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ガンバル、元気な商店街

勝川駅前通商店街にて、空き店舗活用事業を利用して出店した皆さん
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情報あ・ら・か・る・と

問い合わせ▶子ども政策課（☎85－6201）

父子家庭へ児童扶養手当を支給

市民病院の医療職員を募集

8月分から、生活の安定と自立の促進のため、父子家庭に児童扶養手当が支給されます。
※支給には手続きが必要です

○父母の離婚などで母がいない18歳以下(18歳到達年
度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳
未満)を監護し、かつ生計を同じくしている父

○現在、子ども福祉手当を認定されている父(子ども
福祉手当における児童扶養手当に相当する額の加
算は8月以降なくなる予定)

児童1人の場合……4万1720円～9850円(所得額による)
児童2人目……………………5000円加算
児童3人目以降1人につき…3000円加算

○8月1日(日)現在、支給要件に該当してい
る人が11月30日(火)までに手続きを行っ
た場合
  →8月分より支給
○経過措置期間内〈8月1日(日)から11月30日
(火)まで〉に支給要件に該当した人が11月
30日(火)までに手続きを行った場合
　→支給要件に該当した翌月分から支給
○上記以外の場合
　→手続きをした翌月分から支給

職　種 人員 受験資格 給料(月額) 試験

① 薬剤師 1人
昭和59年4月2日以降に生まれた
人で、免許を取得しているか平
成23年5月までに取得見込みの人

大卒
約20万4000円

1次試験…7月31日(土)
午前9時30分から、市
民病院で、教養・適性
試験、性格検査
2次試 験 …8月28日(土)
に、市民病院で面接試験

② 診療放射線技師 2人 大卒
約20万4000円
短大3卒
約19万2000円

③ 臨床検査技師 1人

④ 臨床工学技士 1人

⑤ 助産師・看護師
(平成22年10月1日採用) 5人程度 昭和35年10月2日以降に生まれた

人で、免許を取得している人
大卒
約23万1000円
短大3卒
約22万4000円
短大2卒
約21万8000円

8月7日(土)午前9時15分
から、市民病院で、性格
検査、面接試験⑥ 助産師・看護師

(平成23年4月1日採用) 50人程度
昭和36年4月2日以降に生まれた
人で、免許を取得しているか平
成23年5月までに取得見込みの人

※給料は平成22年4月1日現在の額で、地域手当などを含む。給料のほか、扶養、住居、通勤、期末・勤
勉などの手当を条件に応じて支給

※助産師・看護師で免許を取得済みの人は、履歴書に希望採用年月日を明記してください。助産師
・看護師は、9月にも採用試験を実施します。詳細は8月1日号の広報春日井でお知らせします
ホームページ　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/jimu/saiyo/shokuin/shokuin_index.html

申し込み▶①～④は7月23日(金)〈必着〉までに、⑤⑥は7月30日(金)〈必着〉までに、市販の履歴書、免許証の
写し、健康診断書(市民病院管理課、市民病院ホームページに用意)を直接(土・日曜日、祝休日
を除く)か郵送で、〒486－8510鷹来町1－1－1、春日井市民病院管理課(☎57－0046)へ　※卒業
見込みの人は免許証の写しの代わりに、卒業見込み証明書、成績証明書が必要。健康診断書は
学校で受けた最新のもので可

支 給 対 象 者

支給内容(月額)

支 給 開 始 月

※所得制限などがありますので、詳しくは問い合わせてください

平成23年4月1日採用の医療職員を募集します。　※⑤のみ平成22年10月1日採用
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問い合わせ▶消防総務課（☎85－6381）

問い合わせ▶保険医療年金課（☎85－6366）

後期高齢者医療制度のお知らせ

消防団員、募集してます

7月下旬に新しい保険証などを郵送
　新しい保険証を簡易書留郵便で郵送します。保険証が届い
たら必ず住所、氏名などを確認してください。また、現在「限
度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている人で、今年度
も世帯員全員が市民税非課税の人に、新しい減額認定証を普
通郵便で郵送します。
　新しい保険証などは8月から使用できます。古い保険証など
は各自で破棄するか、保険医療年金課か坂下出張所、東部市
民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンタ
ーに返却してください。

8月上旬に保険料額決定通知書を郵送
　6月30日までに後期高齢者医療の資格を取得した人に、平成22年度保険料額決定通知書を郵送します。
7月以降に資格を取得した人には、9月以降随時郵送します。

消防団員は特別職の公務員です。本業を持ちながら活動しているため、さまざまな業種の人がいて、新
たな交流の場にもなります。自分や家族が住むまちを自分たちで守ってみませんか。

入団資格▶市内在住か在勤で健康な18歳以上の人

消防団員の活動　
　団員は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という
精神に基づき、火事はもちろん、地震や風水害といっ
た災害が発生した時の警戒巡視や市民の避難誘導など
の活動を中心に、市民の生命や財産を守るために活躍
しています。
　また、市内の分団で競う消防団技術発表会や県内の
消防団で競う県消防操法大会などに出場し、技術を高
めています。

市の消防団
　昭和18年の市制施行前の勝川町、鳥居松村、篠木村、鷹来村と昭和33年に合併した高蔵寺町、坂下町
の各地域に1つづつ合計6つの分団があります。

　保険料の納め方は、年金から天引きされる特別徴収と金融機関などの窓口や口座振替で納める普通徴
収があります。なお、特別徴収となった人でも、申し出により納付方法を普通徴収（口座振替のみ）とす
ることができます。

○保険料率の改定○
　保険料率は2年度ごとに見直しされ、平成
22・23年度は、表の通り改定されました。

○保険料の納め方○

保険証の色が若草色から
青色に変わります

平成20 ･ 21年度
所得割率　 7.43％
均等割額 4万175円

平成22 ･ 23年度
所得割率　 7.85％
均等割額 4万1844円
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情報あ・ら・か・る・と

問い合わせ▶総務課（☎85－6129）

不法投棄をなくしましょう

情報公開・個人情報保護制度
市では、総合的な情報公開の推進と個人情報の適切な取り扱いに努めています。平成21年度情報公開・
個人情報保護制度の施行状況をお知らせします。

決定区分 件数

全部開示 64

一部開示 61

不開示 294

不存在 48

取下げ 2

　主な請求内容としては、
会議録303件、入札契約31
件、コミュニティ21件な
どです。公開率が27％と
低いのは、教育委員会に
おける不開示決定が多か
ったことによります。

決定区分 件数

全部開示 6

一部開示 12

不開示 0

不存在 13

取下げ 0

　市が保有する個人情報
に対する本人の開示請求
件数は27件です。一部開
示になった理由は、本人
以外の情報や法人情報が
あったためです。なお、
訂正請求、利用停止請求
はありませんでした。

※1つの請求で2種類の決定などがあるため、請求件数と決定件数が異なります。詳しくは市ホームペー
ジを見てください

請求件数　429件
公開率　　 27％（一部開示を含む）

請求件数　27件

情 報 公 開 個 人 情 報

　｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣には、不法投
棄をすると｢五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。｣とあります。不法投
棄は重大な犯罪です。不法投棄をすることはもちろん
いけませんが、不法投棄をさせないことも重要です。
そして、不法投棄をさせないためには、皆さんの監視
の目が大切です。

不法投棄は重大な｢犯罪｣です不法投棄は重大な｢犯罪｣です

もし不法投棄を発見したらもし不法投棄を発見したら

まずは未然防止をまずは未然防止を
　私有地にごみが投棄されると、土地の所有者や管理者が自らの責任で適正に処理することになります。
雑草の除去や枝払いをして、視界を広げるなど、投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう。
また、地域の皆さんで協力し合い、不審者や見かけない車両などに目を光らせていることが大切です。

近年、心無い人たちによる不法投棄が社会問題となっており、残念なことに市内においても各所で見
受けられます。違法に捨てられたごみは、街の景観を損なうばかりでなく、市民生活にも影響を及ぼ
す恐れがあります。きれいな街を守るため、みんなで不法投棄をなくしましょう。

　発見した日時や場所、投棄されている物の種類など
を清掃事業所（☎84－3211）かごみ減量推進課（☎85－
6222）まで通報してください。また、投棄している現
場を発見した場合は、投棄者や車両(車種やナンバー)
の特徴を警察署へ通報してください。

市内の不法投棄現場
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あなたが創る講座を募集

企画展「おののとうふう」

企画から
講師まで
企画から
講師まで

道風くんにチャレンジ！道風くんにチャレンジ！

道風くん修行場道風くん修行場

はじめてのふではじめてのふで

市では、市民の皆さんの多様な学びのニーズに応えるため、講座を企画し、講師として活躍してくれる
人を募集します。あなたの知識や技能、経験を生かして自由な発想で講座を企画し、「教える楽しみ」を
感じてみませんか。

募集する講座

内　容▶ ①子ども向け講座(中学生以下を
対象とするもの。保護者ととも
に受講するものも含む)②一般向
け講座(①以外のもの)

開講時期▶平成23年1月～3月　　　
講座回数▶2回まで　※1回につき2時間まで
開講場所▶ 東部市民センター、味美・高蔵

寺・南部・西部ふれあいセンター、
各公民館のいずれか1か所

講師料▶5000円　※交通費を含む

春日井で生まれたといわれる小野道風を、小学生にも分かりやすく、詳しく紹介する展覧会を開催しま
す。期間中毎日ワークシートで楽しく小野道風について学べます（小学生対象、中学生以上も参加可）。
参加者には道風くんシールをプレゼントします。

と　き▶7月16日(金)～9月5日(日)〈月曜休館〉午前9時～午後4時30分
観覧料▶ 一般100円、高校・大学生50円

道風くん修行場
と　き▶ 7月28日(水)・31日(土)午前10時～11時30分、午後1時30分～3時
内　容▶ 書家による書の実技指導(夏休みの課題も指導します)
対象・定員▶小学3～6年生・各40人(先着順)
持ち物▶書道用具

道風くんにチャレンジ！
と　き▶ 8月1日(日)午後1時30分～3時、8月3日(火)午前10時～11時30分
内　容▶ 小野道風は幼少のころ、うちわに字を書いて天皇に献上し、

その才能を認められたといいます。これにちなんで、うち
わに字を書いてみましょう。あなただけのオリジナル｢道風
くんうちわ｣が作れます

定　員▶各40人(先着順)
持ち物▶書道用具

はじめてのふで
と　き▶ 7月27日(火)午前10時～11時30分、午後1時30分～3時
内　容▶ 筆の持ち方など、書の基本を書家から学ぶ
対象・定員▶幼児～小学2年生・各15人(先着順)

ところ・申し込み

いずれも7月6日(火)
から、道風記念館
(☎82－6110)へ

ワークショップ
もあるよ

募集期間▶7月1日(木)～30日(金)
応募資格▶ 応募時点で、生涯学習情報サイト「まなびゃ

選科」(http://kasugai.manabi365.net/)に登録
がある人・団体

採用件数▶①②各10件程度
審査方法▶ 1次…書類審査、2次…市民投票(予定)
申し込み▶ 7月30日(金)〈必着〉までに、企画書(生涯学

習課、市ホームページ、市役所情報コーナ
ー、東部市民センター、各公民館、各ふれ
あいセンターに用意)に必要事項を記入し
て、直接か郵送、Eメールで、〒486－8686春
日井市役所生涯学習課(☎85－6446、Eメール
syogaigk@city.kasugai.lg.jp)へ


