株式会社多治見市衛生公社 環境課

象期間の延長について検討すべきものとする。また、その他の部分は、
棄却する。
請求内容：現行の漏水に対する減免制度に不服があるため、漏水時の
水道料金について、その上限を設定すること、漏水時の減免期間の対
象を発見月から工事完了月までとすること、以上２点の改正を行い、本
件減免決定の修正をすることを求める。

❻是正請求制度運用状況の公表に関する是正請求
処理内容：棄却
請求内容：「是正請求制度の運用状況の公表について見直し、その改善
を行うことを求める」という是正請求審査会の答申に基づき、本年７月
の広報紙のとおり改善が図られたが、その記事には「是正請求審査会の
答申はホームページをご覧ください」とあり、公表が不十分である。

❼財政情報に関する是正請求
処理内容：審査中

❽本庁舎建替えのパブリックコメントに関する是正請求
処理内容：審査中

❾特定空家等に関する是正請求
処理内容：審査中

※是正請求審査会の答申はホームページをご覧ください。

市が出資その他財政上の援助を行う法人等で、     情報の公開に努める団体等を公表します
 総務課　三浦　TEL ２２-１４０９　※補助金の内容などは各担当課に問い合わせてください
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個人情報取扱事務の届出状況 0 件
個人情報開示請求の状況 12件
全部開示 5件
一部開示 6件
非開示 ０件
不存在 1件

訂正又は削除の請求の状況 ０件
自己情報の収集等に係る是正請求の状況 ０件
開示等に関する是正請求の状況 ０件
多治見市個人情報保護審議会の開催 3回

令和元（2019）年度の多治見市個人情報保護条例に基づく個人情報保護制度の運用状況です。

・住民基本台帳ネットワークシステム（市民課）
・社会保障・税番号制度における自治体中
間サーバーとの結合（情報課）
・地方税関係申告の電子申告のため電子
計算組織との結合（税務課）
・軽自動車税課税のため電子計算組織と
の結合（税務課）
・多治見市公共施設予約システム（文化ス
ポーツ課）
・生活保護レセプト管理システム（福祉課）
・農地情報公開システム（農業委員会）
・地域農業情報活用システム（農業委員会）

電子計算機組織の結合の状況

個人情報保護制度運用状況

※複数課に関係する請求があるため、合計数は一致
しません。

公文書の公開の請求件数 68件
公開した件数

全部公開 27件
部分公開 32件

公開しなかった件数
非公開 11件
取下げ 3件

不服申立て状況 1件
不服申立て処理状況 1件（棄却）

令和元（2019）年度の多治見市情報公開条
例に基づく公文書の公開等の運用状況です。

情報公開制度運用状況

市の補助金および交付金の額が当該補助金などに係る事業費の２分の１以上であることにより
情報の提供を求める法人等 （平成30年度）

※補助対象者および担当課は、補助金申請当時
※複数の担当課で補助金を交付している場合があるため、重複する補助対象者あり

補助対象者 担当課
第22区、第39区、第48区

企画防災課

市之倉町2丁目-2町内会
窯町内会自主防災会
桔梗ヶ丘町内会自主防災隊
宝町第一町内会
陶元町第一町内会
陶元町第二町内会
平野町一丁目自主防災会
平野町二丁目自主防災会
星ケ台第一自主防災会
星ケ台三丁目自主防災会
前山団地町内会
室町台第２町内会
元町２・３丁目町内会
多治見市統計調査員協議会 総務課
社会福祉法人多治見市社会福祉協議会

福祉課岐阜県パーキンソン病友の会多治見市
区
学校法人大森学園

子ども支援
課

学校法人溪泉学園
学校法人田中学園
学校法人トキワ学園
学校法人姫治学園
学校法人大和学園
学校法人荻須学園
学校法人浅野学園
学校法人名古屋合唱団
社会福祉法人サンライフ
社会福祉法人育誠会
社会福祉法人前畑育英会
社会福祉法人多治見市社会福祉協議会
社会福祉法人村の木清福会
社会福祉法人浩養会
中央児童館母親クラブ
大原児童館母親クラブリトルオアシス
共栄母親クラブ
滝呂児童センター母親クラブタイニータット
本土児童館母親クラブりらっくすまま
笠原未来プロジェクトぞんがぁえぇのう
ふれ愛食堂
ニコニコ子ども食堂
赤坂町内会

高齢福祉課

市之倉ハイランド町内会
第43区第10町内会
根本ステーションパーク自治会
ひばりヶ丘第1町内会
北栄クラブ長寿会
第１区、第２区、第３区、第４区、第５区、第
６区、第７区、第８区、第９区、第10区、第
11区、第13区、第14区、第15区、第16区、
第18区、第19区、第20区、第22区、第24
区、第25区、第26区、第28区、第29区、
第30区、第31区、第32区、第33区、第34
区、第35区、第36区、第39区、第40区、
第41区、第42区、第43区、第44区、第45
区、第46区、第47区、第48区、第50区

補助対象者 担当課
市之倉町7-2町内会

三の倉
センター

大畑町５丁目町内会
大薮町第1町内会、第4町内会
下沢第２町内会
南ヶ丘町内会
社会医療法人厚生会

保健
センター

一般社団法人多治見市医師会
一般社団法人多治見市歯科医師会
多治見市口腔保健協議会
多治見市薬剤師会
岐阜県農業協同組合中央会 教育総務課
多治見市立養正小学校

教育推進課

多治見市立精華小学校
多治見市立共栄小学校
多治見市立昭和小学校
多治見市立小泉小学校
多治見市立池田小学校
多治見市立市之倉小学校
多治見市立滝呂小学校
多治見市立南姫小学校
多治見市立根本小学校
多治見市立北栄小学校
多治見市立脇之島小学校
多治見市立笠原小学校
多治見市立陶都中学校
多治見市立多治見中学校
多治見市立平和中学校
多治見市立小泉中学校
多治見市立南ヶ丘中学校
多治見市立北陵中学校
多治見市立南姫中学校
多治見市立笠原中学校
多治見市青少年まちづくり市民会議
多治見市中学校体育連盟
公益財団法人多治見市文化振興事業
団
特定非営利活動法人つちびと
株式会社ハリカ多治見
多治見市子ども会連合会
教育検討委員会 教育研究所
宗教法人永保寺 文化財保護

センター神明神社
小木棒の手保存会
多治見市消防団 消防総務課

補助対象者 担当課
多治見市民生児童委員協議会 高齢福祉課
市之倉陶磁器工業協同組合

産業観光課

笠原陶磁器工業協同組合
廿原環境保全組合
根本環境保全組合
多治見市美濃焼振興協会
多治見市美濃焼タイル振興協議会
多治見市農業再生協議会
オリベステーションたじみ観光イベント
実行委員会
多治見まちづくり株式会社
生田鋼材株式会社
有限会社今井自動車
株式会社カネセ野田
トーコー・ジーエス株式会社
株式会社カネ水水野絵具製造所
丸登陶器有限会社
加藤手袋株式会社
株式会社イトウ
株式会社映テック
株式会社オザワモザイクワークス
有限会社菊水
東濃鉄道株式会社 都市政策課
第2区、第4区

文化スポー
ツ課

公益財団法人多治見市文化振興事業
団
多治見市体育協会（現・スポーツ協会）
多治見市スポーツ少年団
第29区、第36区、第37区、第42区、第
48区

くらし人権課

元町２・３丁目町内会
大藪町第３町内会、第４町内会、第５町
内会
虎渓山町第１・第２・第３町内会
姫町２丁目第１町内会
旭ヶ丘第３町内会
市之倉ハイランド町内会
北丘町町内会
ひばりヶ丘第２町内会
平井町公民館
若葉台町内会
若松町町内会
多治見市区長会
多治見市人権擁護委員連絡会
多治見保護区保護司会
特定非営利活動法人syoka
第42区、第48区

三の倉
センター

平和町４・５丁目町内会
滝呂台グリーンビレッジ自治会
ひばりヶ丘第２町内会
小名田町6-2町内会

市が出資その他財政上の援助を行う法人等で、     情報の公開に努める団体等を公表します
｜ 多治見市情報公開条例第25条に基づく公表 ｜

23 2 02 0年 7月 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
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　体力をつけたい、体重を減らしたいなど自分の健康の目標に向
かって8週間チャレンジしてみませんか。
（前回は一般126人、企業7社（72人）にご参加いただきました！）
8月22（土）～10月18日（日）
市内在住または在勤で20歳以上の方、市内に住所のある企業

　 (数人グループでも参加可能)
保健センター　島原　TEL 23-5960　FAX 25-8866

　　 Email  hosen@city.tajimi.lg.jp

バス献血のお知らせ（400ml献血限定）
7月12日(日) 9:30～16:00
バローショッピングセンター多治見店駐車場（若松町）
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週間経過後
岐阜県赤十字血液センター　TEL 058-272-6927

スタート式
8月22日（土）9：30～11：30
産業文化センター 5階大ホール

講師 丹
に わ
羽 恵

え み
美 氏（健康運動指導士）

持ち物 水分、タオル、運動しやすい服装、運動靴
申込方法 8月18日(火)までに氏名、生年月日、住所、
電話番号、企業名(企業参加の場合)、スタート式への
出欠、レポートの提出法(郵送・FAX・メール)を記載し、
郵送または電話、FAX、メール、窓口へ
※メールの場合タイトルに「健康チャレンジ」と記入

たじみ健康チャレンジ 通信講座

外出自粛緩和に伴い、申込制であった受診券を次の対象者に送付しています。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、健診を希望する医療機関へ、
　事前に電話で受け入れ状況をご確認ください。発熱、咳、痰などの症状がある場合は、
　受診をお控えください。

保険年金課  水野・河野　TEL 23-5762

健　診　の　種　類 対　象　者

特定健診 今年度40歳以上になる多治見市国民健康保険加入の方

ぎふ・すこやか健診 後期高齢者医療制度に加入中の方で、昨年中に特定健診またはぎふ・すこやか
健診を受診した方

ぎふ・さわやか口腔健診 後期高齢者医療制度に加入中の方で、昨年中にぎふ・さわやか口腔健診を受診
した方および令和２年５月31日までに75歳または80歳になった方

特定健診、ぎふ・すこやか健診、ぎふ・さわやか口腔健診を受診しましょう！

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
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感謝と挑戦のTYK体育館　TEL 22-4111　※火曜日休館

感謝と挑戦のＴＹＫ体育館 コース型教室（7月）のご案内
子ども向け教室

教室名 料金

わくわく体操教室
年少～年長 金曜日

16：30～17：20 週1回 全3回 4,400円
※1カ月クール小学生 金曜日

17：30～18：20
セイリュウヒーローズ
バスケットボール教室 年中～年長 水曜日

16：30～17：30
週1回 全4回 5,830円

※1カ月クール

キッズダンス 年長～
小学3年生

金曜日
17：30～18：20

週1回 全8回 6,500円
※2カ月クール

申込方法 電話または窓口へ（7月1日（水）9:00～） ※開始10分前には着替え、受付を済ませてください

トレーニング室の利用には各体育館の利用者講習会の受講が必要です。　※要事前申込
高校生以上　持ち物 運動のできる服（ジーンズやスカートは不可）、室内用シューズ　受講料 500円

8月のトレーニング室利用者講習会

鉄棒・跳び箱の日

ペットボトルを使って水ロケット作りに挑戦!!

スポーツの後で、家族で、BBQを楽しもう!!

涼を求めてテニスでプレー!
人工川の「せせらぎ」「湧き水」で水遊び!

7月20日（月）
　15：00～18：00
笠原体育館 第3競技場
小学6年生以下

（3年生以下保護者同伴）
参加料 50円/1時間
（付き添いの方は無料）
笠原体育館 

　 TEL 43-6285

8月2日(日) 9：00～12：00
　 ※雨天時は別会場でロケット作りのみ
星ケ台競技場
小学低学年以上

参加料 500円　 30人
持ち物 水にぬれてもよい服装、帽子、飲み物、軍手、タオル

星ヶ台管理事務所　TEL 22-2564

9：00～17：00　年中利用可
　 ※年末年始（12月29日～1月3日）を除く
星ケ台運動公園 BBQエリア（星ケ台管理事務所横）

持ち物 バーベキューコンロなど　※直火の使用不可
申込方法利用日の1カ月前から電話で

星ケ台管理事務所　TEL 22-2564

7月11日（土）～9月1日（火）
　10：00～17：00
共栄公園

持ち物 水にぬれてもよい
服装、帽子、タオル、着替
え、飲み物

星ケ台管理事務所
　　 TEL 22-2564

毎年8月４日はラジオ体
操の日です。ご家庭でラ
ジオ体操をしましょう。
8月4日（火）　6：30～

ラジオNHK第1放送
729
※一斉ラジオ体操会は行
いません

16：00～17：00

ラジオ体操の日

感謝と挑戦の
TYK体育館
TEL 22-4111

毎日実施
※施設運営状況により休講の場合あり

10：10～10：50
5人14：10～14：50

19：10～19：50

笠原体育館
TEL43-6285

20日（木）、30日（日） 14：00～15：00
4人5日（水）、15日（土）、30日（日） 18：15～19：15

10日（月祝）、20日（木）、25日（火） 19：45～20：45

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


