
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 ー多治見市情報公開条例第25条に基づく公表ー

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 産業観光課多治見市観光協会

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
（平成30年４月１日現在）

市の補助金及び交付金の額が当該補助金等に係る事業費の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28年度）

平成29年度の多治見市是正請求手続条例に基づく是正請求手続制度の運用状況です。

(１) 非公開情報を公開したことに関する是正請求 
処理内容 ： 一部認容・一部棄却

(２) 後期地区懇談会の復活に関する是正請求 
処理内容 ： 棄却

(３) 市道認定に関する是正請求 
処理内容 ： 棄却

(４) 公文書公開に関する是正請求 
処理内容 ： 一部認容・一部棄却

(５) 是正請求制度に関する是正請求 
処理内容 ： 棄却

(６) ２項道路認定に関する是正請求 
処理内容 ： 棄却

(7) 地域課題等に対する意見交換会に関する是正請求
処理内容 ： 審査中

(8) 地域課題等に対する意見交換会の会議録である「地域回覧」に関する是正請求
処理内容 ： 審査中

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
（平成30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

是正請求制度運用状況
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 9 件
全部開示 8件
一部開示 ０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 2回

平成29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)
・基幹系システムネットワークへの保守サービ
ス業者との遠隔保守支援システム(情報課)
・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)

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 15件
部分公開 60件

公開しなかった件数
非公開 5件
取下げ 6件

是正請求状況 ０件
是正請求処置状況 ０件

平成29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

是正請求件数 2件 ※⑴～⑹は平成28年度請求の継続審査案件
請求事案および結果

※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

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28年度）
補助対象者 担当課

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
学校法人トキワ学園
学校法人大和学園
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
宗教法人保寿院
第22区、第23区、第28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
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
株式会社ＹＵＫＡＩＧＯ
株式会社ヒューマンラップ
株式会社フロンティアの介護
市之倉陶磁器工業協同組合

産業観光課

高田陶磁器工業協同組合
廿原環境保全組合
笠原町商工会
岐阜県陶磁器工業協同組合連合会
こけいざん森の家
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
多治見三郷活性協議会
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
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
上村陶磁器株式会社
有限会社廿原ええのお
東濃鉄道株式会社 都市政策課
多治見住吉土地区画整理組合

市街地整備課多治見駅南地区再開発準備組合
有限責任事業組合キメラ
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

環境課株式会社ウェルエナジー
村瀬商事有限会社
岐阜県立多治見高等学校第 89回選抜甲子園出
場後援会

文化スポーツ課公益社団法人多治見市文化振興事業団
多治見国際交流協会
多治見市体育協会
タイルマンを造る会

くらし人権課滝呂の町に陶の匂いを復活させる会
小滝町内会
第２区
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
多治見市青少年まちづくり市民会議 教育推進課多治見市中学校体育連盟
宗教法人永泉寺 文化財保護センター
多治見市消防団 消防総務課

「くらし」「イベント」「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

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 下水道課

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

※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

 総務課　河
こう
野
の
（な）　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

補助対象者 担当課
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

福祉課ダウン症児の家族の会ｃｈｅｅｒ
フェアリーミュージシャン
学校法人大森学園

子ども支援
課

学校法人川合学園
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
学校法人本郷学園
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
宗教法人保寿院
坂上児童館母親クラブ
大原児童館母親クラブリトルオアシス
笠原児童館母親クラブＳＫＹ
滝呂児童センター母親クラブタイニー
タット
中央児童館母親クラブ
根本交流センター母親クラブねもとマ
マーズクラブ
南姫児童センター母親クラブピッカブー
脇之島児童センター母親ほほえみクラブ
有限会社ひまわり
市之倉第１松寿会、第２松寿会、第３松寿会

高齢福祉課

上原第三長寿会
音羽区第一喜和会、第二喜和会
笠原町常磐会第1老人会、第2老人会
川北長生会
北栄クラブ長寿会
北丘会
公益社団法人多治見市シルバー人材セ
ンター
神戸区楠クラブ第１、第２、第３、第４
栄区第一老人クラブ、第二老人クラブ
シニアクラブＴ・Ｇ・Ｍ
むつみ会
市之倉１丁目第２町内会
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12区、第13区、第14区、第16区、
第18区、第19区、第20区、第22区、第24
区、第26区、第27区、第28区、第29区、
第31区、第32区、第33区、第34区、第35
区、第38区、第39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２区卯の花会
第二多喜老クラブ

補助対象者 担当課
姫町２丁目第１町内会

くらし人権
課

虎渓山町第３公民館
平井町公民館
多治見市区長会
多治見市人権擁護委員連絡会
タイルマンを造る会
滝呂の町に陶の匂いを復活させる会
３６区第３町内会

三の倉
センター

赤坂町町内会
市之倉町６丁目町内会
旭ヶ丘第一町内会
小名田町町内会
国京第１町内会
幸町第２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
多治見市口腔保健協議会
一般社団法人多治見市歯科医師会
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
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
多治見市立市之倉小学校　学校運営
協議会
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

センター宗教法人永泉寺
一般財団法人池田町屋公民館
多治見市消防団 消防総務課

補助対象者 担当課
滝呂台愛友会

高齢福祉課

松坂第５・６・７町内会
南ケ丘町内会
明和町第３町内会
向島区第一寿会、第二寿会
富士区鶴亀会第一、第二
陶都福寿会
西ケ平長寿会
結びの会
多治見市悠光クラブ連合会
多治見市民生児童委員協議会
社会福祉法人サンライフ
株式会社ＹＵＫＡＩＧＯ
株式会社ヒューマンラップ
株式会社快ＧＯ　ＴＯＫＡＩ
株式会社フロンティアの介護
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
北小木資源保全管理組合
高田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
多治見三郷活性協議会
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
上村陶磁器株式会社
有限会社亜幸
有限会社ダイマツ建設
有限会社ファーストホケン事務所
有限会社協成プロセス
有限会社ケー・ケー設計
やきもの教室杜の土　滞在型作陶施設
ＨＯ－ＣＡ
東濃鉄道株式会社 都市政策課
多治見住吉土地区画整理組合 市街地

整備課多治見駅南地区再開発準備組合
中部電気サービス株式会社 下水道課
多治見市体育協会

文化
スポーツ課多治見国際交流協会

多治見市スポーツ少年団
第２区、第21区、第42区

くらし人権
課

元町２・３丁目町内会
大䉤町第２町内会、第３町内会、第４町
内会、第５町内会
高田町２丁目町内会、５丁目町内会、６丁
目町内会
虎渓山町第１・第２町内会
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