
STATION

主催／春日井市

参加
無料

春日井のまちのミ ライを市民の皆さんで話し合う 懇談会です春日井のまちのミ ライを市民の皆さんで話し合う 懇談会です

※中学校区ごとにグループに分かれて話し合います。

※日程や申込方法の詳細は、 ウラ面をご覧ください。

※中学校区ごとにグループに分かれて話し合います。

※日程や申込方法の詳細は、 ウラ面をご覧ください。

にに しませんか？？しませんか？

都市計画マスタープランン市計計市市市市市都 計都市計画マスタープラン

地域懇談会地域懇談会 参加参加

 春･井市は、平成31年度に、まちづくりの新しい指針となる

「春･井市都市計画マスタープラン」の策定を･指しています。

 「都市計画マスタープラン地域懇談会」では、計画の策定に向

けて、春･井のミライのイメージを市･の皆さんと･緒に共有

できればと考えています。

 春･井市は、平成31年度に、まちづくりの新しい指針となる

「春･井市都市計画マスタープラン」の策定を･指しています。

 「都市計画マスタープラン地域懇談会」では、計画の策定に向

けて、春･井のミライのイメージを市･の皆さんと･緒に共有

できればと考えています。

中学校区にお住まいの方

味美・ 西部・ 知多味美・ 西部・ 知多

11/10［ 土］ 午前

12/15［ 土］ 午前

西部ふれあいセンター（ 宮町）

と　き：

ところ：

第１回

第２回

中学校区にお住まいの方

柏原・ 鷹来・ 中部柏原・ 鷹来・ 中部

11/17［ 土］ 午後

12/16［ 日］ 午前

レディヤンかすがい（ 鳥居松町）

と　き：

ところ：

第１回

第２回

中学校区にお住まいの方

東部・ 南城・ 松原東部・ 南城・ 松原

11/17［ 土］ 午前

12/16［ 日］ 午後

グリーンパレス春日井（ 東野町）

と　き：

ところ：

第１回

第２回

中学校区にお住まいの方

坂下・ 高森台・ 石尾台
・ 藤山台・ 岩成台・ 高蔵寺
坂下・ 高森台・ 石尾台
・ 藤山台・ 岩成台・ 高蔵寺

11/10［ 土］ 午後

12/15［ 土］ 午後

グルッポふじとう（ 藤山台）

と　き：

ところ：

第１回

第２回

資料３



　 和気あいあいとした雰囲気の中で、 地域の魅力や今後のまちづく りに必要な取組など、

「 春日井のまちのミ ライ」 について参加者の皆さんで大いに話し合っていただきます。

　 集めた皆さんの思いは、 今後10 年、 20 年先を見据えた春日井市のまちづく りの指針と

なる新しい「 都市計画マスタープラン」 に反映していきます。

　 春日井のまちのミ ライ、 楽しみながらイメージしてみませんか？

都市計画マスタープラン地域懇談会

※開場は開始時間の30分前です。

※事前申込が必要です。申込⽅法は下記をご覧ください。
※各中学校区10名程度（先着順）を予定しています。

参加希望される地域
（お住まいの地域）

参加者数
※上記の⽅も含めた⼈数を
 記⼊してください。

ＮＯ. 名

10 月19 日[ 金] までにお申し込みく ださい

フリガナ

電話

ご記⼊いただいた個⼈情報は、「都市計画マスタープラン地域懇談会」の実施⽬的以外には使⽤いたしません。

住所  〒

年代

10代 ��20代�� 30代�� 40代�� 50代�� 60代�� 70代以上

電　　話１ 春･井市都市政策課（･曜〜･曜／8：30〜17：15） 0568-85-6264

toshisei@city.kasugai.lg.jp題名に『都市計画マスタープラン地域懇談会
参加申込』と⼊⼒し、本⽂に下欄の必要事項
を⼊⼒し、送信してください。 右記 QR コードからもお申込みメールを送信いただけます

はがき等に下欄の必要事項を記⼊し、
〒486-8686『春⽇井市都市政策課』
まで送付してください。

春⽇井市 ９階 都市政策課＜市役所＞まで
下欄の必要事項を記⼊し、この⽤紙をお持
ちください。

Ｅメール２

郵　　送３

Ｆ Ａ Ｘ 0568-85-0991 下記の必要事項を記⼊し、送信してください。５

直接持参４

都市計画マスタープランとは

ワークショ ップ１

まとめ

第１回のおさらい

ワークショ ップ２

まとめ

第１回の流れ

第２回の流れ

グループに分かれて、和気あいあいと

意見交換を行いましょう。

第１回では“ まちのイマ” について、

第２回では“ まちのミライ” について、

皆さんの思いを共有しましょう。

■ワークショ ップについて１

２

３

１

２

３

NO.

１

２

３

４

お住まいの地域

味美・ 西部・ 知多

中学校区にお住まいの方
西部ふれあいセンター

レディヤンかすがい

グリーンパレス春日井

グルッポふじとう
（ 高蔵寺まなびと交流センター）

中学校区にお住まいの方

中学校区にお住まいの方

中学校区にお住まいの方

柏原・ 鷹来・ 中部

東部・ 南城・ 松原

坂下・ 高森台・ 石尾台
・ 藤山台・ 岩成台・ 高蔵寺

会場 ･時

11 月10 日［ 土］ 午前10時 から

12 月15 日［ 土］ 午前10時 から

11 月17 日［ 土］ 午後 1 時30 分 から

12 月16 日［ 日］ 午前10時 から

11 月17 日［ 土］ 午前10時 から

12 月16 日［ 日］ 午後 1 時30 分 から

11 月10 日［ 土］ 午後 1 時30 分 から

12 月15 日［ 土］ 午後 1 時30 分 から

第２回

第１回

第２回

第１回

第２回

第１回

第２回

第１回

開催日時・ 会場 ～第１回、第２回の 　 　 　 　    をお願いします～両日参加
・ ・ ・ ・

都市計画マスタープラン地域懇談会 参加の申込方法は５通り


