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時	 1月26日(水)午後3時～ 4時
内	健康寿命を延ばすための健康教室・健康相談会、
講演｢目の病気について学び、いつまでも自立し
た生活をめざそう！ ｣

講	山﨑眼科院長・山﨑俊
対	 65歳以上の人　　定	30人(先着順)
申	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)

時	とき　場	場所　内	内容　講	講師　対	対象　定	定員　申	申し込み

  水道管の凍結に注意水道管の凍結に注意！！
 　気温がマイナス4℃以下になると、凍結予防を
していない水道管は凍って破裂し漏水すること
があります。特に「北向き」「むき出し」「風当たり
が強い場所」の水道管には布などを巻き、凍結を
防いでください。空き家などで、長時間水道を
使用していない場合も注意してください。
　水道管が破裂したときは、メーター付近にあ
る｢止水栓｣を締めて、市指定給水装置工事事業
者か管工事業協同組合(☎83－8288)に修理(有
料)を依頼してください。
問い合わせ：上下水道業務課お客様窓口
　　　　　			(☎85－6411)

　3月1日以後の検針から新下水道使用料となりま
す。詳しくは、1月1日以後の検針時に配付するお
知らせまたは市ホームページを見てください。

下水道使用料の改定
　   上下水道経営課(☎85－6344)

　軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され
ます。廃棄・譲渡・盗難などで、すでに車両を所
有していない人は、必ずそれぞれの届け出先で所
定の手続きをしてください。なお、3月は毎年、窓
口が大変混雑しますので、できる限り2月ごろまで
に手続きを済ませてください。
　また、他市町村から転入した車両も住所変更・
ナンバープレートの変更などの手続きが必要です。

車種 届け出先
原動機付自転車(125㏄
以下)、小型特殊自動
車(農耕作業用を含む)

市民税課(☎85－6092)

軽二輪(125㏄超250㏄
以下)、二輪の小型自
動車(250㏄超)

愛知運輸支局
小牧自動車検査登録事務所
(☎050－5540－2048)

軽三輪、軽四輪
軽自動車検査協会

愛知主管事務所小牧支所
(☎050－3816－1773)

軽自動車などの廃車や名義変更は早めに

内	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12月31日までとしていましたが、令
和4年3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

申込共通項目…催し名、住所 (参加者全員の）氏名（ふりがな）、電話番号

ID:1021967

市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

 納涼まつり・春日井まつりの日程が決定、
市民活動推進課(☎85－6622)

、

 市民納涼まつり
  時	7月23日(土)　※開催時間は未定。荒天中止時、
　　は翌日に順延
			場	落合公園(予定)
	春日井まつり
  時	10月14日(金)〈前夜祭〉、10月15日	
　			(土)・16日(日)　※開催時間は未定
			場	市役所庁舎とその周辺(予定)

「在宅医療」を知っていますか
地域福祉課(☎85－6187)

　人生の最期まで自宅で暮らしたいと思う人は増
加しています。住み慣れた場所で安心して生活を
送ることができるよう、かかりつけの医師や歯科
医師、薬剤師、ケアマネジャーなどが連携して行
われる｢在宅医療｣があります。在宅医療を希望さ
れる場合は、かかりつけ医、ケアマネジャーに相
談してください。

	時	3月12日(土)
					午後2時～ 4時
	場	東部市民センター　	
※後日、Ｗeb配信での
受講あり

	内	講演｢医療と介護が連
携して老衰と向き合う
時代が到来した｣

	講	福)世田谷区社会福祉事業団(特養)芦花ホーム	
医師・石飛幸三

	定	200人(先着順)　※Ｗeb受講者は制限なし
	申	2月28日(月)〈必着〉までに電話かメール、ファ
クスに上の申込共通項目と年齢、メールアドレ
ス(Ｗeb受講希望者のみ)を書いて、市在宅医療・
介護サポートセンター(ＦＡＸ82－83 08 、メール
kasugai.support@guitar.ocn.ne.jp)へ

～在宅医療・介護市民講演会～
 市在宅医療・介護サポーター (☎56－1818) 
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				　	　　					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。

委員会名 文教経済 厚生 建設 総務
開 催 日 2 / 1 (火 ) 2 / 2 (水 ) 2 / 3 (木 ) 2 / 4 (金 )

時 間 午前9時から
※開催しない場合、日程の変更の場合あり

市議会常任委員会
議事課(☎85－6492)

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分に議会事務局議事課へ

　入学する小学校を指定した｢就学通知書｣を1月末
までに送付します。届かないときや、転居予定の人、
外国籍で入学を希望し、まだ教育委員会に申請をし
ていない人は連絡してください。
対	平成27年4月2日～ 28年4月1日生まれの子ども

小学校に入学する人に就学通知書を送付
　　　　　　　　　学校教育課(☎85－6441)

時	 4月1日(金)から
区分 単位 金額

アマチュアスポーツ
2時間

1200円
その他 3600円
照明設備 30分 350円

※入場料など、徴収の場合や営利目的は｢その他｣
の金額となります。市外の団体も利用可。
利用時間：午前9時～午後9時
抽 選 会：利用したい月の3か月前の最初の開館日(受
付：午前8時～ 8時30分)から、総合体育館(鷹
来町4196－3)で

総合体育館運動広場の有料化
　　　 スポーツ課(☎84－7117) ID:1010070

　レディヤンかすがいでは、施設のサポーターと
なる人材を募集します。託児ボランティアや集い
の場の企画・運営に必要な知識を全4回の講座で
学び、サポーターとしての活動を目指します。

レディヤンかすがいのレディヤンかすがいの
　　　サポーターになりませんか　　　サポーターになりませんか

男女共同参画課(☎85-4401)男女共同参画課(☎85-4401)

時	 1月18日(火)第1部：午前10時30分～午後0時30
分、第2部：午後1時30分～ 3時30分

場	総合体育館
対	新型コロナウイルス感染症の影響により離職を
余儀なくされた人など

参加企業者数：各部9社
詳 細：特設サイトへ

地域別就職面接会（春日井会場）
県就業促進課(☎052－954－6366)

【県雇用維持特別対策事業】

会議の公開
会議 担当課 詳細

男女共同参画審議会 男女共同参画課
(☎85－4401)

時	 1月13日(木)午後2時から　　
場	レディヤンかすがい	　　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	 1月14日(金)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)

文化財保護審議会 文化財課
(☎33－1113)

時	 1月14日(金)午後3時から　
					※審議内容により、非公開とする場合あり
場	中央公民館　　定	10人(先着順)

国民健康保険運営協議会 保険医療年金課
(☎85－6156)

時	 1月20日(木)午後2時から　
場	市役所12階大会議　　定	10人(先着順)

廃棄物減量等推進審議会 ごみ減量推進課
(☎85－6222)

時	 1月25日(火)午後2時から　
場	文化フォーラム春日井　　定	10人(先着順)

多文化共生審議会 市民活動支援センター
(☎56－1943)

時	 1月26日(水)午後2時から　　
場	ささえ愛センター　　定	10人(先着順)

教育委員会定例会 教育総務課
(☎85－6436）

時	①1月26日(水)午後1時30分から②2月8日（火）午後2時
45分から　　場	①市役所南館4階第3委員会室②教育
委員会室　　定	10人(先着順）　　申	当日①午後1時から

　		②午後2時15分から、教育総務課へ

総合教育会議 時	 2月8日(火)午後1時30分から　　場	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

春日井市史編さん委員会 企画政策課
(☎85－6041)

時	 1月31日(月)午前10時から　　
場	市役所南館4階第3委員会室　　定	5人(先着順)

高蔵寺リ・ニュータウン
推進会議

ニュータウン創生課
(☎85－6048)

時	 2月7日(月)午後2時から　
場	東部市民センター　　定	10人(先着順)

ID:1026936



広報春日井 令和 4 年 1 月号広報春日井 令和 4 年 1 月号 1212

時	 2月26日(土)①午前10時から②午前11時から	
③午後1時から

場	東部市民センター
内	①老後に住まいと資金で困らないためのマイホ
ーム活用術②住まいの健康診断③専門家による
相談会

講	①ファイナンシャル・プランナー・小澤智恵②
ＮＰＯ法人日本ホームインスペクターズ協会理
事・加藤大輔③弁護士、宅地建物取引士、税理
士など

定	セミナー各40人(先着順)、相談会24組(抽選)
申	 1月7日(金)から2月10日(木）までに、電話か	
ファクス、Ｅメールに上の申込共通項目を書いて、	
ＦＡＸ85－0991、Ｅメールjutaku@city.kasugai.
lg.jpへ　※セミナー、相談会のみの参加も可。
参加人数により、当日の予約受付もあり

住まいUPセミナー・空き家無料相談会
住宅政策課(☎85－6572)

時	 1月26日(水)午後2時～ 4時
場	東部市民センター
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)

申込共通項目…催し名、住所 (参加者全員の）氏名（ふりがな）、電話番号

時	とき　場	場所　内	内容　講	講師　対	対象　定	定員　申	申し込み

物件番号 所在地番 地目 地積(㎡) 最低売却
価格(円)

3－Ｋ 鳥居松町
4－151 宅地 439.67 5628万

入札期間：3月8日(火)～ 10日(木)
開 札：3月11日(金)午前10時から
申	 1月31日(月) ～ 2月10日(木)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。

市の保有地を売却します
　　　 用地対策室(☎85－6047) ID:1026770

時	 2月5日(土)午後1時～ 4時　※相談は、1時間程度
場	市役所1001会議室
対	分譲マンションの管理組合役員、区分所有者、入居者など
定	 3組(抽選)
期 限：1月26日(水)まで
詳 細：県建築局公共建築部住宅計画課
															ホームページ(右のQRコード）へ

マンション管理出張相談会
県建築局公共建築部住宅計画課(☎052－954－6569)

市の保有地を貸付します
                                                                           管財契約課(☎85－6086）

物件番号 所在地番 地目 地積 ( ㎡） 最低貸付価格
（円 / 年）

3－貸 1 八田町 1－ 15－ 4外 6筆 宅地、雑種地 736.55 302 万 6616
3－貸 2 大泉寺町字大池下 221 － 1外 3筆の一部 宅地、山林 270.00 36 万 5988
3－貸 3 大泉寺町字大池下 221 － 1外 3筆の一部 宅地 300.00 41 万 916
3－貸 4 大泉寺町字大池下 221 － 2外 1筆の一部 宅地 900.00 123 万 2748
3－貸 5 大泉寺町字大池下 221 － 2の一部 宅地 477.00 71 万 4168
3－貸 6 勝川町 3－ 49－ 2の一部 宅地 513.63 210 万 5736
3－貸 7 大泉寺町字山畑 1054 － 8外 2筆の一部 宅地、山林 1647.84 262 万 8360
3－貸 8 柏原町 5－ 315 雑種地 403.00 163 万 8852

3－貸 9 小木田町字前島 3098 － 3の一部及び地先、
林島町字長田 2701 － 6の一部 雑種地 136.00 52 万 4268

3－貸 10 小木田町字前島 3066－2の一部及び地先外 1
筆の一部、小木田町 297 の一部 雑種地 206.00 79 万 4112

3－貸 11 小木田町字前島 3036－2の一部及び地先外 2筆の一部及び地先、小木田町297 の一部 雑種地 217.00 83 万 6508

貸 付 期 間：4月1日（金）～令和7年3月31日（月）　※年額×3年分の金額で入札
入 札 期 間： 2月25日（金）～ 3月1日（火）　　開 札： 3月2日（水）
申	1月26日（水）までに、直接、管財契約課へ　
※	詳しくは、案内書（管財契約課に用意）か市ホームページを見てください。

ID:1023343
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フルタイム パート

職種 ①保育士②看護師（医療的ケア児対応）
③現業員（保育士の事務作業補助など）

勤務
時間

平日7時間45分①②土曜日
隔週4時間勤務の場合あり 相談可

給与
①月給17万5854円②月給
21万516円③16万1862円

月給×1週間当たりの勤務
時間数/38.75時間

※期末手当、通勤手当あり（条件あり）

採 用：令和4年４月1日

保育園の会計年度任用職員登録者
     　　　　保育課(☎85－6202) ID:1002333

　県では、消費者を取り巻くさまざまな問題に対応
するため、消費生活モニターを募集します。
任 期：依頼した日から令和5年3月31日まで
謝 礼：年額1500円以内(予定)
期 限：2月18日(金)まで

県消費生活モニター募集
県県民生活課(☎052－954－6163)

募集する科：①ＩＴスキル科②ＯＡビジネス科③ＣＡＤ
設計科④総合実務科(知的障がい者対象)⑤ワー
クサポート科(精神障がい者・発達障がい者対象)

訓練期間：①～④1年、⑤9か月
期 限：2月16日(水)まで
詳 細：ハローワーク春日井(☎81－5135)また
は愛知障害者職業能力開発校(☎0533－93－
2102)へ

愛知障害者職業能力開発校訓練生募集

【さぼがーるの体験日記】

　今回は「#お部屋に
　　　　  MYサボテン飾ってみた」です。

「春日井サボテン」の魅力を発信！「春日井サボテン」の魅力を発信！

経済振興課(☎85－6244)経済振興課(☎85－6244)

市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

採 用：職員に欠員が生じたとき
有効期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日
勤務日：月曜日～金曜日(祝休日を除く)
内	缶、びん、ペットボトルのリサイクルに伴う作
業とクリーンセンターの軽作業

給 与：(週5日勤務の場合)1日勤務は月額14万
6197円、半日勤務は月額7万3098円　※通勤手
当、衛生手当、期末手当あり(支給条件あり)

期 限：2月9日(水)まで

クリーンセンター会計年度任用職員登録
クリーンセンター (☎88－0247) ID:1010577

採 用：令和4年4月1日
職 種：一般職①社会福祉士②主任介護支援専門員
③社会福祉士を有する介護支援専門員

定	①3人程度、②③で1人程度
給 与：月給18万2200円から(大学新卒の場合)　
※その他各種手当あり

期 限：1月21日(金)まで
詳 細：市社会福祉協議会ホーム
															ページ(右の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)

掲載期間：4月～ 9月(6か月分)
掲載場所：給与支給明細書(約4700人/月)裏面
規 格：一色刷り(色指定不可)縦約15㎝×横約10㎝
掲載料：10万円　　期 限：1月21日(金)まで

給与支給明細書などへの広告
人事課(☎85－6024) ID:1019349

掲載期間：4月～令和5年3月分(8月を除く)
規 格：1色刷り・黒　縦35㎜×横60㎜
作成部数：1か月約2万6000部
掲載料：入札により決定(最低入札価格：16万5000
円)　※2月10日(木)に実施

期 限：1月27日(木)まで

学校給食献立表の広告
　　　  学校給食課(☎85－6341) ID:1006002

採用期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日
勤 務：平日(月10日)午前9時～午後4時　※早朝、
土・日曜日などの勤務もあり

内	公共の場所におけるポイ捨てやふん害防止の巡
視・啓発、散乱しているごみやふんなどの回収、
ごみの分別・排出などの指導や啓発

定	 4人	
給 与：月額5万7851円から　※通勤手当、衛生手
当あり(支給条件あり)

期 限：1月28日(金)まで	

環境美化指導員
       ごみ減量推進課(☎85－6226) ID:1012259

任 期：令和4年4月～令和6年3月
内	消費生活に関する意見・苦情・要望などの情報提
供、講習会・消費者啓発イベントへの参加など

定	 10人程度　　期 限：2月18日(金)まで

消費活動見守り推進員
　  市民活動推進課(☎85－6616) ID:1003726

設置場所：市役所本庁舎はじめ2施設
設置台数：3台(2者)
設置期間：4月1日～令和7年3月31日
期 限：2月8日(火)まで　　入札日：2月25日(金）

飲料用自動販売機設置事業者
　　　  管財契約課(☎85－6267) ID:1009793

■	市ホームページ
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採 用：夏季休業期間　　勤務地：小学校
内	児童の見守り、各教室運営指導者の補助
給 与：時給960円　※通勤手当あり

サマー・スクールかすがいの従事職員
             学校教育課(☎85－6442) ID:1009070

時	 3月20日(日)午前9時30分～午後0時30分(予定)
販売品目：家庭での不用品　※営利目的の出品は不可
定	 23小間(抽選)
期 限：2月4日(金)まで　※募集要領および記載内
容を変更しました。不備がある場合、無効にな
ることがありますので必ず市ホームページや電
話で確認してください。

フリーマーケットの出店者
   エコメッセ春日井(☎88－5006) ID:1002706

時	令和4年4月～令和5年2月(受講日は火曜日に年
40回)　※受講日以外も水やりや出荷作業あり

場	大泉寺町字大池下地内
内	出荷を前提とした野菜栽培の実習、講座
定	若干名　　期 限：2月10日(木)まで

かすがい農業塾受講生
　　　　　  農政課(☎85－6236) ID:1009285

時	 2月20日(日)午前9時
～午後3時

内	予選リーグを行い、
各上位チームで決勝
トーナメントを行う

定	 24チーム(抽選)　　
期 限：1月21日(金)まで
詳 細：総合体育館ホームページ
　　　			（右のQRコード）へ

春日井フットサルフェスタ参加者
総合体育館(☎84－7101)

時	学年末…3月25日(金) ～ 31日(木)、学年始…4
月1日(金) ～市内小学校の1学期始業式の前日　
※いずれも日曜日を除く、午前8時～午後7時

定	若干名　※募集施設は、市ホームページを見る
か問い合わせてください

受付期間：2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(☎052－232－7715)、それ
以外は市社会福祉協議会(☎84－3241)

子どもの家の春休み限定利用者
ID:1011826

募集住宅 募集戸数 家賃
道場山住宅 2Ｋ(一般・単身)3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

東野住宅 3ＤＫ(高齢・障がい)
1戸、(一般)1戸

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

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

受付期間：2月1日(火)～8日（火）　※1月11日（火）から
　　　		申込案内を配付
公開抽選日：2月15日(火)　　入居可能日：4月1日(金)

時	とき　場	場所　内	内容　定	定員

市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

催し名 とき ところ 問い合わせ HP( ホームぺージ )

【振替公演】 
親子のためのはじめての音楽会

1月20日(木）
10:00 ～、11:30 ～

文化フォーラム
春日井

かすがい市民
文化財団

☎ 85－ 6868

椰子の実ウクレレコンサート
1月22日（土）
11:00 ～ 11:30、
13:00 ～ 13:30 グリーンピア

春日井

グリーンピア
春日井

☎ 92－ 8711歌声ほっとコンサート
～シネマ＆ミュージカル～

1月23日(日）
11:00 ～11：40

【かすがい
　市民文化財団】

【グリーンピア春日井】

　第 41回を迎える今年も、小中学生の部と一般の部に多くの作品の応募がありました。
作品展　とき：1月 22日（土）～ 2月 6日 (日）〈月曜日休館〉9:00 ～ 17:00( 最終日 16:00 まで）
　　　　	場所：文化フォーラム春日井
市長賞の作品展示　とき：1月下旬～令和 5年 1月下旬　場所：内々神社（内津町）
作品集配布　とき：1月 22日 (土）から　　
　　　　　　場所：文化フォーラム春日井、市役所情報コーナー、東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民館

【短詩型文学祭】

～コンサート・イベント～～コンサート・イベント～

問い合わせ：かすがい市民文化財団	☎ 85 － 6868
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