
広報春日井 令和 ３年５月号広報春日井 令和 ３年５月号 1010
■ 市ホームページ

時 5月26日(水)午後2時～ 4時
場 味美ふれあいセンター
内 高齢者・障がい者権利擁護センターと(一社)コ

スモス成年後見サポートセンターの職員が成年
後見制度に関する相談に応じる

成年後見制度出張相談会
高齢者・障がい者権利擁護センター (☎82－9232)

◆教育委員会定例会
教育総務課(☎85－6436)
時 5月27日(木)午後1時30分から
場 市役所教育委員会室　　定 10人(先着順)
申 当日午後1時から、教育総務課へ

◆選挙管理委員会
総務課(☎85－6071)
時 6月1日(火)午前9時から　※審議内容により、

非公開とする場合あり
場 市役所行政委員会室　　定 5人(先着順) 

会議の公開

　春日井で育っていく新生児の皆さんに、書家が揮
ごうした命名紙が入った写真立てをプレゼントしま
す。(出生後約3か月で自宅に郵送)
対 令和3年4月1日以降に生まれ、最初の住民登録

を春日井で行った新生児

新生児向け命名紙入り写真立てプレゼント
文化・生涯学習課(☎85－6079)

　市税等滞納整理月間に合わせ、納税相談の窓口を
開設します。
時 5月9日(日)・23日(日)・30日(日)午前9時～午後

4時(正午～ 1時を除く)

5月は市税等滞納整理月間
収納課(☎85－6111)

クリーン大作戦は、地域の道路や公園などの清掃
を各区・町内会・自治会などの協力で行っています。
時 5月30日(日)午前8時～ 10時(小雨決行)　

 ※区・町内会・自治会によっては別の日時に実施
する場合あり。詳しくは、各町内会などに確認
してください。

場 市内全域
ごみの出し方：各区・町内会・自治会で事前に決

められた場所に出してください。燃やせるごみ
はクリーン大作戦用ごみ袋に、燃やせないごみ、
汚泥はそれぞれ別々の土のう袋に入れてくださ
い。また、家庭ごみや事業系ごみ、粗大ごみは
出さないでください。

※ 参加する場合、手洗いやマスクの着用など新型
コロナウイルス感染防止に協力してください。

春季かすがいクリーン大作戦
ごみ減量推進課(☎85－6226)

　家庭で不用になった乾電池や水銀体温計を回収し
ます。ごみとは別の透明か半透明の袋に入れて、回
収日の午前8時までに、ごみステーションに出して
ください。
回収日：燃やせるごみの収集日が①水・土曜日の地

区 …6月2日(水)② 月・ 木 曜 日 の 地 区 …6月3日
(木)③火・金曜日の地区…6月4日(金)

使用済み乾電池と水銀体温計の回収
清掃事業所(☎84－3211)

※ 開催しない場合や日程が変更になる場合あり
場 市役所全員協議会室　　定 5人(抽選)
※ 傍聴を希望する人は、当日午前8時30分～8時45分

に議会事務局へ

市議会常任委員会・委員協議会
議事課(☎85－6492)

委員会・協議会 日時

文教経済委員会・委員協議会 5月31日(月)午前9時から

厚生委員会・委員協議会 6月2日(水)午前9時から

建設委員会・委員協議会 6月3日(木)午前9時から

総務委員会・委員協議会 6月4日(金)午前9時から

　4月1日に王子町から移転し、児童発達支援セン
ターの他、生活介護や第一号通所事業を実施するこ
とで、子どもと障がいのある人、高齢者の共生型施
設となりました。
場 中切町3－3－9

第一希望の家が移転
第一希望の家(☎84－4343)

　高齢者の孤立死防止等を図り、地域の見守り体制
の推進を目的に、緊急時に親族等に連絡できるよう
緊急連絡先などをあらかじめ市に登録することがで
きますので、希望する人は連絡してください。なお、
70歳以上で民生委員による｢地域の実情把握調査｣
に協力している人は登録されています。
対 65歳以上のひとり暮らし高齢者

ひとり暮らし高齢者登録制度
地域福祉課(☎85－6228)

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施時期や方法、会場などを変更する場合が
　  あります。詳しくは、ホームページを確認するか主催者、各施設に問い合わせてください。
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　春日井市と一宮市で、県内では初となる水質検査
の相互協力に関する協定を締結しました。この協定締
結により、緊急事態発生時に水質検査が行えなくなっ
た場合、水質検査の相互協力を行うことができます。
詳しくは、市ホームページを見てください。

一宮市と水質検査の相互協力に関する協定を締結
配水管理事務所(☎81－7157)

対 イノシシなどの農作物被害の防止に取り組むた
め、所有権など耕作権限がある田畑に、電気柵や、
防鳥ネットなどの設置をする人

補助額：資材費の2分の1(1000円未満切り捨て)で、
10 万円を上限。1農家世帯につき、年度内1回限り
※事前確認が必要

鳥獣被害防止のための電気柵などの資材費補助
農政課(☎85－6236)

　新型コロナウイルス感染症対策として、製造業・
物流業が実施する設備投資を促進するため、対象期
間中の設備投資について助成します。
対 償却資産(第2種機械及び装置)の設備投資を行う

中小企業者の製造業・物流業　※令和2年度の本
助成金交付決定者は対象外

交 付 申 請 受 付 期 間： 令和4年3月31日(木)ま で　
※対象事業の着手30日前〈令和3年6月30日(水)
までに着手するものは令和3年6月30日〉まで

設備投資対象期間：令和3年4月1日(木) ～令和4年12月
31日(土）

助成金：固定資産に係る評価額の2割(上限100万円)
助成対象投資金額：100万円以上

設備投資特別促進事業助成金
企業活動支援課(☎85－6247)

　新型コロナウイルス感染症対策として、中小事業
者等の環境変化に対応する新製品の販売や新規事業
の展開に係る費用の一部を補助します。
申請受付期間：6月1日(火) ～ 30日(水）
補助金：対象経費の5割(上限50万円)　※補助金交

付申請額の総額が予算を超える場合、補助の割
合や上限額を引き下げることがあります。

新製品・新規事業支援事業補助金
春日井商工会議所(☎81－4141)

　県教育委員会では、乳幼児期(0歳以上)から来年
度に新1年生になる子ども(6歳以下)までと、その
保護者を対象とした早期教育相談を実施します。子
育てで気になることのある人、就学などについて相
談したい人は気軽に相談してください。
時 7月27日(火)・28日(水)午前10時～午後4時
場 ささえ愛センター
申 所定の申込用紙(学校教育課、市内保育園・幼稚

園に用意)に記入の上、直接、学校教育課へ

早期教育相談(予約制)
教育研究所(☎33－1114)

　人権擁護委員制度の周知と人権思想の普及に努め
るために、特設相談所を開設します。人権を巡る問
題で悩んでいる人は、気軽に相談してください。
時 6月1日(火)午前10時～午後4時(正午～ 1時を除く)

6月1日は｢人権擁護委員の日｣
市民相談コーナー (☎85－6620)

　県教育委員会では、来年度に小・中学校、高等
学校入学予定で、障がいを有する可能性があると
思われる子どもとその保護者を対象に説明会など
を実施します。

学校 とき
春日台特別支援学校
(春日井市神屋町)
☎41－8751

【小学部】6月10日(木)
【中学部】6月10日(木)
【高等部】5月18日(火)

瀬戸つばき特別支援学校
(瀬戸市南山口町)
☎0561－56－0950

【小学部】5月20日(木)
【中学部】6月11日(金)
【高等部】5月18日(火)

小牧特別支援学校
(小牧市久保一色)☎73－7661

【小学部】9月8日(水)
【高等部】6月3日(木)

千種聾学校(名古屋市千種区)
☎052－711－4121 【小学部】5月11日(火)

名古屋聾学校(名古屋市千種区)
☎052－762－6846

【中学部】6月17日(木)
【高等部】6月16日(水)

問い合わせ：各学校へ直接問い合わせてください。

特別支援学校 説明会
教育研究所(☎33－1114)

対 市内において、主に市に居住する児童またはその
保護者を支援する次のいずれかの事業を行う団体

事 業：○親子の交流する場の提供○子育てなどに関
する相談、子育て情報の提供○託児○食事と居
場所の提供○不登校または引きこもりなどに関
する相談、居場所の提供

補助額：事業に必要な経費(1000円未満の端数切り
捨て)○今年度新たに設立する団体…10万円を
上限○それ以外…3万円を上限

申 6月30日(水)までに、子ども政策課へ

子ども・子育て支援団体への助成
　　 子ども政策課(☎85－6206) ID:1002490
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　12月5日(日)に市民会館で開催する市民第九演奏
会の出演者を募集します。
講 井村誠貴、松下伸也、西畑佳澄
説明会：5月29日(土)午後6時30分から市民会館で開催
練 習：7月4日(日)から、毎週日曜日午後6時30分

～ 8時30分に総合福祉センターなど
定 各30人程度(ソプラノ・アルト)、各20人程度(テ

ノール・バス)〈抽選〉
期 限：5月12日(水)まで

市民第九演奏会の出演者
  文化・生涯学習課(☎85－6079) ID:1001382

任 期：委嘱の日から2年間
内 健康や食育、自殺対策に関する施策を円滑に推

進するため、年1 ～ 3回程度開催される協議会で
意見を述べる

定 3人　　期 限：5月19日(水)まで

健康施策等推進協議会の公募委員
　　　健康増進課(☎85－6167) ID:1007572

任 期：委嘱の日から約1年半
内 観光・にぎわい創出基本計画の策定や円滑な推

進を図るため、任期中5回程度開催される会議で
意見を述べる

定 2人　　期 限：5月31日(月)まで

観光・にぎわい創出推進会議の公募委員
　　　経済振興課(☎85－6244) ID:1024465

　県では、身近な水辺(河川やため池など)の水の色
やにおい、生き物の様子などを評価し、調査する参
加者を募集しています。
調査時期：6月5日(土)〈環境の日〉～ 9月末

流域モニタリング一斉調査の参加者
　　　環境政策課(☎85－6216) ID:1003008

時 7月10日(土)午前8時45分から(受付時間は受診
者に通知)

場 保健センター
対 令和4年3月末までに40歳以上になる、受診日に

おいて市国民健康保険に加入している人(市から
届いた特定健診受診券が必要)

定 70人(抽選)
申 6月11日(金)〈必着〉までに、は が き かファク ス

(1人1 枚 )に上 の 申 込共 通 項 目 と 生 年 月 日、 
性別を書いて、〒486－0804鷹来町1－1－1、 
市健康管理事業団(ＦＡＸ84－3068)へ　

保健センター特定健診
保険医療年金課(☎85－6367)

申込共通項目 … 催し ( 講座 ) 名、住所、( 参加者全員の ) 氏名 ( ふりがな )、電話番号

　交通事故、詐欺、脅しなどの犯罪被害に遭い、
警察や検察庁に訴えたが、検察官がその加害者
を起訴してくれなかった(不起訴処分)ときに、
検察審査会へ審査申立ができます。
　検察審査会では、選挙権を有する20歳以上の
国民の中から｢くじ｣で選ばれた11人の検察審査
員が、不起訴処分の当否を審査します。

名古屋第一・第二検察審査会事務局
(☎052－203－2423)

ご存じですか、
　　　検察審査会

　「春日井サボテン」推進のための
ロゴマークを募集します！

  ( 一社 ) 市観光コンベンション協会 ( ☎ 81 － 4141）

検索

　当協会では、今後、市や関係団体と
連携しながら「春日井サボテン」のブ
ランド力をより高め、市内外に広めて
いくためのシンボルとなるロゴマーク
を募集します。詳しくは、協会ホーム
ページを見てください。

部 門：○一般の部…短歌、俳句、川柳、狂俳(狂
俳の課題は｢秋の夕暮れ｣｢英語塾｣)、詩○小・中
学生の部…短歌、俳句、川柳、詩　※詩の部門
は漢詩・外国語の詩を除く

規 程：1人につき、短歌と詩は1作品(小・中学生の
部は2作品以内)、俳句・川柳は2句以内、狂俳は、
1題につき1句まで　※作品は自作で未発表のも
のに限る。募集要項(市の主な公共施設に用意)に
違反した作品は審査対象とならない場合あり

期 限：9月5日(日)〈消印有効〉まで
詳 細：かすがい市民文化財団ホーム

ページ(右QRコード)へ

短詩型文学祭作品
かすがい市民文化財団(☎85－6868)

時 7月3日(土)午前10時～午後3時
定 12組〈6月5日(土)午前10時から抽選会〉
期 限：5月21日(金)まで
詳 細：市社会福祉協議会ホームページ
　 (右QRコード）へ

レインボーフリマ出店者
福祉の里レインボープラザ(☎88－7007)

事業者向けに配信中！
「春日井市企業活動支援メールマガジン」

　市の助成金や国・県などの補助金情報を分かり
やすく解説し、活用シーンを想像できるメールマガ
ジンです。最新情報を最速で案内します。
ぜひ、事業活動に利用してください。
        企業活動支援課(☎85－6247）

春日井市企業活動支援メールマガジン  検索 
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入居基準：月額所得15万8000円(高齢者世帯などは21
万4000円)以下

公開抽選日：6月15日(火)　　入居可能日：8月1日(日)
期 限：6月8日(火)まで

市営住宅・コミュニティ住宅入居者
　　　   住宅政策課(☎85－6294) ID:1003668

集合住宅 募集戸数 家賃
道場山住宅 2Ｋ(一般・単身)2戸

7800円～
5万6300円

※額は変更に
なる場合あり

西島住宅 3Ｋ(一般)1戸

上八田住宅
3DK(一般)1戸、

(高齢・障がい)1戸
下原住宅 2DK(一般)1戸
柏井第1

コミュニティ住宅 2DK(一般)1戸

職 種：社会福祉士　　定 1人
運営法人：(株)総合福祉サービスＪ・Ｙou

地域包括支援センター南城職員
春日井支社吉村(☎51－1147)

環境保全課(☎85－6217)・県春日井保健所(☎31－2188)

　光化学スモッグ注意報などの発令は、市役所
や各施設での速報板の掲示や、市安全安心情報
ネットワーク、県のメールなどで発令状況を配
信しています。屋外で活動する人は情報に注意
し、被害の未然防止に努めましょう。詳しくは、
市ホームページを見てください。

光化学スモッグに注意してください
　空き地を放置すると雑草などが生い茂り、犯
罪や火災、害虫が発生する恐れがあります。清
潔で安全な環境を保つため、定期的に草刈りを
行うなど適切に管理してください。市では、草
刈り機の貸し出し(有料、予約制）や除草の委託
制度がありますので利用してください。

環境保全課(☎85－6279)

空き地の除草を適切に

子どもの家の夏休み限定利用者
ID:1002346

時 7月21日(水) ～ 8月31日(火)〈日曜日、祝日を
除く〉午前8時～午後7時

定 若干名　※募集施設は、5月末ごろ市ホームペー
ジで案内

募 集：6月1日(火) ～ 14日(月)
問い合わせ：牛山・西部・玉川子どもの家は学童保育所

イルカクラブ(☎34－8457)、押沢台子どもの家
は株式会社明日香(☎37－0550)、それ以外は市
社会福祉協議会(☎84－3241)

内 診断書などの文書作成の補助や、医師の指示に
よるカルテの代行入力、患者の案内など、医師
の業務をサポートする

定 10人程度
詳 細：市民病院ホームページ(右QR

コード)へ

医師事務作業補助者(会計年度任用職員)
市民病院事務局医事課(☎57－0080)

採 用：令和3年8月1日
職 種：一般職①社会福祉士②大卒
人 員：①②で1人程度
給 与：18万2200円から(大卒の場合)　※その他

各種手当あり
期 限：6月4日(金)まで
詳 細：市社会福祉協議会ホームページ

(右QRコード）へ

市社会福祉協議会 正規職員
市社会福祉協議会総務課(☎84－1011)

職種 勤務 給与
①調理員
(調理場)

平日の午前８時30分～正午か
午後１時～４時30分

時給970円②調理員
(保育園)

平日の午前８時30分～午後２時30分か
午前８時30分～午後４時30分

(土曜日は月１回程度、
午前８時30分～午後０時15分)

③配膳員 平日の午前10時～午後２時 時給950円
④管理栄養士 平日の午前８時30分～午後３時30分 時給1250円

採 用：職員に欠員が生じた時
有効期間：登録後1年間(採用時に面接)

※ 一時金、通勤手当など規定支給。①③④の勤務日
は、学校給食の実施日

勤務地：①④前並、稲口、白山、東部のいずれかの
調理場②勝川北部、柏原西、柏原、小野、味美、
大手、第三、出川、神領、前並、松原、坂下南、
玉川のいずれかの保育園③市内の小
中学校

詳 細：市食育推進給食会ホームページ
（右QRコード)へ

食育推進給食会パート職員登録者
食育推進給食会(☎52－5505)

　優秀作品は、市平和祈念式典〈8月2日(月)開催〉
で朗読発表します。また、応募作文は文集として式
典で配布します。
規 定：400字詰め原稿用紙2枚程度
期 限：6月30日(水)〈必着〉まで

平和への願いをテーマにした作文
              地域福祉課(☎85－6198) ID:1020090
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