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

第5弾！

求職者支援訓練（就職氷河期
世代支援）
受講者募集

募 集

美濃焼グルメスタンプラリー

「多治見市美濃焼を使おう条例」
協力店舗を巡

ると市内窯元の器が手に入ります。

医療事務スタッフに求

められる知識や資格を身

に着け、早期に正社員就
職を目指す職業訓練の受

11月27日
（金）
～

講者を募集します。

令和3年3月31日
（水）

※訓練科名：医療事務科

応募方法

12月21日
（月）
～令和3年2月19日
（金）
の

①アプリに異なる７店舗の

平日9：00～16：00

スタンプを集める

ニチイ学館多治見校（音羽町2-15-1陶都ビル）

②下記窓口でアプリを提示

早期就職を希望する方など
（就職氷河期世

※アプリをダウンロード

※先着200個が無くなり次第終了

代以外の方も受講可能）

多治見市PRセンター：陶都創造館内

申込方法 ハローワーク多治見で相談のうえ、

景品引換場所 産業観光課
（平日）、

（土・日曜日、祝日）

15人 ※選考あり

11月26日
（木）までにニチイ学館多治見校へ
ニチイ学館多治見校 TEL 21-3016

産業観光課 小林 TEL 22-1250
文 化

「本人通知制度」
をご存知ですか
～不正取得の早期発見や不正請求を抑止～
住民票や戸籍などの写しが

本人の代理人や第三者の請求

により交付された場合に、事前

に本人通知を登録した方にその
事実を通知します。

持ち物 印鑑、
本人確認書類

申込方法 窓口で ※詳細はホームページで

四季のコンサート・秋

秋の訪れにぴったりなオカリナの音色で、お

なじみの曲の数々をお届けします。
11月13日
（金）12：15～12：45
駅北庁舎 2階ロビー
すず き

か おり

おお しま ま

ほ

出演者 鈴木香織さん
（オカリナ）
、大島万穂さん

（ピアノ）

文化スポーツ課 佐藤、柴田 TEL22-1193

北小木川草刈ボランティアを
募集

募 集

市民課 後藤 TEL 23-5542

北小木川の草を刈って、ホタルが生息しやす

い環境にします。

11月29日
（日）9：00～12：00

※雨天の場合12月6日
（日）
に延期

生ごみ堆肥化入門講座
11月19日
（木）13：30～15：30
南姫公民館 研修室
こ ざかい かず ひさ

15人

講師 小境和久 氏
（ダンボールコンポスト研究会）

申込方法 電話または申込書
（南姫公民館内設

置）
に記載

小境 TEL 090-7609-3714

北小木町天王橋集合

高校生以上

持ち物 長靴、
軍手、刈り払い機
（あれば）
、鎌、作

業のできる服装、帽子、
タオル、飲み物、マスク
※燃料は主催者で用意

申込方法 11月27日
（金）
までに電話またはEメ

ールで

文化財保護センター 矢部
TEL 25-8633

Email hogo-cen@city.tajimi.lg.jp
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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

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

11/29 ①魅惑の黄金ルート-3

トヨタパノラマコース

（日）

12/11 ⑤かんさつ館講座-9
（金）

丘の上から修道院を眺めながら歩きます。
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
（火） ②かんさつ館展示-9 魚
12/1
1000匹調査から2020年の土岐川の
10：00～17：00
環境を見ます。

〜1/31
（日）

12/5

（土）

12/6

（日）

1000匹調査から2020年の
土岐川の環境を考えます。
18:30～20:00 受付18：00～
10人 講師 飯田正浩 氏

12/12 ⑥昆虫観察シリーズ-4
（土）

④多治見の山が呼んでいる
六名山-3 方月山
3年ぶりに方月山へ紅葉を求めて登ります。
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

収穫体験 抜き抜き秋だいこん
11月21日(土)①10：00 ②10：45 ※雨天決行
各回15組 参加料 600円／1口
（10株）
申込方法 11月7日(土)9:00～電話または窓口へ
※1回の申込で1組2口まで

サタデースターナイト
天体望遠鏡による星の観望会です。
11月21日(土) 18：00～19：30 ※雨天・曇天中止
講師 地球村星倶楽部

フリークライミング体験会
①11月21日
（土）②12月5日
（土）
10:00～12：00、13：00～15：00
ほう ゆう かい
持ち物 運動できる服装 講師 多治見峰遊会
三の倉市民の里地球村
TEL 24-3212

北小木水生昆虫調査

20年続いている調査に参加
し、自然環境を水生昆虫から調
べます。
9：30～12：00 受付9：00～
持ち物 筆記用具、
長靴
10人

③お楽しみ探鳥会-3 廿原町
自然豊かな地で猛禽類を探します。
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

さかな

①③④⑥申込時に連絡
②⑤土岐川観察館
①③④⑤⑥小学4年生以下は保護
者同伴
※①③④⑤⑥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

あなたの通報が検挙につながる
～指名手配犯人の捜査にご協力を～

犯人検挙は、警察の日ごろの捜査活動に加え
て、市民の皆さんによる情報提供などのご協力
が必要不可欠です。どんなささいなことでもい
いので情報をお寄せください。
情報を
お待ちして
います

犯人の情報
はこちら

https://www.npa.go.jp/wanted

指名手配とは、逮捕状が出ている犯人の所
在が不明であり、事件捜査を担当する警察署
などから全国の警察に被疑者検挙に必要な
事項を手配することです。

指名手配

検索

多治見警察署 TEL 22-0110
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消防団活動 への
支援制度を紹介します
消防団活動に積極的に協力いただいている事業所に、表示証を交付し、
消防団員の活動環境の整備および入団の促進を図ります。

認定基準
●従業員が消防団員として１人以上入団
●従業員の消防団活動について積極的な配慮あり
●災害時などに事業所の資機材などを消防団に提供するなどの協力あり
●消防関係法令上の違反がない

多治見市
消防団
協力事業所
表示制度

事業所の皆さまへ
消防団協力事業所支援減税制度
（岐阜県実施）
の認定要件の一つとなっ
ています。
※減税制度…東濃県事務所 西浦 TEL 23-1111
消防団活動に取り組み、地域社会へ貢献をした大学生などを対象に、
そ
の功績を市長が認証し、大学生などの就職活動を支援します。

学生消防団
活動認証制度

学生の皆さまへ
ぜひ、多治見市消防団に入団し、皆さんの若い力で地域の安全を一緒に
守りましょう。消防団員としての実績を事業所にアピールできます。
事業所の皆さまへ
社会貢献実績や災害対応能力のある人材を確保しやすくなります。採用
にあたり、大学生などから認証証明書の提出があった際には、積極的な評
価をお願いします。
消防総務課 長谷川 TEL 22-9231

入札結果(一定規模以上) 和 2年8月〜9月契約分
令

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
①ききょうバス中心市街地線バス車両購入
（都市政策課） ①姫汚水支線管渠埋設
（第2工区）
工事
（工事課）
②東濃自動車工業
（株） ③21,316,320円 ④13
②
（株）
吉川組 ③58,850,000円 ④12 ⑤指名競争
⑤指名競争
①大藪第２汚水支線管渠埋設(第２工区)工事
（工事課）
①小泉小学校新校舎備品購入事業
（教育総務課）
②伊佐治建設
（株） ③53,680,000円 ④12 ⑤指名競争
②ミクニヤ ③60,390,000円 ④12 ⑤指名競争
①高規格救急自動車購入
（救急指令課） ②岐阜トヨタ自動車
①小学校大型ディスプレイ購入事業
（北地区）
（教育総務 （株）
多治見店 ③19,833,000円 ④8 ⑤指名競争
課） ②東都通信設備
（株） ③33,880,000円 ④11
①
（仮称）
食育センター学校給食用強化磁器食器購入
（教育総
⑤指名競争
務課） ②多治見陶磁器卸商業協同組合 ③22,485,760円
（南地区）
（教育総務課）
①小学校大型ディスプレイ購入事業
④2 ⑤指名競争
②特定非営利活動法人東濃情報ネットワーク
（株）
西原環境中部支店
①薬品溶解設備更新工事
（施設課） ②
③28,962,450円 ④11 ⑤指名競争
③85,800,000円 ④12 ⑤指名競争
①中学校大型ディスプレイ購入事業
（教育総務課）
（救急指令課） ②井上精機
（株）
①高度救命処置用資機材購入
②中部事務機
（株）
多治見営業所 ③30,607,500円
③17,105,000円 ④1 ⑤随意契約
④11 ⑤指名競争

財政課 中島 TEL 22-1434
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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

