
広報春日井 令和 ３年６月号広報春日井 令和 ３年６月号 1212
■ 市ホームページ

    　 　　     新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期になる場合があります。  
　  　 　 詳しくは、主催者や各施設に問い合わせてください。

物件番号 3－Ｇ
所在地番 味美西本町字石塚1872ほか5筆

地目 宅地、雑種地
地積(㎡) 2698.92

建物の種類/構造
倉庫/鉄筋コンクリート造ステンレス
鋼板ぶき平家建

床面積(㎡) 849.36
最低売却価格(円) 2億3597万

現地見学：6月18日(金)・25日(金)〈予約制〉
入札期間：8月3日(火) ～ 5日(木)
開 札：8月6日(金)午後2時45分から
申 現地見学：前日までに、電話で

入　　札：6月28日(月) ～ 7月9日(金)に、直接、用
地対策室へ　※詳しくは、案内書(用地対策室に
用意)か市ホームページを見てください。

市の保有地及び建物を売却します
用地対策室(☎85－6047)

物件番号 所在地番 地目 地積(㎡)
最低売却
価格(円)

3－Ｄ
如意申町6－
18－17

宅地 386.63 4447万

3－Ｅ
押沢台7－1
－3

宅地 159.88 786万

3－Ｆ
西山町字西山
1560－1

雑種地 195 320万

入札期間：8月3日(火) ～ 5日(木)
開 札：8月6日(金)午後2時から
申 6月28日(月) ～ 7月9日(金)に、直接、用地対策

室へ　※詳しくは、案内書(用地対策室に用意)
か市ホームページを見てください。

　　　　　　　　　　３－D

市の保有地を売却します
用地対策室(☎85－6047)

　令和2年4月1日から令和3年3月31日までの選挙
人名簿の抄本の閲覧状況を市ホームページで公表し
ています。

選挙人名簿の抄本の閲覧状況
市選挙管理委員会(☎85－6071)　　　　　　ID:1008199

♦道風記念館運営協議会
道風記念館(☎82－6110)
時 6月10日(木)午後4時から
場 道風記念館
定 10人(先着順)
 
♦教育委員会定例会
教育総務課(☎85－6436)
時 6月16日(水)、7月14日(水)午後1時30分から
場 市役所第3委員会室
定 各10人(先着順)
 
♦生涯学習審議会
文化・生涯学習課(☎85－6446)
時 6月22日(火)午後3時から
場 文化フォーラム春日井
定 10人(先着順)
 
♦文化振興審議会
文化・生涯学習課(☎85－6079)
時 7月6日(火)午後1時30分から
場 文化フォーラム春日井
定 10人(先着順)

会議の公開

パネル展示
　｢生活も ウイルス予防も 蛇口から｣をスローガン
に掲げ、全国一斉に啓発活動を実施します。水道は
生活の中で欠かすことのできない大切なものです。
水道週間を通して、改めて水道の大切さについて考
えてみましょう。
時 6月1日(火) ～ 7日(月)
場 市役所市民ホール

6月1日～ 7日は水道週間
上下水道経営課(☎85－6347)



広報春日井 令和 3 年６月号広報春日井 令和 3 年６月号1313

市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

時 とき　場 場所　内 内容　対 対象　定 定員　申 申し込み

委員会名 日にち
文教経済委員会 6月23日(水)午前9時～

厚生委員会 6月24日(木)午前9時～
建設委員会 6月25日(金)午前9時～
総務委員会 6月28日(月)午前9時～

※ 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
※ 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〈定員は5人(抽選)〉

市議会常任委員会
議事課(☎85－6492)

　民事などに関する法律問題について、弁護士が相
談を受けます。(予約制25分)
時 7月11日(日)午後1時～ 4時

休日法律相談を実施
市民相談コーナー (☎85－6620)

とき 電話番号
食事療法・栄養相談(複
数の疾患を有する人)

〈予約制〉

第2火曜日
9：30 ～ 11：00

31－2133

歯科健康相談〈予約制〉
第2水曜日
9：30 ～ 11：00

メンタルヘルス相談
(面接での相談を希望
する人は要予約)

月～金曜日(祝日を
除く)
9：00 ～ 12：00、
13：00 ～ 16：30

31－0750

血液検査(エイズ、梅
毒、肝炎ウイルス)

第1・3火曜日
(7/20、9/21を除
く)9：00 ～ 11：00 
※日程が変更にな
る場合があります
ので、事前に問い
合わせてください

34－1699
 骨髄ドナー登録
 〈予約制〉

検便検査(専用容器が
必要)

毎週火曜日(7/20、
9/21を除く)
9：00 ～ 11：00

31－2188
 水質検査(専用容器が  
必要)〈予約制〉

7 ～ 9月の県春日井保健所

内 高齢者の長寿を祝い、地域の敬老意識を高める
ために行う

対 区・町内会や自治会、地区社会福祉協議会など
補助金額：行事に要する費用のうち、下の表の金額を

限度として交付
世帯数 金額

100世帯まで   2万円
101 ～ 300世帯 3万円
301 ～ 500世帯 5万円

501 ～ 1000世帯 7万円
1001 ～ 2000世帯 12万円
2001 ～ 3000世帯 20万円

3001世帯以上 30万円

申 行事の開催前かつ11月30日(火)までに、申請書
類(地域福祉課、市ホームページに用意)に記入
して、地域福祉課へ

敬老会の地域開催に補助金を交付
地域福祉課(☎85－6176)

  「5 月 30 日～ 6 月 5 日」  「5 月 30 日～ 6 月 5 日」
    全国ごみ不法投棄監視ウィーク    全国ごみ不法投棄監視ウィーク

清掃事業所 (☎ 84－ 3211)

　市では、不法投棄防止策として監視
カメラの設置やパトロールなどの
対策を行っていますが、特に監視
ウィーク期間中は不法投棄多発場
所における監視を強化します。

　子育て支援事業の一環として研修を受けた訪問員
が、生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子
育て支援に関する情報提供を行います。
訪問員養成講座
時 9月の木曜日(23日を除く4回)午前9時30分～ 11

時30分
対 次の全てに該当する人○講座初日において20歳

以上65歳以下の女性○子育て支援・社会参加・
地域活動などに興味・意欲がある○令和4年4月
から訪問員(ボランティア)として訪問活動がで
きる○令和4年2月から、毎月1回程度の研修に
参加できる○養成講座に全日程出席できる

定 10人程度
申 7月13日(火)までに、応募用紙(子ども政策課、

市ホームページに用意)に記入して、直接、子ど
も政策課へ

こんにちは赤ちゃん訪問
子ども政策課(☎87－1552)



広報春日井 令和 ３年６月号広報春日井 令和 ３年６月号 1414
■ 市ホームページ

時 6月27日(日)午後1時開演
場 市民会館
内 永年加盟団体表彰、舞踊・琴・民謡・民踊・詩

吟・篠笛・太鼓など加盟団体による芸能発表
特別出演：ひなご幼稚園児

芸能祭・永年加盟団体表彰
市文化協会・森山(☎32－9074)

　農地中間管理事業は、地域内の分散した農地を整
理するため、農地中間管理機構が農地を借り受け、
まとまりのある形で担い手に貸し付ける事業です。
　農地の貸し付けを希望する人は、農政課またはJA
尾張中央(☎44－2058)へ相談してください。事業
の詳細は、(公財)県農業振興基金ホームページを見
てください。

農地中間管理事業
農政課(☎85－6236)

　各家庭などで使用している水道メーターは、計量
法施行令で有効期限が8年と定められています。有
効期限が近づいた水道メーターは、市指定工事店が
取り替えますので、水道メーター周辺に物を置いた
り、犬などをつないだりしないように協力をお願い
します。水道メーターの取替対象となる場合は、事
前に文書などで連絡します。

水道メーターの取替に協力をお願いします
上下水道業務課お客様窓口(☎85－6411)

　視覚障がいのある人に対し、リハビリテーション
ワーカーなどの訓練士を派遣し、白杖を使用した訓
練や、目的地までの経路習得の訓練などを行います。
※事前に申請が必要

視覚障がい者歩行訓練事業
障がい福祉課(☎85－6186)

時 6月20日(日)午後1時30分から(1時開場)
場 レディヤンかすがい
内 ○中央台町内会・押沢台地区社会福祉協議会の

活動事例発表○講演｢これからの地域コミュニテ
ィと求められる活動｣日本福祉大学国際福祉開発
学部教授・吉村輝彦

地域づくり推進大会
市区長町内会長連合会事務局(☎85－6617)

薬物乱用は薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」「ダメ。ゼッタイ。」

　薬物の乱用は、大切な脳を破壊
します。一度使用してしまうと繰
り返し使いたくなり、次第に効果
が薄れて使用量が増え、自分の意
志では使用をコントロールできな
くなり、心身ともにむしばまれて
いきます。薬物には決して手を出さず、悩みが
ある場合は相談してください。

健康増進課（☎ 85 － 6172)

家計調査に協力をお願いします
　県統計課（☎ 052 － 954 － 6104)

　家計調査は、毎月、総務省統計局が県を通じて行っ
ています。この調査は私たちの暮らし向きを家計の
面から捉えるもので、一定の方法により選定された
世帯に家計簿をつけていただきます。その集計結果
は、経済政策や社会政策の基礎資料などとして活用
されており、非常に重要な調査です。
　なお、調査内容は統計のためだけに使用されます。
調査員が伺ったときは、協力をお願いします。

配布場所：市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市
民センター、各ふれあいセンター、各公民館、
総合体育館、あい農パーク春日井　※市ホーム
ページからもダウンロード可

桃とぶどうの直売所ガイドマップを発行
農政課(☎85－6236)

時 7月12日(月)午後1時～ 5時
場 かすがいげんきっ子センター
内 子育てを相互にサポートする有償のボランティ

ア組織の依頼・援助会員として会員活動に必要
な知識を学ぶ

定 15人(託児5人、6か月から)〈先着順〉
申 6月12日(土)午前9時から、受講者の証明写真(縦

4㎝×横3㎝)2枚、子ども医療費受給者証(依頼
会員のみ)を持って、かすがいげんきっ子センタ
ー窓口へ

会員になるための講習会
かすがいげんきっ子センター内ファミリー・サポート・センター (☎35－3516)

ID:1010363

　令和3年1月2日～令和4年1月1日に新築された家
屋は、令和4年度から固定資産税の課税対象となり
ます。固定資産の評価額・税額を算定するために、
対象となる家屋の所有者に調査方法など事前に書類
を送付しますので、協力をお願いします。その他、
増築・改築や取り壊しをした家屋があるときは、連
絡してください。なお、改築は主要構造部が大規模
に更新された家屋をいいます。

新築・増築・改築などの家屋調査
資産税課(☎85－6105)



広報春日井 令和 3 年６月号広報春日井 令和 3 年６月号1515

時 とき　場 場所　内 内容　定 定員　申 申し込み

市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

採 用：令和3年10月1日または令和4年4月1日
職 種：調理職員
定 5人程度
給 与：食育推進給食会の規定により決定　※各種

手当あり
期 限：6月25日(金)まで
詳 細：食育推進給食会ホームページへ

食育推進給食会職員
食育推進給食会(☎52－5505)

内 市内の公園・緑地などの草刈り、低木の刈り込
みなど

採 用：欠員が生じたとき
職 種：維持管理作業や施設管理
有効期間：令和4年5月31日(火)まで
勤 務：月14日程度(土・日曜日、祝休日もあり)
給 与：時給1020円(施設管理の日は950円) ※通

　　 勤手当、一時金あり(支給条件あり)
詳 細：市スポーツ・ふれあい財団ホームページへ

公園維持管理作業員の登録者
公園管理センター (☎56－0414)

　収録内容をリニューアル
しました。
価 格：1000円(税込み)
販売場所：総合体育館、サン

フロッグ春日井、朝宮公
園、福祉の里レインボー
プラザ

｢誰でも簡単!!おうちでストレッチ｣のＤＶＤ発売
総合体育館(☎84－7101)

時 7月21日(水) ～ 8月31日(火)
内 チャレンジ宣言をして、ラジオ体操を地域やグ

ループで実施する団体にラジオ体操カードやメ
モ帳などを配布

期 限：7月13日(火)まで
詳 細：総合体育館ホームページへ

ラジオ体操！チャレンジ宣言
総合体育館(☎84－7101)

　令和4年1月9日(日)に開催する｢第40回新春春日井
マラソン大会｣を盛り上げる協賛企業を募集します。
協賛特典
○大会プログラムへの広告の掲載○募集要項へ企業
ロゴの掲載○大会ポスターへの企業名掲載○大会ホ
ームページへ企業名とバナーの掲載(9月下旬更新
予定)○会場内の協賛パネルへ企業ロゴの掲載○ゴ
ールゲート(ジョギングの部)へ企業名掲載
期 限：7月9日(金)まで
詳 細：新春春日井マラソン大会ホームページへ

新春春日井マラソン大会の協賛企業
同実行委員会事務局(☎84－7109)

　例年７月に開催している
納涼まつりは、東京オリン
ピック・パラリンピックに
より、警備体制の確保が困
難なため、時期をずらして
開催を予定しています。
時 9月23日（祝）時間・場所
未定(詳細は決まり次第発
表します。)　※荒天時は
中止

納涼まつりの開催日が決定
納涼まつり実行委員会事務局(☎85－6622)
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