
行 政

市営住宅の入居者を募集

次の全てを満たす方※判定基準日は申込日
●市内に在住または在勤で住宅に困っている方
●基準内の所得で市税を滞納していない方
●�同居する親族がある方（入居予定日から3カ
月以内に結婚する方を含む）
※�2DKまでの住戸については、高齢
者、障がい者などは単身入居可能）

入居募集住宅

家賃 所得に応じて決定　抽選日 9月18日（金）
入居予定日 11月1日（日）
申込方法 9月1日（火）～8日（火）に申込書（窓
口で配布。ホームページからダウンロード可）に
必要書類を添えて窓口へ
※土・日曜日は除く�※上記のほか随時募集住宅あり

建築住宅課�岡田、小木曽�TEL 22-1312

行 政

水道メーターの取り替え

　計量法に基づき検定満期「8年」の水道メータ
ーを無料で交換します。該当世帯には委託業者
から事前に案内があります。
市内全域

期間 令和3年3月31日（水）まで�8:30～17:00
※作業中は10分程度断水
※�市内の委託業者（多治見市管工事協同組合）
が実施。作業者は胸に証明書を着用
※不在時でも立ち会い無しで作業を実施
※メーター交換後は1分程度捨水が必要
上下水道課�加藤�TEL 22-1233

行 政

受水槽の定期点検を忘れずに

　受水槽（貯水槽）の設置者は、衛生管理のた
め、水槽の清掃や点検、水質検査などを年に1
回は定期的に行う必要があります。
　衛生管理が正しく行われていない場合には、
水道水に臭いがしたり、濁ったりすることがあり
ます。
※�点検結果や水質検査結果は、上下水道課へ
報告をしてください
上下水道課�加藤�TEL 22-1233

行 政 都市計画「多治見駅前中之郷
地区地区計画」案の縦覧

縦覧内容 多治見駅南地区市街地再開発区域を
中之郷地区地区計画に新たに指定
9月3日（木）～16日（水）�8:30～17:15

※土・日曜日は除く
都市政策課�藤田�TEL 22-1321

団地名 構造・間取り 募集予定
旭ケ丘第2 中層耐火4階建�3DK 2戸
旭ケ丘第2 簡易耐火2階建�2DK 2戸
高根 中層耐火3階建�4DK 2戸

宝くじの助成金で整備しました

多 治見で働こフェス
　多治見市内の優良企業30社（予定）が参加する合同説明会
9月12日（土）13：00～17：00
産業文化センター�５階大ホール
市内で就職希望の方

申込方法 LINEでお友達登録後、エントリー（当日参加可）
多治見商工会議所�TEL 25-5000�佐伯
産業観光課�TEL 22-1252�久田、山本

▲34区 ▲36区

　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第36区と第34区ホ
ワイトタウン自治会が夏祭りなどの備品を購
入しました。
文化スポーツ課�佐藤�TEL 22-1193
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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



募 集 多治見市役所 新本庁舎検討
市民委員会 市民委員募集

　新本庁舎の建設にあたり「よりよい庁舎」「ま
ちづくり」を考えていくため、新本庁舎検討市民
委員を募集します。
応募資格 次の全てを満たす方
●市内に在住または在勤、在学の方
●満18歳以上の方（令和2年4月1日現在）
●平日の夜間に開催される会議に出席できる方
任期 委嘱の日から新本庁舎竣工まで
報酬 予算の定めに基づいて支給
募集人数 若干名
申込方法 9月23日（水）必着で、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を記載し、「新本庁舎の目指
す姿と将来の多治見のまちづくりについて」
800字程度にまとめ、郵送または窓口へ
※�応募用紙（様式は自由）に「新本庁舎検討市
民委員会市民公募」と明記
※選考後、結果を全員に通知

�総務課�渡邉�TEL 22-1422

行 政 ハローワーク多治見管内
合同企業説明会

　多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、御嵩町
の事業所が参加する合同企業説明会です�。
9月26日（土）13：00～16：00�受付12：30～
可児市福祉センター（可児市今渡682-1）
一般求職者、令和3年3月大学・短大・高

専・専修学校卒業予定者
参加企業 ハローワーク多治見管内事業所約30社
東濃可児雇用開発協会�TEL 22-0111

行 政

必ずチェック！最低賃金

　10月1日から岐阜県最低賃金が時間額852
円（現行より1円アップ）に改正されます。
岐阜労働局賃金室�TEL 058-245-8104

お詫びと訂正
広報たじみ8月号19ページに誤りがありました。�
お詫びして訂正します。

（訂正前） 特別徴収�令和2年2月の年金から�
普通徴収�令和2年3月分までの

（訂正後） 特別徴収�令和3年2月の年金から�
普通徴収�令和3年3月分までの

募 集

市営霊園の使用者を募集

募集区画 平和霊園5区画、北市場霊園4区画、
森下霊園2区画
令和2年4月1日以前から市内在住で、親族

の遺骨をお持ちの方。ただし、次のいずれかに
該当する場合は申込不可。
①�市内墓地、納骨堂などに埋葬されている遺骨
②�分骨した遺骨（予定も含む）
申込方法 9月7日（月）～18日（金）
の9:00～17:00に申込書（9月1日
（火）から窓口で配布またはホーム
ページからダウンロード可）を窓口へ
※土・日曜日除く�※郵送不可

環境課�大原�TEL 22-1580

募 集 産業文化センター 2階
起業支援センター入居者募集

募集室数 1室（A-3室18㎡、B室21㎡）
※入居審査あり、後日審査会への参加が必要
（10月中旬～下旬予定）
申込方法 9月30日（水）15：00までに申込書を
産業観光課窓口へ

産業観光課�市野�TEL 22-1252
起業支援センター�園原�TEL 25-3366

行 政

不動産無料相談会

9月18日（金）13：00～15：00　 本庁舎�3-3
申込方法 9月17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

行 政

司法書士会無料相談

10月10日（土）10：00～16：00
セラトピア土岐

申込方法 電話で
たなか事務所�小司�TEL 67-1815

応募多数の場合の抽選について
10月3日（土）13:00～
駅北庁舎�4階大ホール
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環境課�加納�TEL 22-1580

　米ぬかを使って生ごみを肥料にする方法をお伝え
します。
9月30日（水）�13：30～15：30
精華交流センター�研修室　講師 小

こ

境
ざかい

和
かず

久
ひさ

�氏
15人

申込方法 電話または申込書（精華交流センター内設
置）に記載

ＮＰＯ法人シニアネット多治見
ダンボールコンポスト研究会�代表�小境
TEL 090-7609-3714

生ごみ堆肥化入門講座
多治見市指定ごみ袋の
有料広告を募集

　指定ごみ袋に店舗や事業所などの広
告を掲載しませんか。
掲載品 指定ごみ袋のうち大袋および中袋
ごみ袋枚数 作成時1回に150万枚～200
万枚
広告規格 大袋35㎝×17cm、中袋30㎝×
15cm（白色一色刷）
掲載料１枚当たり大袋15銭、中袋10銭
※業種によっては掲載できない場合あり
環境課�加納�TEL 22-1580

●�エコバッグ(折りたたみ式ネット)には「飲料缶」のみを入
れてください。
●「その他の金属」はサンテナ(水色のプラスチックのかご
)に入れてください。量が多い場合でも、エコバッグは使
わずサンテナを必要数並べて使ってください。
●「紙類、布類」は、直接地面に置いてください。

●�プラスチックなどの部品を取り除くことができない鍋、フ
ライパン、やかんなどは「破砕ごみ」に出してください。

●�リサイクルステーションでの回収は、茶碗、皿、
湯のみ、急須などの食器類のみです。
●�土鍋などの陶器、花瓶、陶磁器製の置物、素焼
きの植木鉢、便器などの「食器類ではないもの」
は、大畑センターへ持ち込んでください(有料)。

●�白色トレイ、色柄トレイ、発泡スチロールは汚れ
を取って出してください。
●�資源に分けられるものは資源として出して、ご
みの減量に協力してください。
●�午前8時30分になったら、飲料缶、発泡トレイ、ペ
ットボトルのエコバッグはふたをしてください。

「缶・金属類、紙類、布類」の排出について 「陶磁器食器」の排出について

その他

●「家庭の資源・ごみの収集カレンダー」で収集日を確認して、必ず当日、午前8時30分までに出してください。
●お住いの地域で定められたステーションに出してください。他の地域のステーションには出さないでください。
●�燃やすごみを出すときは、カラスや猫がごみを荒らさないよう、カラス除けネットなどを
きちんとかぶせてください。
●指定ごみ袋の口は、必ずしばって出してください。
●ごみの出し方が分からない場合は、冊子「ごみとのつきあい方」を確認ください。
※ごみステーション、リサイクルステーションには事業所のごみは出せません

ごみ出しのルールを守りましょう

エコバッグ サンテナ

紙類、布類は
地面に①飲料缶

②その他の
金属
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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



募 集

セラパーク楽々市

9月26日（土）、27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

　今年の土岐川の健康診断をします。
9：30～16：00�受付9：00～　 3組

持ち物 昼食、タオル、帽子、着替え、飲み
物、ぬれてもよい靴

①土岐川さかなの
　1000匹調査 2020

9/20 
（日）

　一番きれいと言われる北小木川でガサ
ガサ探検をします。
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

④子どもガサガサ探検隊-8
　北小木川

10/4 
（日）

　普段入れない土岐川本流でガサガサ探
検をします。
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子どもガサガサ探検隊-7
　土岐川本流編

9/27 
（日）

三の倉市民の里地球村
TEL 24-3212

①②④⑥申込時に連絡�③⑤土岐川観察館
①一般または小学5年生以上の親子
②④⑤⑥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

秋に鳴く虫と旅するチョウ・アサギマダラ
について展示します。
10：00～17：00

③かんさつ館展示-7 昆虫10/1（木）
 〜31（土）

　鳴き声を聞きながら、秋に鳴く虫とアサ
ギマダラについて話を聞きます。
18：30～20：00�受付18：00～
10人　講師 林英昭�氏（多治見昆虫会）

⑤かんさつ館講座-7 昆虫10/9 
（金）

　アサギマダラを捕獲して羽にマーキング
をします。
9:30～11:30�受付9：00～　 10人

持ち物 筆記用具

⑥昆虫観察シリーズ-3
　アサギマダラのマーキング

10/10 
（土）

9月19日（土）、10月3日（土）
各日10:00～12：00、13：00～15：00

持ち物 運動できる服装
講師 多治見峰

ほう

遊
ゆう

会
かい

フリークライミング体験会

　天文研究家の先生によるお話や、地球村
星倶楽部協力のもと望遠鏡による星の観望
を楽しめます。
9月26日(土)�18:45開場、19:00開演

※雨天、曇天でも実施
25人

講師 浅田英夫�氏（天文研究家）

秋の星見世 接近！火星のふしぎ

10月3日（土）
①10:00～②10:30～
③11:00～④15:30～�※雨天決行
各回12組

参加料さつま芋600円/5株
里芋600円/2株

持ち物 農作業できる服装、持ち帰る袋など
申込方法 9月5日（土）9:00～電話または窓口へ

さつま芋＆里芋 里山秋の収穫祭

　10月上旬に最接近する火星を見てみます。
9月19日(土)、10月10日（土）
19：00～20：30�※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
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駅北庁舎情報
9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

9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。

吉村光太
岐阜県弁護士会所属

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp

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

岐阜県多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階

8月好評（満員御礼）につき9月も開催！
9月22日（火・祝）10時～16時

22

多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさん！！
ドローン（Tero）を使用して、楽しいゲームを体験してみませんか？

多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさん！！
ドローン（Tero）を使用して、楽しいゲームを体験してみませんか？

多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさ多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさ多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさんんん！！！！！！
ドロードロードローンンン（Tero（Tero（Tero）））を使用して、楽しいゲームを体験してみませんを使用して、楽しいゲームを体験してみませんを使用して、楽しいゲームを体験してみませんかかか？？？

多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさん！！
ドローン（Tero）を使用して、楽しいゲームを体験してみませんか？

子ども支援課 水野 TEL 23-5947
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職種 基本給 勤務時間 採用条件 申込方法

保育園
加配等
保育士

基本給171,146円（月給）
※ 地域手当相当額を含む（条件に

より期末手当や通勤費相当額な
どの支給あり）

月～土曜日のうち週5日
※土曜日は交代制
　 7：00～19：00のうち、労

働時間7.5時間 保育士証・幼稚園
教諭免許状を有
すること

電話連絡の上、履歴書・
保育士証・幼稚園教諭
免許状（資格の証明は、
コピーでも可）を持って
子ども支援課（駅北庁
舎3階36番窓口）へお
越しください。

幼稚園
要支援児

担当

基本給150,888円（月給）
※ 地域手当相当額を含む（条件に

より期末手当や通勤費相当額な
どの支給あり）

1日7.5時間
（年216日）
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濵谷麻衣子

サ責
川上

主任ケアマネ
井澤

西尾相談員
各務

駅北庁舎情報
9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

9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。

吉村光太
岐阜県弁護士会所属

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp

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

岐阜県多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階

8月好評（満員御礼）につき9月も開催！
9月22日（火・祝）10時～16時
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多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさん！！
ドローン（Tero）を使用して、楽しいゲームを体験してみませんか？

多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさん！！
ドローン（Tero）を使用して、楽しいゲームを体験してみませんか？

多治見にお住まいの小学生・中学生のみなさん！！
ドローン（Tero）を使用して、楽しいゲームを体験してみませんか？
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●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

9月 収集地区

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

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

16 水
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1647～2455番地

23 水 小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、笠原町向島
24 木 幸、旭ケ丘10
25 金 大原、音羽、宝、若松、笠原町音羽

28 月 滝呂2・3・8・9、京、元、市之倉7～13、北小木、
笠原町音羽

29 火 松坂、明和、赤坂

30 水 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

10月 収集地区

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

6 火 姫6・7、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜

7 水 市之倉1・2、姫1市営、笠原町神戸

8 木 市之倉3・4、姫1、笠原町神戸

9 金 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1

23 2 02 0年9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







国勢調査回答までのながれ

　10月１日を基準日として、全国で一斉に「国勢調査」が実施されます。
　９月14日（月）から、調査員が調査書類を配布します。調査の回答は24時間いつでもできるインターネッ
トがとても便利です。ぜひご利用ください。
　国勢調査は統計法という法律に基づき、国籍や住民票の所在に関係なく、多治見市にお住まいの全て
の人が対象です。必ず回答をお願いします。

●�9/14（月）～10/7（水）に、パソコンやス
マートフォンから回答してください。
　※24時間いつでも回答ができます。
●�インターネット回答利用ガイドにそってロ
グインをして回答してください。
●�回答時間は約10分です。（ひとり暮らし
の方の目安）
●�不正アクセス防止の対策を24時間行っ
ていますので、回答データは厳重に守ら
れます。

●�10/1（木）～10/7（水）に、紙の調査票を
郵送提出用封筒に入れ、封をして投函して
ください。
●�追加の調査票が必要な場合（５人以上の世
帯）や、調査員による回収を希望される場
合は、下記の問い合わせ先までご連絡くだ
さい。

国勢調査については「国勢調査2020総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

国勢調査多治見市実施本部�山本、小林、藤井
TEL 22-1111（内線1231・1232）

調査員が訪問し、調
査書類の入った封
筒を配布します。

※次の①か②のどち
らかの方法で回答
をお願いします。

事前調査期間

8月中旬～
9/13

※各世帯にお配りしたログインＩＤとアクセ
スキーでログイン

①インターネット回答

※郵送提出用封筒に
入れて投函

②郵送回答

調査員

事前調査
訪問中

調査書類配布期間

9/14～9/20

回
答
完
了

インターネット回答期間 9/14～10/7

郵送回答期間 10/1～10/7

基準日10/1

①インターネット回答 ②調査票（紙）郵送回答

●�世帯員の数、氏名、男女、続き柄、出生の年
月、国籍、仕事の種類など全16問
●�収入や家の床面積の調査はありません。

調査項目

262 02 0年9月



9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間です
～知っていますか？屋外広告物のルール～

高齢福祉課 小板 TEL 23-5821  

�都市政策課�小林�
TEL 22-1321

◇多治見市全域は、屋外広告物を掲出、表示するのに許可が必要な「許可地域」です。
◇原則すべての屋外広告物について「許可」申請が必要です。

　同一営業地内に設置、表示する、自己の営業等を示す広告物を「自家用広告物」といいます。合計表示面積が
10㎡を超えるときは、土地所有の有無に関わりなく多治見市の許可が必要です（合計10㎡以下である場合は自
家用広告物に限り申請不要です）。
　これは、多治見市内の「景観」及び各屋外広告物の近くを通行する人などの「安全」を守るた
めの決まりです。
　例えば右の店舗『○△屋』の場合、各屋外広告物が以下の面積であるとします。

　1野立広告��１基（両面）� ………………………… 8㎡
　2はり紙� 「年末SALE」1枚�…………………… 1㎡
　3壁面広告��「○△屋」�…………………………… 2㎡�

�「●●支店」�…………………………0.5㎡�
�営業時間�� …………………………0.3㎡�
�「■■取扱店」1面� ………………… 2㎡

　すると合計面積は13.8㎡となりますので、○△屋は、市の許可を得なければなりません。
あなたが設置、表示している屋外広告物は許可申請が必要ではありませんか？

　これは、多治見市内の「景観」及び各屋外広告物の近くを通行する人などの「安全」を守るた

　例えば右の店舗『○△屋』の場合、各屋外広告物が以下の面積であるとします。

　すると合計面積は13.8㎡となりますので、○△屋は、市の許可を得なければなりません。

配食型見守りサービス事業
　弁当を配達する時に高齢者等の安否を確
認します
おおむね65歳以上の安否確認が必要な方

申請方法 申請書、身体状況等調査票（ホーム
ページからダウンロード可）を窓口へ
※�身体状況等調査票の作成はケアマネジャ
ー、地域包括支援センターへ相談

救急医療情報キット
　かかりつけ医、家
族の緊急連絡先な
どの情報を入れるキ
ットを配布します。
※�キットは冷蔵庫で
保管し、救急搬送
時に救急隊が持ち出します
65歳以上のひとり暮らしの方など

申込方法 申込書（ホームページからダウンロ
ード可）を窓口へ。民生委員に申込も可

寝たきり高齢者等介護用品購入助成事業
　おむつやその他の介護用品（防水シーツ、使い捨て
手袋など）を購入できる券（月額5,000円分）を支給し
ます
在宅で65歳以上の要介護4または5の認定を受け

ている非課税世帯の方
申請方法 申請書（ホームページからダウンロード可）を
窓口へ
※�ケアマネジャーに常時おむつを使用していることを
証明してもらう必要があります

緊急通報システム
　緊急時に消防本部
（119番）へつながる機
器を貸し出します
おおむね65歳以上の

ひとり暮らしの方で、見守りが必要な方など
申請方法 申請書、身体状況等調査票（ホームページか
らダウンロード可）を窓口へ
※�身体状況等調査票の作成はケアマネジャー、地域包
括支援センターへ相談

27 2 02 0年9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
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①池田・市之倉下水処理場管理業務委託（施設課）
②（株）芙蓉施設センター 多治見営業所
③128,304,000円　④4　⑤指名競争
①多治見市総合体育館駐車場整備工事（文化スポーツ課）
②（株）加藤組　③111,100,000円　④12　⑤指名競争
①高根町４丁目水管橋更新詳細設計業務委託（工事課）
②（株）中央設計技術研究所 東海支店　
③13,200,000円　④14　⑤指名競争
① 重要給水施設整備事業虎渓山工区（虎渓山配水池～上

山町）配水管布設工事基本詳細設計業務委託（工事課）
②（株）日水コン 岐阜事務所　③15,620,000円　④14
⑤指名競争
①池田下水処理場分流系耐震診断業務委託（施設課）
②（株）三水コンサルタント 岐阜事務所　
③25,850,000円　④10　⑤指名競争

世界糖尿病デー川柳募集
テーマ「糖尿病あれこれ」
募集期間 9月1日（火）～30日（水）
申込方法 はがきに「氏名、雅号、住所、電話番号、性別、
年齢、作品」を記載して応募

多治見市医師会　TEL 22-3051
〒507-0037 多治見市音羽町3-19

バス献血のお知らせ（400ml献血限定）
9月27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
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

知って納得！脂質改善法
9月30日（水）9:30～11:00
LDLコレステロール 120mg/dl 以上

または中性脂肪 150mg/dl 以上の方
定 15人
持ち物 健診結果、筆記用具
申込方法 電話または窓口へ

保健センター TEL 23-5960

らくらく筋力アップ体操
参加者募集
　希望者は要問合せ

保健センター
TEL 23-5960

　新型コロナウイルス感染症防止のため、健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、だるさなどの症状がある場合は受診を控えてください。

ライオンズ眼科健診
下記日程の9：30～14：30
 10月12日(月)、13日(火)、15日(木)、16日
(金)、19日(月)、20日(火)、22日(木)、23日(金)
駅北庁舎 3階 保健センター　

定 200人 ※要事前予約

市内在住で35歳以上の方（眼科通院中の方は不可） 
※医師の診察はありません
検査項目 眼底、眼圧、視野検査
申込方法 9月3日（木）8：30～電話または窓口で

保健センター TEL 23-5960

目の健康チェック
をしましょう

10月10日は「目の愛護デー」。この機会に目の健康をチェックし、
病気の早期発見、早期治療をしましょう。

健康情報

①北栄小学校トイレ改修工事（教育総務課）　②伊佐治建設（株）
③66,330,000円　④12　⑤指名競争

①姫汚水支線管渠埋設（第1工区）工事（工事課）
②山洋建設興業（株）　③65,450,000円　④12　⑤指名競争

①池田下水処理場ローカルシーケンサ更新工事（施設課）
②三菱電機（株）中部支社　③95,150,000円
④10　⑤指名競争

①養正小学校トイレ改修工事（教育総務課）　②新興建設（株）
③76,230,000円　④12　⑤指名競争

①北市場霊園合葬式墓地建築工事（環境課）　
②枡岡建設（有）　③50,490,000円　④10　⑤指名競争

① 都市再生地籍調査事業新富町・上町・本町地区E2-G工程業
務委託（開発指導課）　②（株）ユニオン　③12,100,000円

④8　⑤指名競争

入札結果(一定規模以上) 令和2年6月〜7月契約分
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

2 02 0年9月

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



29 たじみ健康ハッピープラン「市民が健康でいきいきと幸せに暮らすことができるまち」

スポーツ情報

申込方法 電話または窓口へ（9月1日（火）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、スカート不可）、室内用シューズ　受講料 500円

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 随時受付中 2人

/1回

笠原体育館
TEL43-6285

15日（木）、20日（火） 14：00～15：0０
4人5日（月）、15日（木）、25日（日） 18：15～19：15

10日（土）、20日（火）、30日（金） 19：45～20：45

10月のトレーニング室利用者講習会

感謝と挑戦のＴＹＫ体育館 コース型教室（9月）のご案内

感謝と挑戦のTYK体育館　TEL 22-4111　※火曜日休館

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 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 5,830円
※1カ月クール

キッズチア
年中～

小学２年生
月・木曜日

16：30～17：30 週1回 4,950円
※1カ月クール小学3年～6

年生
月・木曜日

17：45～18：45

鉄棒・跳び箱の日

あつまれちびっ子 ボールdeあそぼ!!

9月21日（月・祝）　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 1時間50円（大人の付添いは参加料不要）

ボールで色々な遊びをしながら野球の楽しさを満喫しよう
10月24日（土） 9:00～11：00

※グラウンド不良の場合は中止。予備日なし
星ケ台運動公園　
野球経験のない年長～小学4年生以下の児童

定 20人
持ち物 運動のできる服装、運動靴、帽子、飲み物、
タオル、マスク ※グラブ、バット不要

星ケ台管理事務所　TEL 22-2564
Email info-hoshigadai@kk-giken.jp

16：00～17：00

　「ゆっくり歩き」と「速歩き」を3分間づつ交互に
行うウォーキング法です。背筋を伸ばして、少し大
きめの歩幅で踵から地面に着くように歩きます。
腕は肘を90度に曲げて後ろに大きく引くことを意
識して振り、腰への負担を減らします。
　ウォーキング後30分以内に糖質と乳製品を摂
ると、傷んだ筋肉の修復が促され、筋肉量が増加
するとともに、熱中症予防にもなります。歩いた後
には牛乳を飲むことがお勧めです。1週間に120
分以上（週4回、1日30分）を目指しましょう。続け
ることが大切です。

(スポーツ推進委員　星野)

スポーツ推進委員事務局（笠原体育館）
TEL 43-6285

～ウォーキング法紹介「インターバル速歩」～

笠原体育館　TEL43-6285

2 02 0年9月

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



相談（ は電話相談も可） （ は市役所）

法律相談

2日（金）13:00～16:00
※予約9月25日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
16日（金）13:00～16:00
※予約10月9日（金）8:30～

14日（水）13:00～15:00
※予約10月7日（水）8:30～ 総合福祉センター 社会福祉協議会 TEL 25-1131

行政相談 19日（月）13：00～15：00
※予約10月12日（月）8：30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

高齢者就業相談 9日（金）13:30～15:00

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL 25-1131
福祉相談 月～金曜日（祝日除く） 8:30～17:15

身体障がい者更生相談 5日（月）13:00～16:00
福祉課 TEL 23-5812

知的障がい者なやみごと相談 1日（木） 13:00～15:00

介護保険制度苦情相談 月～金曜日（祝日除く） 9:00～16:00　
※前日までに予約を 駅北庁舎 2階 高齢福祉課 TEL 23-5821

乳幼児心配ごと相談 月～金曜日（祝日除く） 9:00～16:00 双葉保育園 同左 TEL 23-8771

育児相談
月～金曜日（祝日除く）　8:30～16:30
土曜日　8:30～12:00（池田のみ）

地域子育て支援センター
（共栄・池田・笠原保育園内）

共栄保育園 TEL 23-2199
池田保育園 TEL 24-7117
笠原保育園 TEL 44-1971

月～木曜日(祝日除く）　9:30～16:30 駅北親子ひろば 同左 TEL 23-5551

教育相談 月～金曜日（祝日除く）　9:00～16:00
駅北庁舎 3階 教育相談室 TEL 23-5942

さわらび学級 同左 TEL 24-3470

心の悩み相談室 1日、8日、15日、22日の木曜日
9:00～12:00　※前日までに予約を

本庁舎、駅北庁舎、
さわらび学級など 教育相談室 TEL 23-5942

ひとり親家庭相談 月～金曜日（祝日除く）　8:30～17:15 総合福祉センター 母子・父子福祉センター
TEL 25-1133

ひとり親家庭相談

月～金曜日（祝日除く） 9:00～16:00 駅北庁舎 3階 子ども支援課 TEL 23-5609女性相談

家庭児童相談

子どもの権利相談 火～金曜日　13:00～19:00
土曜日　12:00～18:00

ヤマカまなびパーク 4階
子どもの権利相談室 子どもの権利相談室

TEL 23-8666または
TEL 0120-967-866子どもの権利出張相談 新型コロナウイルス感染症の

影響により休止
旭ケ丘児童センター

太平児童センター

人権こまりごと相談 21日（水）13:00～15:00 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

常設人権相談 月～金曜日（祝日除く）　8:30～17:15 法務局多治見支局 同左　TEL 0570-003-110

交通事故相談 1日（木）10：00～12：00、13：00～
15：00　※前日までに予約を 本庁舎 県民生活相談センター

TEL 058-277-1001

犯罪被害者相談 14日（水）11：00～15：00 本庁舎駐車場　移動相談車内 ぎふ犯罪被害者支援センター
TEL 0120-968-783

ＮＰＯ専門相談 15日（木）14:00～16:00
※前日12:00までに予約を

市民活動交流支援センター
（ヤマカまなびパーク 6階） 同左 TEL 22-0320

消費生活相談
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、広

域消費生活専門相談員による相談可

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134

結婚相談※ 11日（日）、25日（日）10:00～12:00、
13:00～15:00 総合福祉センター くらし人権課 TEL 22-1128

※結婚相談へは履歴書1通、スナップ写真2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

3 02 02 0年9月



保健センター（駅北庁舎 3階）
母子保健　 TEL23-6187
健康づくり TEL23-5960
地域医療　 TEL23-5025

健診・相談 など 内容、申込方法など

母子健康手帳交付 毎週火曜日
（祝日除く）

受付／
13:00～13:15 妊婦

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

乳幼児健康相談 毎週月曜日
（祝日除く）

受付／
　9:00～11:30
※�予約時に時間
を指定

乳幼児と家族
発達、発育、育児、母乳育児、栄養など
相談員／保健師、管理栄養士、助産師
持ち物 母子健康手帳　
申込方法 電話で　TEL 23－6187

マタニティセミナー
（歯科健診コース） 10月5日（月）

受付／
13：30～14：30
※�予約時に時間
を指定

妊婦
歯科健診、正しいブラッシング方法
持ち物 母子健康手帳、ママパパ読本
申込方法 電話で　TEL 23－6187

【産後】
心と体のケアクラス

9月7日（月）
9月14日（月）
※いずれか1日

13：30～15：00 2～9か月の赤ちゃんとそのママ

産後のママの心と体を整えるリラックスヨガと
赤ちゃんとの絆を深めるタッチケアで、赤ちゃん
と触れ合う時間も楽しみます。
持ち物 母子健康手帳、動きやすい服装
申込方法 電話で　TEL 23－6187

発達相談 申し込み時に説明 就学前の子どもの言葉や発
達・育児について心配のある方

相談員／発達相談員
申込方法 電話で　TEL 23－6187

離乳食教室
（はじめてクラス） 9月23日（水）9：15～11：00 4～6か月児の家族 離乳食（5～6カ月頃）の話

申込方法 電話で※要予約　TEL 23-5025
離乳食教室
（モグモグクラス） 9月16日（水）10：00～11：00 9月に7か月になる児の家族 離乳食（7～8カ月頃）の話

申込方法 電話で※要予約　TEL 23-5025

集団胃がん検診
（バス検診）

11月2日（月）
バロー文化ホール

受付／　　　　
　8:30～11:15
※バロー文化
ホールのみ
9：00～

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・誤飲しやすい
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

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　
TEL 23-5025、23-5960、23-6187

11月6日（金）
小泉公民館
11月7日（土）

本庁舎
11月12日（木）
ＴＹＫ体育館
11月15日（日）

根本交流センター
11月17日（火）
市之倉公民館
11月20日（金）
笠原体育館
11月27日（金）
ＴＹＫ体育館
11月29日（日）

本庁舎

集団乳がん検診
（バス検診）

11月8日（日）
本庁舎

受付／
　9:00～15:30
※予約時に時間
を指定

40歳以上の女性で職場等の検
診を受ける機会のない方で、令
和元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

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）
※髪の長い方はゴム等でまとめ、上半身が脱ぎや
すい格好でお越し下さい　
申込方法 電話で
TEL 23-5025、23-5960、23-6187

11月10日（火）
根本交流センター
11月16日（月）
ＴＹＫ体育館
11月26日（木）

根本交流センター

健康相談 9月18日（金）13：30～15：00
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

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
TEL 23-5960

こころの相談 10月9日(金)
保健センター 13:00～14:30 うつ、イライラ、認知症、�アル

コール依存、眠れないなど
相談員／精神科医・保健師　 4人　　　
申込方法 電話で※要予約　TEL 23-5960

骨密度測定
9月8日（火）午前(予約時に指定)

20歳以上の方 超音波骨密度測定(かかとで測定）
申込方法 電話で　TEL 23-5960　　　　9月25日（金）午後(予約時に指定)

新型コロナウイルス感染予防のため、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、発熱などの症状がある方は見合わせてください。
※場所の記載のないものは駅北庁舎3階で実施

31 2 02 0年9月 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



多治見市市民活動交流支援センター
住所

市民活動交流支援センター（ぽると多治見）
TEL／FAX 22-0320

多治見市豊岡町1-55 ヤマカまなびパーク6階

「NPO法人まぁーる」は、乳
幼児を育てるお母さんが安心
して子育てのできるまちを目
指しています。多くの子育て世
代に利用いただいている「駅
北親子ひろば（ぽかぽか広場）」を中心に、様々な立場
のお母さんに寄り添い相談のできる場を設け、親子で
楽しめる教室を開催するなど、多角的なサポートを
行っています。今年度は多治見市まちづくり活動補助
金を受け、乳幼児を育てるお母さんのための「親子の
絆づくりプログラム『きょうだいが生まれた！(BP2)』」
を企画開催の予定。今後も子育て世代を見守り支え
ながら、親子の笑顔が増えるよう活動していきます。

安心して子育てのできるまちへ
NPO法人まぁーる（代表 佐藤薫さん）

医療脱毛、脂肪吸引、審美歯科などの美容医療
サービスに関する相談では、クリニックのウェブサイト
の広告等が受診のきっかけとなるケースが多くみられ
ます。そのため、美容医療のウェブ広告についても規
制の対象となりました。
規制内容は、自分にも同様の効果があると勘違い

するおそれのある「治療の内容や効果に関する体験
談」や治療等の主なリスクや副作用等の詳細な説明
がない「誤認されるおそれのあるビフォーアフター写
真等」の広告は禁止されました。
禁止された広告を掲載しているクリニックは利用し

ないようにしましょう。規制に沿った広告をしているク
リニックだとしても広告だけで判断するのではなく、
複数の医療機関や様々情報媒体から広く情報を収集
し、リスクも踏まえた上で施術を受けるかどうか判断
しましょう。
不安な場合は、早めに消費生活相談窓口にご相談

ください。

い  や  や

消費者ホットライン　TEL 188

美容医療サービスを受ける前に気を付けること

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

道路河川課　日比野　TEL 22-1276、多治見警察署交通一課　TEL 22-0110

ものしり博士

ものしり
博士と

夕暮れ時と夜間の交通事故防止

ドライバーの皆さんへ

自転車利用者の皆さんへ

歩行者の皆さんへ

　秋は徐々に日没時間が早まり、夕暮れから夜間にかけて交通事故が多発する傾向にあります。 この時間帯は、
「車と人」の動きが重なり合う交通環境にあり、さらに視認性の低下なども要因となって交通事故が増加します。

● 「日没30分前」を目安に早めのライト（前照灯）点灯で自車の存在を知らせる
● 前車・対向車等がいない場合のハイビーム（走行用前照灯）
● 安全な速度での通行等ゆとりある運転
● 後続車のライトの反射光が約100メートルの位置から容易に確認できる反射
材などを備えていなければなりません

● タイヤスポークなどにも反射材を装着し、側方にも自身の存在をアピール
● 夕暮れや夜間は、運転者に自身の存在を知らせるように明るく目立つ色の服
装やライト、反射材用品などを身に着ける

● 道路を横断する時は横断歩道のある安全な場所で、必ず「止まる」「見る」「待
つ」「確かめる」を徹底する

バロー文化ホール情報 bunka@tajimi-bunka.or.jp
問申 火曜日（祝日を除く）休館日

Eメール
　　 23‒2600TEL バロー文化ホール情報 bunka@tajimi-bunka.or.jp

問申 火曜日（祝日を除く）休館日
Eメール

　　 23‒2600TEL

野村万作・萬斎 狂言の世界2020  
　人間国宝・野村万作、テレビ等でも大活躍の野村萬
斎率いる万作の会一門の狂言は「伝統文化は堅苦し
い」という先入観を払拭するのに十分な楽しさを秘め
ています。

11月18日（水） 18：30開場 19:00開演
料金 全席指定
一般4,500円（たじともClub会員4,000円）　
高校生以下1,000円　※販売座席を限る場合あり
プログラム
●解説（野村萬斎） ●二人袴（野村万作ほか）
●蚊相撲（野村萬斎ほか）
発売日たじとも会員先行…9月6日（日）
　　　一般…9月13日（日）

B
バ ズ

uzz F
フ ァ イ ブ

ive ライブ   
FIFAワールドカップや日展祝賀演奏など、数々のイ

ベントにも招かれ活躍する金管五重奏団。
11月22日（日）　13：00 開場 13：30 開演
小ホール

料金 全席自由
一般 1,000円

（たじともClub会員800円）
高校生以下 500円
発売日 9月5日（土）

二ツ目ふたり会～すい寄席～  
　実力十分の二ツ目落語家が二人登場します。

9月9日（水） 13:00 開場 13：30 開演
小ホール

出演 春
しゅん

風
ぷう

亭
てい

一
いちぞう

蔵、春
しゅん

風
ぷう

亭
てい

一
いちはな

花
料金 指定席 1,500円 自由席 1,000円
※当日券は自由席のみ取扱い（1,500円）
※発売中

1
じゅうきゅうおといち

9音市 ～ミュージックジャングル～
　バンド演奏会を開催します。
※ 同日開催予定の
「手づくりマルシ
ェ」は中止
9月12日（土）

　 11：30～16：00
小ホール　

※入場無料 ※未就学児入場可

ふらっとコンサートvol.35
秋のうた～新しい季節に願いを込めて
　透き通る歌声、話題豊富な
トーク力で魅了します。

9月26日（土） 19：00開演
出演
古
ふるさわ

澤加
か な こ

奈子（ソプラノ）
重
じゅうさ

左恵
え り

里（ピアノ）
※入場無料
※未就学児入場可

▲野村万作 ▲野村萬斎

▲Buzz Five ©KOJIMA 
　Design echigo

▲昨年の様子

▲春風亭一蔵 ▲春風亭一花 ©橘蓮二

※この情報は8月13日現在の情報で今後変更する場合あり

令和3年10月使用の予約調整日
令和2年10月1日（木）9:00～
令和3年10月の休館日、使用できない日
【休館日】5、12、19、26日
【使用できない日】
全館…21～24日、大ホール…30～31日
※最新の施設予約可能状況はホームページをご覧ください

▲古澤加奈子

※ご来館の際は、マスクの着用をお願いします
※表記のない場合、場所は大ホール
※表記のない場合、未就学児の同伴・入場不可
※車いす席についてはお問い合わせください
※チケット販売初日はインターネット7:00～、窓口
9:00～、電話予約10:00～開始

※たじともClub会員制度についてはお問い合わせください
※ マークの公演は、駅北立体駐車場の2時間無料
サービスがあります
※ マークの公演は、託児の受付があります（1人1
回あたり1,000円、公演日の1週間前までに予約）
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多治見市市民活動交流支援センター
住所

市民活動交流支援センター（ぽると多治見）
TEL／FAX 22-0320

多治見市豊岡町1-55 ヤマカまなびパーク6階

「NPO法人まぁーる」は、乳
幼児を育てるお母さんが安心
して子育てのできるまちを目
指しています。多くの子育て世
代に利用いただいている「駅
北親子ひろば（ぽかぽか広場）」を中心に、様々な立場
のお母さんに寄り添い相談のできる場を設け、親子で
楽しめる教室を開催するなど、多角的なサポートを
行っています。今年度は多治見市まちづくり活動補助
金を受け、乳幼児を育てるお母さんのための「親子の
絆づくりプログラム『きょうだいが生まれた！(BP2)』」
を企画開催の予定。今後も子育て世代を見守り支え
ながら、親子の笑顔が増えるよう活動していきます。

安心して子育てのできるまちへ
NPO法人まぁーる（代表 佐藤薫さん）

医療脱毛、脂肪吸引、審美歯科などの美容医療
サービスに関する相談では、クリニックのウェブサイト
の広告等が受診のきっかけとなるケースが多くみられ
ます。そのため、美容医療のウェブ広告についても規
制の対象となりました。
規制内容は、自分にも同様の効果があると勘違い

するおそれのある「治療の内容や効果に関する体験
談」や治療等の主なリスクや副作用等の詳細な説明
がない「誤認されるおそれのあるビフォーアフター写
真等」の広告は禁止されました。
禁止された広告を掲載しているクリニックは利用し

ないようにしましょう。規制に沿った広告をしているク
リニックだとしても広告だけで判断するのではなく、
複数の医療機関や様々情報媒体から広く情報を収集
し、リスクも踏まえた上で施術を受けるかどうか判断
しましょう。
不安な場合は、早めに消費生活相談窓口にご相談

ください。

い  や  や

消費者ホットライン　TEL 188

美容医療サービスを受ける前に気を付けること

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

道路河川課　日比野　TEL 22-1276、多治見警察署交通一課　TEL 22-0110

ものしり博士

多治見市市民活動交流支援センター

ものしり
博士と

夕暮れ時と夜間の交通事故防止

ドライバーの皆さんへ

自転車利用者の皆さんへ

歩行者の皆さんへ

　秋は徐々に日没時間が早まり、夕暮れから夜間にかけて交通事故が多発する傾向にあります。 この時間帯は、
「車と人」の動きが重なり合う交通環境にあり、さらに視認性の低下なども要因となって交通事故が増加します。

● 「日没30分前」を目安に早めのライト（前照灯）点灯で自車の存在を知らせる
● 前車・対向車等がいない場合のハイビーム（走行用前照灯）
● 安全な速度での通行等ゆとりある運転
● 後続車のライトの反射光が約100メートルの位置から容易に確認できる反射
材などを備えていなければなりません

● タイヤスポークなどにも反射材を装着し、側方にも自身の存在をアピール
● 夕暮れや夜間は、運転者に自身の存在を知らせるように明るく目立つ色の服
装やライト、反射材用品などを身に着ける

● 道路を横断する時は横断歩道のある安全な場所で、必ず「止まる」「見る」「待
つ」「確かめる」を徹底する

33 2 02 0年9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




