
くらし人権課 石原　TEL22-1134

　市役所の職員が皆さんの地域へ出向き、市の仕事を分かりやすく説明する「おとどけセミナー」
を実施しています。
　 市内在住または在勤、在学の方
　　　　 ５人以上のグループで開講希望日の２週間前までに申込書（くらし人権課、
市立公民館、地区事務所窓口で配布。ホームページからもダウンロード可）を窓口へ
※日程やセミナーの内容を事前に担当課と打ち合わせた後に申し込んでください
※開催場所は市内で用意してください

申込方法

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

NO 講　　座　　名 担 当 課
多治見のまちづくり
1 まるごと元気！多治見―第７次多治見市総合計画― 企画防災課
2 まちの憲法を語ろう！ 企画防災課
3 なんとかならないの？多治見の交通渋滞 都市政策課
4 私が住んでいる街はどんな街？ 都市政策課
5 公共交通を使おう！ 都市政策課
6 公共交通と地域づくり 都市政策課
7 多治見の美しい風景づくり 都市政策課
8 都市計画からみたまちづくり 都市政策課

市街地整備課
9 駅北地区のまちづくり 市街地整備課
10 オリベストリートって何？ 産業観光課
11 男女共同参画って何だろう？ くらし人権課
12 狭あい道路の整備推進 開発指導課
13 地籍調査 開発指導課
14 農地の活用法 産業観光課
15 たじみの農業 産業観光課
多治見を再発見する！
16 観光ガイド多治見 産業観光課
17 多治見の陶芸再発見 産業観光課

陶磁器意匠研究所
18 多治見の歴史と自然～指定文化財・やきもので見る多治見の歴史～ 文化財保護センター
19 たじみの新発見 考古速報～発掘現場リポート 文化財保護センター
いのちと暮らしを守る ※消防署担当のセミナーについては、消防署内での開催となります

20
救急講習＜救命入門コース＞
救急講習＜普通救命講習Ⅰ＞
救急講習＜普通救命講習Ⅱ＞
救急講習＜普通救命講習Ⅲ＞

消防署

21 防災訓練 消防署
（企画防災課）

22 防災講座 企画防災課
（消防署）

23 国民保護 企画防災課
24 木造住宅の耐震助成 開発指導課
25 くらしの安全を考える くらし人権課

26
親は知らない？子どもは知っている？
ネット事情
～知っておくべき最新情報と注意点～

教育研究所
教育相談室
情報課

多治見の環境を考える
27 温暖化の現状と対策 環境課
28 ごみの分け方・減らし方 環境課
29 身近な自然環境 環境課
30 家庭排水の行方（多治見市の下水道） 工事課
31 合併浄化槽のすすめ 上下水道課
32 わたしたちの水道 上下水道課
多治見の子どもと教育
33 子どもの権利～みんなでいっしょに考えよう!!～ くらし人権課
34 幼稚園・保育園と子育て支援のはなし 子ども支援課
35 子どもの食育 子ども支援課
36 子育て支援施設へお出かけしませんか？ 子ども支援課
37 たじっこクラブってどんなところ？ 教育推進課
38 いきいきとした子どもの成長を願って        ～親育ち４・３・６・３たじみプラン～ 教育推進課
39 不登校を考えましょう 教育相談室

NO 講　　座　　名 担 当 課
40「脳活・スキルアップ学習」って何？ 教育研究所
41 教育委員会ってどんなところ？ 教育総務課
42 生涯スポーツに親しむ（軽スポーツで遊ぼう） 文化スポーツ課
43 選挙について学んでみよう！ 選挙管理

委員会事務局
健康について考える
44 らくらく筋力アップ体操！ 保健センター
45 １日分の野菜を上手にとるコツ 保健センター
46 糖尿病こうして防ぐ 保健センター
47 できることで血圧をコントロール！ 保健センター
48 防ごう！ロコモティブシンドローム 保健センター
49 目からウロコ！～たばこや受動喫煙の真実を学ぼう～ 保健センター
50 歯っピーライフ！歯と口の健康づくり 保健センター
福祉について考える
51 正しい障がい・障がいのある人の理解～こころのバリアフリー～ 福祉課
52 福祉制度と市のサービス 福祉課
53 介護保険制度 高齢福祉課
54 高齢者の介護予防 高齢福祉課
55 高齢者の福祉サービス 高齢福祉課
56 民生委員・児童委員について 高齢福祉課
57 障がい者の福祉サービス 福祉課
58 年金と税 税務課
59 農業者のための制度 産業観光課
60 国民健康保険 保険年金課
61 後期高齢者医療制度 保険年金課
行政のしくみと施設
62 このままでいいの？公共施設 公共施設管理室
63 マイナンバー制度 企画防災課
64 多治見市の情報公開制度について 総務課
65 のぞいてみよう多治見の台所 財政課
66 市役所のスリム化（多治見の行政改革） 企画防災課
67 公務員ってどんな人？ 人事課
68 議会入門 議会事務局
69 多治見市の議会改革 議会事務局
70 図書館の使い方を知ろう 図書館
施設見学セミナー（現地での見学となります）
71 議場見学会 議会事務局
72 三の倉センター見学会 三の倉センター
73 再生可能エネルギー施設見学会 三の倉センター

環境課
74 市内大規模太陽光発電施設見学会 環境課
75 わたしたちの下水道（池田下水処理場見学会） 施設課
76 月見センター見学会 月見センター
77 産業文化センター見学会 産業文化センター
78 文化工房　ギャラリーヴォイス見学会 文化工房

ギャラリーヴォイス
79 美濃焼ミュージアム見学会 美濃焼ミュージアム
80 モザイクタイルミュージアム見学会 モザイクタイル

ミュージアム
81 地球村見学会 三の倉市民の里（地球村）
82 文化会館見学会 バロー文化ホール
83 まなびパークたじみ探検講座 ヤマカまなびパーク
84 図書館見学会 図書館
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