
広報春日井 令和３年 10 月号広報春日井 令和３年 10 月号 1010

時	 12月11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31日までに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	 11月19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健診日、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)

子どもたちの健やかな成長のために、里親にな
りませんか？
　県では、親の病気、虐待などさまざまな事情によ
り家庭で生活できなくなった子どもたちを家庭に迎
え、養育する｢里親｣を募集しています。

10月は｢里親月間｣
県春日井児童相談センター (☎88－7501)

時	 10月12日(火) ～ 21日(木)

蔵書点検のため図書館・図書室を休館
図書館(☎85－6800)

　公的年金から引き落としされる市民税・県民税の
金額が10月から変わる場合があります。引き落と
し金額は、令和3年度市民税・県民税税額決定・納
税通知書等を確認してください。

10月以降に年金引き落としされる市民税・県民税
     市民税課(☎85－6094)

■	市ホームページ

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

　10月を｢浄化槽強調月間｣および｢クリーン排水推
進月間｣と定め、浄化槽の適正管理や家庭での生活
排水対策を呼び掛けています。

合併処理浄化槽などで水環境を守ろう
              環境保全課(☎85－6217) ID:1002723

　国民健康保険および後期高齢者医療における傷病
手当金の支給対象期間は、令和2年1月1日から令和
3年9月30日までとしていましたが、令和3年12月
31日まで延長します。
問い合わせ：保険医療年金課(国民健康保険加入者☎85
－6156、後期高齢者医療加入者☎85－6366)

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

　乳がんは日本人女性の9人に1人がかか
るといわれる、女性に最も多いがんです。
早期発見のため、しこりがないか、分泌
物が出ないかを月に1度のセルフチェック
で、見て触れて確認しましょう。また、30歳を過ぎ
たら、定期的に乳がん検診を受けましょう。

10月は「乳がん月間」～ピンクリボンキャンペーン～
            健康増進課(☎85－6166) ID:1003134

市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

　多胎児を養育し、心身ともに負担がかかりやすい
保護者に安心して子育てができるよう、家庭生活支
援員（ヘルパー）を派遣します。
内	家事援助、育児援助に関すること
対	市内に住所を有する多胎児を養育する保護者
申	10月15日（金）から

           多胎児育児支援事業
子ども政策課内子育て世代包括支援センター (☎85－6170)

ID:1026269

対	①65歳以上②60 ～ 65歳未満で、心臓、腎臓、
呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫
の機能に身体障がい者手帳1級程度の障がいが
ある人

接種回数：1回

市内指定
医療機関

県内の他市町村
(広域予防接種
協力医療機関)

県外

期間
10月1日～
令和4年
1月31日

10月15日～
令和4年
1月31日

10月1日～
令和4年
1月31日

市への
事前提出
書類

連絡票交付
申出書

実施依頼
申請書

※事前提出書類は、市ホームページからダウンロード
　	または電話で(郵送での提出可)
費	 1200円(生活保護受給者は無料)
持	本人確認書類(免許証など)、身体障がい者手帳
(②のみ)、生活保護受給証明書(生活保護受給
者のみ)

高齢者肺炎球菌の定期予防接種は済みましたか
　インフルエンザなどにかかり、体の抵抗力が弱
まったときに、肺炎を起こしやすくなります。今
年度ハガキで案内した対象者のうち、肺炎球菌を
未接種の人は、費用の一部負担で接種が可能です。
また、定期予防接種の対象外の人でも、肺炎球菌
を未接種の人は、費用の補助制度があります。

高齢者インフルエンザの定期予防接種が始まります
　　　　健康増進課(☎85－6168) ID:1003118



広報春日井 令和 3 年 10 月号広報春日井 令和 3 年 10 月号1111

時	 10月27日(水)午後2時30分～ 4時
場	春日井リハビリテーション病院附属クリニック
内	医療専門職による運動機能や認知機能の測定、
健康状態のチェック、個別健康相談

対	 65歳以上の人　　定	15人(先着順)
詳 細：春日井リハビリテーション病院へ

まちの保健室モデル事業
春日井リハビリテーション病院(☎88－0011)

対	私立高等学校や高等課程を有する専修学校など
に、10月1日に在籍する生徒の授業料負担者で、
市内に住所を有し、算定基準額(課税所得額に
100分の6を乗じた額から市町村民税の調整控除
額を除いた額)が21万2700円以上30万4200円未
満の人

補助金額：年額1万5千円、2万円　※算定基準額による
申	 11月30日(火)〈必着〉までに、申請書(教育総務
課、市ホームページ、市の主な公共施設に用意)
に記入して、直接か郵送で、〒486－8686春日
井市教育総務課へ

私立高等学校の授業料補助金
教育総務課(☎85－6436)

				　	　　					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。

　ドラム缶や簡易焼却炉、穴を掘ってのごみの焼却
などは、原則禁止されています。家庭ごみは、決めら
れた収集日にごみステーションに出すなど、｢資源・
ごみの出し方便利帳｣に従って処分してください。
また、農業を営むためにやむを得ず稲わらなどを焼
却する場合は、周辺地域の生活環境を損なうことの
ないよう配慮してください。

野焼きはやめましょう
環境保全課(☎85－6217)

　家庭で不用になった家具や日用品などを無償で提供
できる人や譲り受けたい人は、エコメッセ春日井内の
｢リサイクルプラザ情報掲示板｣を活用してください。
対	市内在住で、不用品の提供者は品物を3か月間保
管できる人　※品物は修理の必要のない物のみ

不用品の無償譲渡の情報
エコメッセ春日井(☎88－5006)

　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。
みんなで参加してきれいなまちにしましょう。
時	 11月7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。

※	新型コロナウイルス感染の状況により中止・延期
になる場合は、各区・町内会などへ文書で通知し
ます。

秋季かすがいクリーン大作戦
ごみ減量推進課(☎85－6226)

社会生活基本調査に協力してください
　県統計課（☎ 052 － 954 － 6116）

　総務省統計局（愛知県）では、10月 20日現在
で社会生活基本調査を実施します。
　この調査は、わたしたちが１日のうちどのく
らいの時間を仕事、家事、地域での活動などに
費やしているかや、過去１年間の自由時間にど
のような活動を行ったかについて調査し、その
結果は、ワーク・ライフ・バランスの推進、少
子高齢化対策、男女共同参画社会の形成などの
施策に必要な基礎資料となる、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、協力してください。

狂犬病予防注射は済みましたか
今年の注射済票の色は青色です。
市と契約している動物病院か
市役所で、交付を受けることが
できます。

問い合わせ：環境保全課(☎85－6279)

時	とき　場	場所　内	内容　対	対象　定	定員　費	費用　持	持ち物　申	申し込み

落合公園体育館駐車場側出入口の一時閉鎖
スポーツ課(☎84－7117)

　駐車場整備工事に
伴い、10月中は国道
155号線から落合公園
体育館駐車場側の出
入口が通行できなく
なります。落合公園
体育館やテニスコー
トを利用する場合は、落合公園の大駐車
場が利用できます。詳しくは、市または
グリーンパレス春日井ホームページ(右
QRコード）を見てください。

大駐車場
入口

国道 155 号線

グリーン
パレス
春日井

P

体育館
テニス
コート

➡×

➡



広報春日井 令和３年 10 月号広報春日井 令和３年 10 月号 1212

時	①10月～ 12月の第2・第4木曜日②10月21日
(木)、12月16日(木)③11月18日(木)午後1時

						30分～ 4時
場	①シルバー人材センター②東部市民センター
						③味美ふれあいセンター

シルバー人材センター入会説明会(予約制)
市シルバー人材センター (☎84－3515)

時	 11月23日(祝)午後0時30分から
場	グルッポふじとう
対	市内に住宅(空き家も含む)を所有する人
定	 24人(抽選)
申	 11月5日(金)までに、電話かファクス、Ｅメー
ルに上の申込共通項目と個別相談希望の有無を
書いて、ＦＡＸ85－0991、Ｅメールjutaku@
city.kasugai.lg.jpへ　※相談会の人数に余裕が
あれば、当日の予約も受け付けます。

宅地建物取引士による空き家無料相談会
住宅政策課(☎85－6572)

時	 11月9日(火)午前10時～正午
場	ハローワーク春日井
対	保育園で働きたい人　※保育士資格を持ってい
ない人でも可

詳 細：ハローワーク春日井ホームページへ

保育就職相談会
ハローワーク春日井(☎81－5170)

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

■	市ホームページ

　出産、育児などで離職し、再就職を考えている女
性に対し、カウンセラーによる相談を実施します。
再就職に向けての不安や悩みを相談してみません
か。(職業紹介はありません)
時	 12月7日(火)午後1時から、午後2時から、午後3
時から(1人50分)

場	レディヤンかすがい
定	各1人(先着順)　※託児あり(生後6か月から小
学校入学前まで）

申	 10月5日(火)午前9時から、直接か電話で

ママ・ジョブ・あいち 無料出張
      男女共同参画課(☎85－4401) ID:1022407

会議の公開
◆防災会議
市民安全課(☎85－6072)
時	 10月13日(水)午後1時30分から
場	市役所11階催事場　　
定	10人(先着順)
	
◆地域包括ケア推進協議会
地域福祉課(☎85－6187)
時	 10月14日(木)午後2時から
場	市役所南館4階第3委員会室
定	 10人(先着順)
	
◆いじめ問題対策委員会
学校教育課(☎85－6442)
時	 10月18日(月)午後2時から
場	市役所9階教育委員会室　
定	10人(先着順)
	
◆文化財保護審議会
文化財課(☎33－1113)
時	 10月27日(水)午後3時30分から　※審議内容に
より、非公開の場合あり

場	東部市民センター　
定	10人(先着順)

◆高齢者総合福祉計画推進協議会
地域福祉課(☎85－6184)
時	 10月28日(木)午後2時から
場	市役所南館4階第3委員会室
定	 10人(先着順)
申	 10月1日(金)から、地域福祉課へ
	
◆都市計画審議会
都市政策課(☎85－6264)
時	 10月29日(金)午前10時から
場	市役所南館4階第3委員会室
定	 10人(先着順)
	
◆地域包括支援センター運営等協議会
地域福祉課(☎85－6187)
時	 11月8日(月)午後2時から
場	市役所南館4階第3委員会室
定	 10人(先着順)
	
◆教育委員会定例会
教育総務課(☎85－6436)
時	 11月10日(水)午後1時30分から
場	市役所南館4階第3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

市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！



広報春日井 令和 3 年 10 月号広報春日井 令和 3 年 10 月号1313

時	とき　場	場所　内	内容　対	対象　定	定員　申	申し込み

発送時期：令和4年1月下旬ごろ
掲載場所：グラシン窓あき封筒の裏面
規 格：1色刷り(色指定不可)、縦70㎜×横150㎜
作成部数：約6000枚　　
枠 数：2枠
掲載料：1枠2万円　　	
期 限：10月15日(金)まで

就学通知書送付用封筒の広告
　　　学校教育課(☎85－6441)　ID:1014828	

区 画：新規墓所(3㎡・4㎡)、空き墓所(返還区画	
1㎡・2㎡・4㎡・6㎡・9㎡・12㎡など)

 潮見坂平和公園の墓所使用者
潮見坂平和公園管理事務所(☎84－4444)

ID:1008571

規 格：1色刷り(色指定不可)、縦55㎜×横90㎜
発送予定数：市県民税5万6000通、軽自動車税(種別割)	
									6万1000通

枠 数：各1枠
掲載料：入札により決定〈最低入札価格…市県民税
															4万6000円、軽自動車税(種別割)5万円〉
入 札：11月24日(水)　　
期 限：11月9日(火)まで

市県民税・軽自動車税納税通知書送付用封筒の広告
                 市民税課(☎85－6092) ID:1006014

規 格：1色刷り(色指定不可)、縦55㎜×横90㎜
発送予定数：11万3000通　　
掲載料：入札により決定
期 限：10月22日(金)まで

固定資産税納税通知書送付用封筒の広告
                 資産税課(☎85－6101) ID:1005994

時	 11月8日(月) ～ 12日（金）午前9時～午後7時（正
午～午後1時は除く）

予約期間：10月1日（金）～ 11月2日（火）

名古屋法務局相続登記促進強化週間
名古屋法務局民事行政調査官室(☎052－952－8170)

				　	　　					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。

時	 11月14日(日)午後1時～ 4時（随時予約、25分）
内	民事などに関する法律相談

休日法律相談
市民相談コーナー (☎85－6620)

採 用：令和4年1月1日
職 種：施設管理業務　　
勤務地：落合公園体育館
人 員：2人程度
期 限：10月27日(水)まで
詳 細：市スポーツ・ふれあい財団
　　						 	ホームページ(右のQRコード）へ

スポーツ・ふれあい財団臨時職員
スポーツ・ふれあい財団庶務課(☎85－4320)

採 用：随時(応相談)
内	市内の公園・緑地などの草刈り、低木の刈り込
みなどの維持管理や施設管理

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(右のQRコード）へ

公園維持管理作業員
公園管理センター (☎56－0414)

　子どもの遊び場を充実させるため、天候に左右
されない屋内の遊び場をグリーンパレス春日井の
2階に整備しています。令和4年2月のオープンを
予定しているこの施設の愛称を募集します。
　採用者には、賞状と副賞を贈呈します。
期 限：10月28日(木)まで

ID:1026380

子ども政策課(☎85－6206)子ども政策課(☎85－6206)

　　子ども屋内遊び場子ども屋内遊び場
　　　　愛称募集！　　　　愛称募集！

【さぼがーるの体験日記】

　「春日井サボテン」の魅力を発信！
“さぼがーる”が体験したことを
市ホームぺージで紹介していきます。
ぜひ、見てください。
　今回は「#サボテン料理に挑戦！」です。

さぼがーるさぼがーる
　　～私たちのサボテン日記～～私たちのサボテン日記～

経済振興課(☎85－6244)経済振興課(☎85－6244)


