
募 集

子どもの権利委員会委員募集

市内在住または在勤で、子どもの権利につ
いて関心がある方

任期 令和4年1月1日~令和6年12月31日（3
年間）

1人
申込方法 11月15日（月）必着で、住所、氏名、年
齢、性別、職業、電話番号、「子どもの権利に対
する自身の考え」を400字程度にまとめ、窓口、
郵送、FAXまたはEメールで
※選考のうえ決定

くらし人権課 遠藤 
TEL 22-1128 FAX 25-7233 
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

募 集 多治見国際交流協会
第3回ジュニアクラブ開催

　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。

10月31日（日） 10:30~12:00
子ども情報センター　 小学3~6年生

講師レオン・ドリナー 氏（スロベニア出身）
15人　参加料 1,000円（初回のみ年会費）

申込方法 電話で
文化スポーツ課 佐藤、田中
TEL 22-1193

募 集 多治見国際交流協会
市民公開講座

　日本で陶芸を学び、活躍されている外国の方
からお話を聞く会および陶芸体験をします。

11月13日（土） 10:00~12:00
ボイスオブセラミックス
小学生以上　 20人

参加料 500円 ※非会員
持ち物 汚れてもいい服装、エプロン、作陶に必
要な道具（型抜きなど）
講師 呂

ロ

 雪
セツ

韻
イン

 氏（中国出身）
申込方法 10月4日（月）~ 電話で 
※定員になり次第締切

文化スポーツ課 佐藤、田中 
TEL 22-1193

募 集 陶磁器意匠研究所 
令和4年度研究生一次募集

出願期間 10月25日（月）~11月8日（月）
試験日 11月14日（日）

デザインコース・技術コース 20人
セラミックスラボ通常選考 3人程度

陶磁器意匠研究所 土井 TEL 22-4731

募 集

たじみ景観塾 寄せ植え講座

11月26日（金） 10:00~12:00
喜多緑地管理棟
市内在住または在勤の方

講師フラワーハンド（風景づくり団体）
10人　参加料 1,500円（材料費含む）

持ち物 園芸用手袋、作品持ち帰り用の袋
申込方法 10月29日（金）9:00~電話で 
※ 定員を超えた場合は11月12日（金）で締め切

り、初めての受講者を優先し抽選。後日結果
を郵送

都市政策課 小林 TEL 22-1321

募 集

フリーマーケット出店者募集

①11月13日（土） ②11月27日（土） 
10:00~13:00 ※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 10月15日（金）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（本町5-9-1） 
TEL 26-8509

募 集 令和4年4月入校の防衛大学校・
防衛医科大学校学生を募集

防衛省自衛隊 
恵那地域事務所 國田
TEL 0573-26-4310

第62期デザインコース 
五嶋穂波 制作 
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I N F O R M AT I O N 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

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



募 集 セカンドキャリア
合同会社説明会

　岐阜県シルバー人材センター連合会では、就職
希望の方に会社説明会を開催します。

11月12日（金）13:30~15:30
バロー文化ホール 大会議室
市内在住の55歳以上の方　 50人

申込方法 11月5日（金）までに電話またはホー
ムページから

生涯現役事務局（マン・トゥ・マン・アモニ内）
TEL 058-215-5511

募 集 介護家族交流会
ケアカフェリレー

　「はじめての紙パンツ編~最新の紙パンツの
話~」と「腰にやさしい移乗の仕方」を学びます。

10月14日（木） 13:30~15:00
総合福祉センター 3階研修室
介護している方、介護に関心のある方など

申込方法 電話で
太平地域包括支援センター 国立 
TEL 25-1135

講 座

認知症サポーター養成講座

10月22日（金） 13:30~15:00
養正公民館 2階研修室
10人　申込方法 電話で

滝呂地域包括支援センター 関谷 
TEL 24-5562

講 座

防災講座

　ゲリラ豪雨で床上浸水! その時
やるべき1、2、3&知っておきたい

「水を使わないトイレ」
11月6日（土） 13:30~15:30
ヤマカまなびパーク 7階多目的ホール
30人　参加費 500円

講師 災害ボランティア愛知人、
根本校区地域力向上推進会議 防災グループ
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） 佐々木 TEL 22-0320

催 し みんな違っておもしろい ぼくの絵わた
しの絵 絵画コンクール2021展覧会

　楽しかった思い出や将来の夢などを自由に
描いた応募作品を展示します。

①10月20日（水）~28日（木）
②10月30日（土）
　~11月14日（日）
③11月17日（水）~25日（木）
①ヤカマまなびパーク 1階マルチスペース
②駅北庁舎 2階ロビー
③本庁舎 1階ロビー
くらし人権課 水谷 TEL 22-1128

催 し 風景絵画コンクール展覧会 
あなたが見つけた「たじみの夏の風景」

　小中学生から募集した風景絵画全作品を展
示します。

①10月5日（火）~19日（火）
②12月2日（木）~16日（木）
①本庁舎 1階ロビー 
②駅北庁舎 2階多目的スペース 
都市政策課 西尾 TEL 22-1321

催 し 三の倉
リサイクルデパート2021

　三の倉センターに持ち込まれた家具や楽器、
小物などを、展示即売や入札により販売します。

10月22日（金）~24日（日）9:00~12:00 
※22日（金）と23日（土）は即売会を開催 
※開札は24日（日）10:00~ 
※購入後の運搬は落札者
三の倉センター 野口 TEL 23-1103

行 政 令和3年度
多治見市戦没者追悼式

　尊い犠牲となられた戦没者の追悼式を開催
します。

11月5日（金）13:30~
笠原中央公民館 アザレアホール
※感染症予防のため規模縮小
福祉課 水野 TEL 23-5812
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生活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変更する場合があります



催 し たじみ中之郷まちかど
コンサートin虎渓用水広場

　音楽による多治見駅中
心市街地の活性化を目的
とした、市民のための市民
によるコンサートです。

11月6日（土）
10:00～16:00
①駅北庁舎２階 ②虎渓用水広場

内容 ①グランドピアノ無料開放 
②マルシェ、オーケストラ演奏

文化スポーツ課 岡田（紗）
TEL 22-1193

催 し 第14回
たじみ子育て楽市楽座

　子育て世代が気軽に参加できる屋外イベン
トです。

10月23日（土）10：30～17：00
虎渓用水広場

内容ファミリーフォトスポット、ステージ発表、キ
ッチンカー、TAKO BOY'S Cafe（多治見
工業高等学校）、子育て情報 ほか

NPO法人Mama’s Cafe TEL26-9992
子ども支援課 渡邉（舞）、木村 TEL 23-5958

行 政 自主防犯ボランティア団体を
表彰

　犯罪のない「安全・安心まちづくり」を目指す
活動を自主的に行う団体や企業を表彰します。

3年以上継続して活動し、功績
が特に顕著な団体や他の模範
となる実践的な活動を行って
いる団体など
※おおむね小学校区1団体まで

申込方法 10月29日（金）必着で、防犯活動の内
容が分かる写真2枚と推薦調書（各地区事務所
および窓口で配布、ホームページからダウンロ
ード可）を郵送または窓口へ
※ 他薦の場合は区長、学校長などの推薦が必要

くらし人権課 奥村、今井 
TEL 22-1134

行 政 各保険料の減免申請
（3月31日必着）

　新型コロナウイルス感染症の影
響に伴い、各保険料（①国民健康
保険、②後期高齢者医療保険、③
介護保険）が減免となる場合があります。 
※対象者など詳細はホームページから

①②保険年金課 年金国保グループ TEL 23-5746
③高齢福祉課 介護給付グループ TEL 23-5211

行 政 農業振興地域内の
農用地の用途変更

　指定された農地をやむを得ない事情で農地
以外に用途変更する場合は、あらかじめ農用地
の除外手続きが必要です。

次の全てを満たす農用地 
① 当該農用地以外に代替えすべき土地がなく、

農業上の効率的な利用に支障がないこと
② 効率的で安定的な農業経営を営む人が行

う農用地の利用に支障がないこと
③ 土地改良施設などの機能に支障を及ぼさ

ないこと
④ 農業生産基盤整備事業完了後の翌年を

起算として８年経過していること
申込方法 10月29日（金）までに、「農用地除外
申出書」に必要書類を添えて窓口へ
※事前に相談してください

産業観光課 吉田 TEL 22-1258

行 政

不動産無料相談会

11月19日（金）13：00～15：00 
本庁舎 3階第3会議室 

申込方法 11月18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 川と海のクリーン大作戦の
中止について

　毎年10月に実施しています「川と海のクリー
ン大作戦」は、新型コロナウイルス感染症の影
響により中止します。

道路河川課 石計 TEL 22-1279
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I N F O R M AT I O N 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

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



行 政 10月18日（月）～24日（日）は
行政相談週間

　行政に関する苦情や要望について、解決に向
けた相談に応じます。

10月18日（月）13：00～15：00
本庁舎 3階第2会議室

申込方法 10月11日（月）8：30～電話で
くらし人権課 佐藤 TEL 22-1128

行 政 無業状態の
若者の就労無料相談

毎月第2・第4火曜日 10：00～17：00
産業文化センター 小会議室2
15～49歳までの無業状態の方、学校を中退
した方またはその保護者

申込方法 月～金曜日の10：00～17：00に電話
またはメールで　※要予約

岐阜県若者サポートステーション
TEL 058-216-0125
Email gifusapo@icds.jp

行 政 地籍調査 
地籍図案と地籍簿案の閲覧

　令和２年度地籍調査の結果による土地の地
番や地目、面積、筆界線などが確認できます。

10月21日（木）～11月9日（火）
9：00～17：00 ※土・日曜日、祝日含む
本庁舎 ３階第２会議室

※対象地域は新富町、上町、本町7丁目・8丁目
開発指導課 塚本、安井 TEL 22-1341

行 政 消費税の
インボイス制度説明会

　令和５年10月1日からインボイス制度が実施
されることに伴い、説明会を開催します。

①10月13日（水）10:30～11:30
②11月18日（木）13:30～14:30
③12月8日（水）10:30～11:30
各20人

申込方法 電話で
多治見税務署 TEL 22-0101

「令和３年度全国地域安全運動について」
　10月11日（月）から20日（水）までの間、岐阜
県警察、岐阜県、岐阜県防犯協会が連携して全
国地域安全運動を実施します。
　この運動は、地域ぐるみで地域安全活動に取
り組むことにより、犯罪や事故のない安全で安
心して暮らせる地域社会を実現することをねら
いとしています。
　期間中、子供と女性の犯罪被害防止、ニセ電
話詐欺の被害防止、住宅を対象とした侵入盗や
ドラッグストアなど対象の万引き被害防止を重
点に広報活動や立ち寄りなどの特別警戒を行
ないます。
　安心・安全なま
ちづくりのため、み
なさんのご協力を
よろしくお願いし
ます。

多治見警察署 TEL 22-0110

東美濃観光パスポートで

　「東美濃観光パスポ
ート」をゲットして、東美
濃の7市町（多治見市、
中津川市、瑞浪市、恵那
市、土岐市、可児市、御
嵩町）をお得に巡ろう！パ
スポートには紙版と電
子アプリ版があります。
参加施設利用時に提示
すると、スタンプの押印
と併せて、各施設で独自の「おもてなし特典」を受
けられます。詳しくはホームページをご覧ください。
※ お出かけの際は、新型コロナウイルスの感染状

況にご留意ください
令和４年２月２８日(月)まで
産業観光課 柳生、磯村 
TEL 22-1250

周遊観光お得に
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生活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変更する場合があります



①②④⑤申込時に連絡、③⑥土岐川観察館　 ①②④⑤⑥小学4年生以下は保護者同伴 
※①②④⑤⑥要予約（①⑤10月1日（金）～受付開始）　休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
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

11月6日(土) 19:00～21:00
10人

持ち物デジタル一眼カメラ、カメラの説明書（あれ
ば）、三脚
申込方法 10月9日(土)9:00～電話または窓口へ

星景写真撮影講習会星景写真撮影講習会

　地球村天文台の大型望遠鏡などで、星や惑星
の観測をおこないます。

10月2日、16日、30日、11月13日の土曜日 
19：00～20：30 ※雨天・曇天中止

各30人　持ち物 防寒具など
申込方法 電話または窓口へ
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

11月13日(土) ①10：00～ ②10：45～
各10組　参加料 400円／1口（200グラム）

申込方法 10月30日(土)9:00～電話または窓口
へ　※1件の電話で1組まで

収穫体験 もぎもぎ原木しいたけ収穫体験 もぎもぎ原木しいたけ

11月6日（土）、20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

　話題になった妻木城址へ多治見から
歩きます。

10：00～14：30 受付9：30～
15人

持ち物 昼食、飲み物、帽子、飲み物、タオ
ル、歩きやすい靴

10/24 
（日） 　丘の上から野鳥を探します。

9：30～11：30 受付9：00～
15人

持ち物 双眼鏡（あれば）、歩きやすい靴

11/6 
（土）

　多治見で一番見晴らしのよいと言われる
山に登ります。

10：00～14：30 受付9：30～
20人

持ち物 昼食、飲み物、帽子、水筒、タオル、歩
きやすい靴

11/7 
（日）

　昆虫じゃない虫たちを紹介します。
10:00～17:30

 11/2（火）
 〜30（火）

　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～
15人

持ち物 歩きやすい靴、帽子、水筒

10/30 
（土）

　小さな生き物を観察してみました。
18:30～20:00 受付18:00～
10人

講師 荒木裕之 氏（多治見昆虫会）

11/12 
（金）

三の倉市民の里地球村 TEL 24-3212
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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



令和4年4月1日から
都市計画法の改正により

自然災害の頻発・激甚化を踏まえ
開発許可制度が見直されます

多治見市全域
　災害レッドゾーンにおける開発が原則禁止となります。

　自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外のす
べての開発行為は、原則として災害レッドゾーン※をそ
の開発区域に含むことができなくなります。

※災害レッドゾーン

土砂災害特別警戒区域 
地すべり防止区域 
急傾斜地崩壊危険区域 
災害危険区域

市街化調整区域の一部
　条例で指定した開発許可基準の緩和区域から災害リスクの高いエリアが除外されます。

　南姫、根本、小泉地域の市街化調整区域の一部においては、平
成20年に制定した「多治見市市街化調整区域における開発行為の
許可の基準に関する条例」により区域を指定し（以下、条例区域とい
う）、開発許可の基準を緩和しています。
　今回、都市計画法の改正によりこの条例区域から、原則、災害リ
スクの高い災害レッドゾーンや土砂災害警戒区域などの災害イエ
ローゾーンが除外されます。
条例区域：南姫地区、根本地区、大原地区、赤坂地区など

条例区域変更に関する説明会
①10月20日（水) 19：00～20：00
②10月26日（火) 19：00～20：00
③10月29日（金) 19：00～20：00
①小泉公民館　②南姫公民館
③根本交流センター

※ 新型コロナウイルス感染症の影響
により変更の場合あり

【開発許可に関すること】 開発指導課 大脇、森 TEL 22-1331

【条例区域の指定に関すること】 都市政策課 原、藤田 TEL 22-1321

【土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、
　急傾斜地崩壊危険区域に関すること】

岐阜県東濃西部総合庁舎　多治見土木事務所 
TEL 23-1111（代表）

【災害危険区域の指定について】 岐阜県都市建築部建築指導課 TEL 058-272-1111（代表）
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駅北庁舎情報
10月の駅北庁舎休日開庁日は

（市民課 保険年金課）
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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

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp

～広報紙をアプリで配信～
行政情報と接するきっかけにぜひ♪

☆発行をプッシュ通知でお知らせ！
☆ホームページの新着情報も見れる！
☆議会だよりや他の自治体の情報も！

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 金 安藤クリニック 豊岡町3 22-9388
4 月 むらせクリニック 三笠町1 22-8499
5 火 太田医院 明治町1 22-0037
6 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
7 木 多治見眼科院 十九田町2 24-2225
8 金 田代町整形外科 田代町2 22-6717
11 月 西尾クリニック 金岡町1 24-0689
12 火 森本耳鼻咽喉科 明和町5 27-9333
13 水 多治見クリニック 音羽町2 22-5566
14 木 いちはらこどもクリニック 小田町5 24-3411
15 金 仲西クリニック 明和町6 29-1181
18 月 おざき整形外科 太平町6 25-6101
19 火 水田クリニック 音羽町1 22-5222
20 水 横田耳鼻咽喉科 太平町4 21-2133
21 木 林かつひこ内科・循環器科 明和町4 20-2002
22 金 伊藤内科 太平町3 23-6578
25 月 おかざきまりこクリニック 幸町3 27-1200
26 火 いながけ医院 滝呂町17 45-0077
27 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
28 木 豊岡医院 豊岡町1 21-2868
29 金 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522

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

10月の夜間在宅当番医 
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月 後半の予定10 月11 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

10月 収集地区

18 月
小名田、大針、
笠原町上原1264～1575番地、
笠原町上原1647～2455番地

19 火
虎渓山、平井、滝呂1・4～7・10・11・15・16、
笠原町上原1264～1575番地、
笠原町上原1647～2455番地

20 水 根本、西山、旭ケ丘3～5、旭ケ丘5市営

21 木 北丘、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10

22 金 小泉、旭ケ丘10、笠原町向島

25 月 幸、音羽、宝、若松、笠原町音羽

26 火 大原、市之倉7～13、北小木、笠原町音羽

27 水 滝呂2・3・8・9、京、元、赤坂

28 木 松坂、明和、赤坂

29 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

11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

4 木 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住吉

5 金 市之倉1・2、姫2市営、笠原町富士

8 月 市之倉3・4、姫1市営、笠原町富士、笠原町釜

9 火 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1

10 水 高根、旭ケ丘1・2・6～9、姫1、笠原町神戸

11 木 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮、笠原町神戸

12 金 東栄、大薮、笠原町草口

19 2 021年10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



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
オンラインでも相談できます。詳細はお問合せ
ください。
相談員／保健師、栄養士、助産師
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
申込方法 電話でまたはLINEで　
TEL 23－6187

マタニティセミナー
（出産＆母乳マタニ
ティヨガコース）

11月29日（月）13:30～15:00 妊婦

マタニティヨガ、お産に必要な呼吸法やリラッ
クス法、母乳育児についての話
持ち物 母子手帳、ママパパ読本、水分、タオル、
動きやすい服装
申込方法 電話またはLINE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） 10月20日(水)

①9：00～10:00
②10:00～11:00
③11:00～12:00

※いずれか１回
4～6か月児の家族

離乳食（5～6か月頃）の話。硬さや味を確かめ
ます。
申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

離乳食教室
（モグモグクラス） 10月27日(水)

①9：30～10:30
②10:30～11:30

※いずれか１回
7～8か月児の家族

離乳食（7～8か月頃）の話。硬さや味を確かめ
ます。
申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

骨密度測定
10月18日（月）午後(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）
所要時間30分程度。無料。
申込方法 保健センターへ電話で TEL 23-596010月29日(金）午後(予約時に指定)

健康相談 10月15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27日(水)
東濃保健所 9：30～11：00

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　
要電話予約 TEL 23-1111（東濃保健所）  4人

11月12日(金)
保健センター 13：00～14：30 相談員／精神科医・保健師　

要電話予約 TEL 23-5960  4人

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

禁煙外来治療費助成制度のご案内

　子どもの受動喫煙防止や禁
煙したい方を応援するために、
禁煙外来治療費の一部を助成
する制度があります。禁煙治療
は、比較的楽に禁煙できると言
われています。対象の方は、ぜ
ひご活用ください。
※治療を開始する前に必ず保
健センターへの届出が必要
です。

２０歳未満の子どもや妊婦と
同居中で、禁煙を希望する
多治見市在住の方

助成金額 禁煙外来治療にかか
る自己負担額の２分
の１（上限１万円）

保健センター　田中
TEL 23-5960

お問合わせや相談日程の確認は
LINEアカウントで

[保健センター母子保健アカウント]
　乳幼児健診や各教
室・乳幼児相談の予
約、保健師や助産師、
栄養士の訪問依頼な
ど、質問や問い合わせ
ができます。

ID：@138dbbdi
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