
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 (多治見市情報公開条例第 25 条に基づく公表) 

 

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（令和３年４月１日現在） 

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 一般社団法人多治見市観光協会 

公益財団法人セラミックパーク美濃 

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 環境課 

 

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（令和３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

柳
やぎ

 

産業観光課 公益社団法人美濃陶芸協会 

陶都森林組合 

 

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（令和元年度） 

補助対象者 担当課 

第 22 区、第 23 区、第 29 区、第 34 区 第 39 区 
企画防災課 

滝呂台グリーンビレッジ自治会 

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 

社会福祉法人浩養会 

社会福祉法人サン・ビジョン 

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 

社会福祉法人村の木清福会 

第 2 区、第 22 区、第 23 区、第 26 区、第 28 区、第 29 区、第

34 区、第 39 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 

松坂町第５・６・７町内会 

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 

杉浦製陶株式会社 

産業観光課 

株式会社千窯 

多治見まちづくり株式会社 

多治見まつり実行委員会 

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 

多治見市美濃焼タイル振興協議会 

多治見市美濃焼振興協会 

多治見商工会議所 

笠原町商工会 

廿原環境保全組合 

オリベステーションたじみ観光イベント実行委員会 



岐阜県陶磁器工業協同組合連合会 

市之倉陶磁器工業協同組合 

多治見陶器まつり実行委員会 

第 26 区 

都市政策課 
東濃鉄道株式会社 

12 丁目滝呂台自治会 

滝呂台グリーンビレッジ自治会 

多治見駅南地区市街地再開発組合  市街地整備課 

東濃地区交通安全協会 道路河川課 

株式会社織部 上下水道課 

ヤマカ興産株式会社 環境課 

公益財団法人多治見市文化振興事業団 

文化スポーツ課 

第 26 区 

滝呂台グリーンビレッジ自治会 

多治見国際交流協会 

多治見市体育協会 

第 2 区、第 22 区、第 34 区 

くらし人権課 

明和町第三町内会 

12 丁目滝呂台自治会 

小滝町内会 

松坂町第 5･6･7 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 

多治見市薬剤師会 

岐阜県農業協同組合中央会 教育総務課 

公益社団法人多治見市文化振興事業団 

教育推進課 
特定非営利活動法人つちびと 

株式会社ハリカ多治見 

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 

多治見市消防団 消防総務課 

※補助対象者及び担当課は、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（令和元年度） 

補助対象者 担当課 

第 4 区、第 29 区、第 34 区、第 39 区 

企画防災課 

東濃防災工業株式会社 

サンケイ吉野株式会社 

滝呂台グリーンビレッジ自治会 

長瀬町内会自主防災会 

平野町 3・4 丁目自主防災会 

平野町 2 丁目自主防災会 

星ケ台 2 丁目自主防災会 

松坂町第１町内会自主防災隊 

明和町第一町内会 

元町 1・2 丁目自主防災隊 

元町４丁目町内会 

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 

発達しょうがい児子育てシェア会 

学校法人トキワ学園 

子ども支援課 

学校法人荻須学園 

学校法人大森学園 

学校法人大和学園 

学校法人田中学園 

学校法人馬場学園 



学校法人姫治学園 

学校法人名古屋合唱団 

学校法人溪泉学園 

社会福祉法人サン・ビジョン 

社会福祉法人育誠会 

社会福祉法人浩養会 

社会福祉法人前畑育英会 

社会福祉法人村の木清福会 

社会福祉法人多治見市社会福祉協議会 

共栄母親クラブ 

大原児童館母親クラブ リトルオアシス 

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 

本土児童館 母親クラブ りらっくすまま 

旭ヶ丘児童センター エンジョイマミー 

国京第三町内自治会 

高齢福祉課 

白山みどり町内会 

松坂町第５・６・７町内会 

下沢第２町内会 

19 区シニアサロン 

北栄クラブ長寿会 

多治見市民生児童委員協議会 

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 13 区、第 14 区、第 15

区、第 16 区、第 18 区、第 19 区、第 22 区、第 24 区、第 25 区、

第 26 区、第 28 区、第 29 区、第 30 区、第 31 区、第 32 区、第

33 区、第 34 区、第 36 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 50 区 

有限会社カワイ 産業観光課 



有限会社今井モータース 

トーコー・ジーエス株式会社 

有限会社大カンパニー 

加藤手袋株式会社 

株式会社イトウ 

株式会社カネセ野田 

株式会社カネ水水野絵具製造所 

株式会社華柳 

株式会社千窯 

丸登陶器有限会社 

生田鋼材株式会社 

多治見まちづくり株式会社 

中川水系集落 

多治見市農業再生協議会 

多治見市美濃焼タイル振興協議会 

多治見市美濃焼振興協会 

廿原環境保全組合 

オリベステーションたじみ観光イベント実行委員会 

笠原陶磁器工業協同組合 

根本環境保全組合 

市之倉陶磁器工業協同組合 

大薮第５農・水・環を守る会 

東濃鉄道株式会社 都市政策課 

多治見駅南地区市街地再開発組合 市街地整備課 

株式会社織部 緑化公園課 

公益財団法人多治見市文化振興事業団 

文化スポーツ課 
第 26 区 

滝呂台グリーンビレッジ自治会 

多治見国際交流協会 



多治見市スポーツ少年団 

多治見市体育協会 

ねんりんピック岐阜 2020 多治見市実行委員会 

第２区、第３区、第 19 区、第 40 区、第 42 区 

くらし人権課 

特定非営利活動法人多治見西浦伝承会 

12 丁目滝呂台自治会 

第 2 松風台町内会 

平井町第１第２第３町内会連合会 

大薮町第 2 町内会 

大薮町第３町内会 

大薮町第４町内会 

大薮町第５町内会 

虎渓山町第一第二町内会 

虎渓山町第３公民館 

姫町 2 丁目第１町内会 

元町 2・3 丁目町内会 

多治見市区長会 

多治見市人権擁護委員連絡会 

第１区 

三の倉センター 

明和町町内会２B ２-12 班 

松坂町第２町内会 

幸町第三町内会 

下沢第２町内会 

長瀬町町内会 

南ヶ丘町内会 

虎渓山町第三町内会 

グリーンビュー管理組合 

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 



一般社団法人多治見市歯科医師会 

多治見市口腔保健協議会 

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 

多治見市立平和中学校 

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 

公益財団法人多治見市文化振興事業団 

特定非営利活動法人つちびと 

株式会社ハリカ多治見 

多治見市子ども会連合会 

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 

教育検討委員会 教育研究所 



宗教法人永泉寺 
文化財保護セン

ター 
宗教法人永保寺 

大薮シダレザクラ保存会 

多治見市消防団 消防総務課 

※補助対象者及び担当課は、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 

 

問い合わせ 総務課 山本 電話（２２）１１１１ 内線１４３７ 

※補助金の内容などは各担当課に問い合わせてください 


