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写真で見る春日井2009
地球のためにわたしたちができること
償却資産の申告をお願いします
Photo ホット ほっと

各種お知らせ
まちの伝言板など
緊急医など

10
16
17

年末・年始のお知らせ（P18～19）

年末・年始の市役所
年末・年始のごみと資源などの収集

勝川小学校創立100周年を記念して全校児童約770人が全長151メートルのバース
デイケーキづくりに挑戦。1年生から6年生までの縦割り班になって約1時間かけて作ら
れたケーキは、「ハッピーバースデイ」を歌った後切り分けられ、児童が食べたほか、地域
の人たちや保護者など2000人にも配られました。
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１ 2 3

消防出初式（1/10）

子ども環境シンポジウム（1/24）

春日井フットサルフェスタ（2/15）

今年の主な出来事

成人式（1/12）

11日　新春春日井マラソン

山王子どもの家・鷹来子どもの家開設（3/29）

22日　文化財防火訓練
30日　レジ袋削減に関する
　　　協定締結

今年も残すところあとわずがです。さま
ざまなことがあったこの１年のできごと
を写真で振り返ります。

月 月月

6～7日 かすがい発見ビジネス
          フォーラム
17～22日 自分史フェスタ

26日 産業振興アクションプラン・
         キックオフフォーラム
　　　

7日　かすがいDO!スポーツ
　     フェスタ
20日　スポーツ賞表彰式

27～28日　全国高等学校剣道選抜
               大会
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月

2009
サクラが満開の落合公園

ウォーク大会（4/29）

わいわいカーニバル（5/17）

かすがいエコライフフェア（6/12～13） 市民体育大会総合開会式（6/21）

内津文化財祭（5/10）

4 5 6
2日　勝川北部保育園開園

1日　市内17事業者47店舗で
　　  レジ袋有料化

4～5日　サボテンフェア
26日　ささえ愛センターまつり 月 月

3～5日　植物園まつり
19日　かすがい熟年大学開
　　　講
24日　レクリエーション
　　　スポーツ大会

1日　市制66周年記念式典
27日　全国ジュニア選抜車椅
　　　子バスケットボール大
　　　会in愛知
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7 8 9
21日　都市対抗野球大会に春日井市代表
　　　　 として王子製紙硬式野球部が出場

市民納涼まつり（7/25）

納涼まつり（7/25）

道風くん着ぐるみ

総合防災訓練（8/23）

篠木小学校校庭芝生化の芝生開き（9/1）
健康救急フェスティバル（9/6）

都市対抗野球大会の
東京ドームでの応援や
春日井まつりなど、
さまざまなイベントで
活躍しました。

22日　災害における支援協力
　     に関する協定締結

月 月月

松村亜矢子さんにかすがい「人・夢創
り」文化スポーツ大使を委嘱（7/4）

15～23日　市民美術展覧会17日～
9月6日　企画展「おののとうふう」

26日　子ども安全アカデミー

27日　牛山子どもの家・西山
　　　子どもの家開設

19日　市民環境フォーラム
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かすがいシティバス発車式（10/1）

ハニワまつり（10/24）

公立春日井小牧看護専門学校戴帽式（11/6）

JR中央本線上り線高架化完成記念乗車会（11/23）

10 11 12
1日　児童虐待防止シンポジ
　　 ウム

5日　県市町村対抗駅伝競走大会
6日　市民第九演奏会
12日　レディヤン祭
26日　V・プレミアリーグ
　　　男子春日井大会

12日　わくわく体験！Active 
         Sports 

春日井まつり（10/17～18）

31日～
11月8日　道風展

レディ・オブ・ザ・レイクと
ケローナ・プリンセス

カナダのケローナ市から
青年大使として春日井まつり

に参加しました。

月月 月

21日　げんきっ子会議
21日　春日井シンポジウム
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人間の活動には、地球温暖化を促し、気候の変動や動植物の育成に深刻な影響を与えるなどの指摘がされて
います。これに対し、実施可能な対策を推し進めることで、環境への影響を減らすことができるとも言われ
ています。来年は国連が定める「国際生物多様性年」であり、10月に生物多様性条約第10回締約国会議（Ｃ
ＯＰ10）が名古屋市で開催されます。地球環境をこれ以上悪化させないためにも、わたしたちができること
をよく考え一つ一つ取り組みを進めましょう。

台所では

【冷蔵庫の詰め込みすぎに注意】
　冷蔵庫は詰め込み過ぎると
冷気の流れが悪くなり電気が
余計にかかります。整理整頓
や、開閉時間を短くすること
で省エネになります。

【食器洗い機はまとめて】
　食器洗い機は朝夕まとめて
洗うと節水になります。洗っ
た後も扉を開けて余熱で乾か
せばさらに省エネになります。

風呂、洗面所では

【タオルで髪をよくふこう】
　ドライヤーの消費電力は
大きいため、使う前には、
タオルでよく水分をふき取
りましょう。

【トイレのふたを閉めよう】
　温水洗浄便座の場合は、
使わない時には、ふたを閉
めておくと放熱を防ぎ、余
分な電気を使わないことに
なります。

【テレビを消しましょう】
　見ないときには小まめ
に消しましょう。また、
必要以上に明るくしない、
音量を大きくしないこと
も省エネになります。

【待機電力カットで節電】
　テレビやＤＶＤレコーダー
などは寝るときや外出時に主
電源を切りましょう。長時間
使わないときはコンセントか
らプラグを抜きましょう。

【パソコンを切りましょう】
　パソコンのスクリーンセーバーは意外
と電力を消費します。ディスプレーの電
源を切るか、スリープモードを活用しま
しょう。また、使わないときは、周辺機
器も合わせて電源を切りましょう。

東部市民センター東部市民センター東部市民センター

　今年の夏、市では市内10か所の公共施設に緑のカーテンを設置し
ました。8月から9月に緑のカーテンの外側と内側で気温差を測った
ところ、最大で約10℃の気温差がありました。
　緑のカーテンには、日差しを遮り、壁や地面の表面温度を抑えたり、
葉からの蒸散作用で空気の温度を下げたりするなどの効果があるた
め、設置しないときと比べて室内温度を下げることができます。
　使用する植物や設置場所の状況にもよりますが、設置準備は3月
～4月ごろに始めます。来年は、皆さんも家庭で作ってみてはいか
がでしょう。

居間では

ギフチョウ〈絶滅危惧（きぐ）種〉

市民協働による土壌動物の調査

COP10COP10
平成22年10月11日から名古屋市で開
催。生物多様性を守るため、たくさ
んの国々が集まり話し合います。

（生物多様性条約第10回締約国会議）（生物多様性条約第10回締約国会議）
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問い合わせ▶環境政策課（☎85－6216）、環境保全課（☎85－6279）

　地球環境を守るために、わたし
たち一人一人が問題意識を持って、
環境にやさしい生活を考える必要
があるんだね！

東部市民センター

　わたしたちの周りには、人間だけではなく動物
や植物などいろいろな種類の生き物が一緒に暮ら
しています。このように、たくさんの生き物がつ
ながりあって生きていることを「生物多様性」とい
います。わたしたちのくらしに必要な食べ物、医
薬品、服や木材などは、生物多様性の恵みに支え
られています。

ギフチョウ〈絶滅危惧（きぐ）種〉ギフチョウ〈絶滅危惧（きぐ）種〉ギフチョウ〈絶滅危惧（きぐ）種〉

し

市民協働による土壌動物の調査市民協働による土壌動物の調査市民協働による土壌動物の調査

　市では自然環境の保全活動の一つとして、地域
の動植物の調査を行っています。調査の一部は、
市民公募の自然環境保全活動推進員と協働で実施
しています。
　身近な生き物の存在に気付き自然を大切にする
ことや、衣・食・住を通して生き物とのつながり
を意識して生活してみましょう。

　しかし、わたしたち人間の活動によって地球温
暖化などが進み、たくさんの生き物が生きていく
ことができなくなっています。
　数が少なくなっているといわれるギフチョウや
シデゴブシを、市内ではまだ見ることができます
が、環境保全を進めることなしにこれらの絶滅を
食い止めることはできません。

COP10COP10COP10COP10COP10
平成22年10月11日から名古屋市で開平成22年10月11日から名古屋市で開
催。生物多様性を守るため、たくさ催。生物多様性を守るため、たくさ
んの国々が集まり話し合います。んの国々が集まり話し合います。

平成22年10月11日から名古屋市で開
催。生物多様性を守るため、たくさ
んの国々が集まり話し合います。

（生物多様性条約第10回締約国会議）（生物多様性条約第10回締約国会議）（生物多様性条約第10回締約国会議）（生物多様性条約第10回締約国会議）（生物多様性条約第10回締約国会議）

書のまち春日井マスコット
「道風くん」

7広報春日井12月15日号



工場･商店などの経営やアパート･駐車場の貸し付けをしている法人や個人が、事業用に所有している構築物、
機械、備品などの固定資産を償却資産といい、土地や家屋と同様に固定資産税がかかります。平成22年1月
1日現在、市内に事業用の資産を所有している人は償却資産の申告が必要となりますので、2月1日（月）まで
に申告してください。　※12月中に申告書が届かない人は、資産税課まで連絡してください

問い合わせ▶資産税課（☎85－6101）

（例）アパートの償却資産…次のようなものが償却資産として申告が必要です。　※家屋は別途課税されます

　市では、全事業所を対象に申告内容が適正かどうかの調査を実施しています。申告している人だけでなく、
未申告の人にも実地調査を行うことがありますので、協力してください。

■ 実地調査について

　貸しビル、貸店舗などのテナントの人が平成16年4月1日以降に事業用として取り付けた内装（内外壁、天
井など）や設備（電気、ガス、給排水設備など）は、その人の償却資産として課税されますので、必ず申告し
てください。

■ 貸店舗などのテナントに課税される場合

■ 償却資産の具体例

内　　　容種　　　類

構築物

建物附属設備

機械･装置

車両･運搬具

工具･器具･備品

駐車場舗装、門、塀、看板、浄化槽など

受変電設備、事業用電気・給排水設備など

各種製造設備、工作機械、建設機械など

フォークリフト、大型特殊自動車など

パソコン、コピー機、ルームエアコンなど

償却資産の申告をお願いします償却資産の申告をお願いします償却資産の申告をお願いします
事業主、アパート経営者の皆さんへ事業主、アパート経営者の皆さんへ事業主、アパート経営者の皆さんへ

外灯外灯外灯

カラータイル舗装カラータイル舗装カラータイル舗装エアコンエアコンエアコン

側溝側溝側溝

フェンスフェンスフェンス

ごみ置場ごみ置場ごみ置場

プロパン庫プロパン庫プロパン庫自転車置場自転車置場自転車置場

コンクリート舗装コンクリート舗装コンクリート舗装

アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装

浄化槽浄化槽浄化槽

門、アーチ、看板門、アーチ、看板門、アーチ、看板

植え込み（花壇植え込み（花壇）植え込み（花壇）

ブロック塀ブロック塀ブロック塀

○○ストア
●●●●

●●●●●●

8 広報春日井12月15日号



11/8
㊐

はつらつ
女子学生剣士 一本
（総合体育館）

11/19
㊍

ビジネスマッチングで
ジャパンスター賞を受賞
（市役所）

　優れたパッケージとその技術を開発普及す
ることを目的に実施されている日本パッケー
ジコンテストで最高賞のジャパンスター賞（経
済産業大臣賞）を、中津川包装工業㈱と愛知㈱
が受賞し、両社の社長が報告に訪れ、受賞の
喜びを伝えました。受
賞商品名は「輸出用イ
スの40脚包装」。毎年2
月に行われる「かすが
い発見！ビジネスフォ
ーラム」がきっかけで
開発に至り、海外輸出
用のイスを従来の約3
倍運べるようになり、
物流コストとＣＯ₂の削
減につながったことが
評価されました。

受賞商品の「輸出用
イスの 40 脚包装」

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）やＤＶ
に対する意識、子どもたちへの影響について、
中部大学の教職課程の学生たちがＤＶセミナー
を受講しました。また、恋人の間で起こる「デー
トＤＶ」についても、身近なところにＤＶの芽は
潜んでいることを実感していました。

11/18
㊌

ＤＶを学ぶ
（中部大学）

　女子学生剣道の団体日本一を決める全日本女
子学生剣道優勝大会が、今年から会場を県武道
館から総合体育館に移して行われ、全国各地区
の予選を勝ち抜いた精鋭56大学の剣士が一堂に
会しました。
　会場内には気迫あふれる女性剣士たちの気合
いが響き渡り、剣道ファンは熱い戦いに一喜一
憂していました。

中津川包装工業㈱大辻誠・代表取締役社長（左）と愛知
㈱島本迪彦・代表取締役社長（右）
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