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　9月1日(木)に国民健康保険被保険者証を一斉に
更新します。8月中旬から下旬にかけて、加入者全
員分の国民健康保険被保険者証を封入した簡易書留
郵便を世帯主宛てに送付します。記載内容に変更が
ある場合や、8月31日(水)までに被保険者証が届か
ない場合は、問い合わせてください。※古い被保険
者証は9月以降、各世帯で破棄してください。

国民健康保険被保険者証の一斉更新
保険医療年金課(☎85－6156)

　8月13日(土) ～ 15日(月)は、 始 発 か ら1時 間 ご
とに運行します(帰りの最終のみ、時間が異なりま
す)。なお、交通事情により、バスの時刻が遅れる
場合があります。また、墓参バスは、例年始発の
乗車人数が最も多くなっていますので、新型コロ
ナウイルス感染防止のため、2便目以降を利用す
るなど、混雑防止に協力してください。 ※料金に
ついての問い合わせは、名鉄バス ㈱ 春日井営業所 
(☎92－5311)へ

潮見坂平和公園墓参バス時刻表
潮見坂平和公園管理事務所(☎84－4444)

バス停 始発 最終

行
　
き

味美駅 8:40 12:40
味美ふれあいセンター 8:43 12:43
花長町１丁目 8:44 12:44
知多公民館前 8:46 12:46
山王小学校前 8:47 12:47
勝川駅 8:49 12:49
柏井町１丁目 8:50 12:50
八幡社前 8:51 12:51
柏井町４丁目 8:52 12:52
春日井高校前 8:53 12:53
鳥居松２丁目 8:54 12:54
春日井市役所前 8:55 12:55
鳥居松 8:56 12:56
鳥居松８丁目 8:57 12:57
総合福祉センター前 8:58 12:58
篠木 8:59 12:59

バス停 始発 最終

行
　
き

東部中学校前 8:59 12:59
篠木６丁目 9:00 13:00
篠木７丁目 9:00 13:00
篠木８丁目 9:01 13:01
下市場 9:02 13:02
出川 9:04 13:04
大泉寺 9:06 13:06
平和公園第１ 9:12 13:12
平和公園第２ 9:16 13:16
平和公園第３ 9:19 13:19
平和公園第６ 9:19 13:19

帰
　
り

平和公園第３ 9:55 14:00
平和公園第６ 9:55 14:00
平和公園第２ 9:57 14:02
平和公園第１ 9:59 14:04

（各バス停） ～ ～
味美駅 10:31 14:36右上段へ↗

当日は、潮見坂平和公園管理事務所（平和公園第１
バス停前）で墓参用の花、線香を販売予定

    　 　　     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。

　令和2年4月1日から請求受付を開始している｢第
11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金｣は、請求
期限を過ぎると受給権が無くなりますので、早めに
請求してください。
請求期限：令和5年3月31日（金）

特別弔慰金の請求期限が近づいています
地域福祉課(☎85－6198)

　ぶどうコンクールは規模を縮小して実施します。
コンクールに出品されたぶどうを販売します。
時 8月22日(月)午後2時から
販売場所：JAグリーンセンター春日井中央店(西山町3)

・味美店(知多町3)、ファーマーズマーケットぐ
ぅぴぃひろば(松本町1)

ぶどうコンクール出品物の販売
農政課(☎85－6236)

　令和3年4月から令和4年3月までの住民基本台帳
の一部の写しの閲覧状況を市ホームページ、各出張
所などで公表しています。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
市民課(☎85－6143) ID:1001917

　市制80周年記念事業として市民活動を行う皆さ
んの自由な発想を生かし、自ら企画・実施を行う市
民団体企画事業を7月1日から募集しています。
　より多くの市民団体から事業を応募していただけ
るよう、募集期限を8月31日（水）から9月22日（木）9月22日（木）
に延長しました。

市民団体企画事業の募集期間延長
 ささえ愛センター (☎56－1943) ID:1028848

　上下水道の使用開始・使用中止をはじめ、電気
やガスなどの引越し手続きをPC、スマートフォン
から一括で行うことができます。
※ Ｗeb会員登録が必要。詳しくは、引越れんらく
　 帳 Ｗebサイト(右下のＱＲコード)へ

引越しワンストップサービス(引越れんらく帳)
上下水道業務課(☎85－6346)

　お盆の期間は、空港駐車場が満車になる恐れがあ
ります。空港を利用する際は、公共交通機関を利用
してください。

県営名古屋空港からのお知らせ
名古屋空港総合案内所(☎28－5633)

時 8月20日(土)、9月23日(祝)午前10時～午後5時
場 イオン春日井ショッピングセンター (柏井町4）
※ 当日の持ち物は不要

マイナンバーカード出張申請サポート
市民課(☎85－6138)

■ 市ホームページ市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！
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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。

時 8月26日(金)、11月11日(金)、令 和 5年1月20日
(金)午後2時～ 4時

内 精神科医師と酒害相談員による専門相談
対 アルコールの問題で悩んでいる人やその家族

アルコール専門相談(予約制)
県春日井保健所(☎31－0750)

会議の公開
会議 担当課 詳細

子ども・子育て支援対策協議会 子ども政策課
（☎85－6206）

時 8月18日(木)午後2時から
場 ささえ愛センター　　定 10人(先着順)

文化振興審議会 文化・生涯学習課
(☎85－6079)

時 8月23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)

空き家等対策協議会 住宅政策課
（☎85－6572）

時 8月23日(火)午後2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 8月16日（火)から、住宅政策課へ 

廃棄物減量等推進審議会 ごみ減量推進課
(☎85－6222)

時 8月24日(水)午後2時から　　
場 文化フォーラム春日井　　定 10人(先着順)

地域公共交通会議 都市政策課
(☎85－6051)

時 8月24日(水)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)

総合計画審議会 企画政策課
(☎85－6041)

時 8月30日(火)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)

生涯学習審議会 文化・生涯学習課
(☎85－6447)

時 8月31日(水)午後2時から　
場 文化フォーラム春日井　　定 10人(先着順)

選挙管理委員会 総務課
(☎85－6071)

時 9月1日(木）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3階行政委員会室　　定 5人(先着順)

環境審議会 環境政策課
(☎85－6216)

時 9月1日(木)午後2時から　　
場  文化フォーラム春日井　　定 10人(先着順)

上下水道事業経営審議会 上下水道経営課
（☎85－6347）

時 9月5日(月)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 8月22日（月)から、上下水道経営課へ 

教育委員会定例会 教育総務課
（☎85－6436）

時 9月14日(水)午後1時30分から
場 市役所9階教育委員会室　　定 10人(先着順)
申 当日午後1時から、教育総務課へ

委員会名 日時
文教経済委員会 8月16日(火)午前9時～

厚生委員会 8月17日(水)午前9時～
建設委員会 8月18日(木)午前9時～
総務委員会 8月19日(金)午前9時～

場 市役所南館4階全員協議会室
定 5人(抽選)
※ 開催しない場合や日程が変更になる場合あり
※ 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

市議会常任委員会
議事課(☎85－6492)

時 とき　場 場所　内 内容　対 対象　定 定員　費 費用　申 申し込み

　  水の大切さについて、　  水の大切さについて、
                 改めて考えてみませんか。                 改めて考えてみませんか。

　水の大切さについて、
               改めて考えてみませんか。

8月1日は「水の日」8月1日は「水の日」
8月1日～ 7日は「水の週間」8月1日～ 7日は「水の週間」
8月1日は「水の日」
8月1日～ 7日は「水の週間」 　かすがいシティバスの乗り方だけでなく、学区ご

との身近な公共施設や病院、コンビニの場所やそこ
への移動方法といった日常生活に役立つ細かな情報
を、市ホームページで見ることができるので活用し
てください。

学区ごとのバスマップ
　　　   都市政策課(☎85－6051) ID:1028868

時 ①8月27日(土)②8月28日(日)③8月29日(月) ～
31日(水)午前10時～正午、午後1時30分～3時30分

場 ①高蔵寺浄化センター②文化フォーラム春日井
③市役所801会議室

尾張都市計画下水道の個別説明会(事前予約制)
上下水道経営課(☎85－6347)  　　　　　ID:1029128
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　県では、外出行動における交通手段の利用状況な
ど、皆さんの1日の交通の実態を把握し、今後のま
ちづくりなどに活用するため、9月から11月に交通
に関する調査を実施します。調査にあたり、無作為
に抽出した世帯に案内はがきを送りますので、本調
査への協力をお願いします。
問い合わせ：中京都市圏パーソントリップ調査サポート

センター (☎0120－052－133)、県都市計画課
(☎052－954－6516)　

中京都市圏パーソントリップ調査に協力してください

食中毒に気を付けましょう!食中毒に気を付けましょう!

〇長時間持ち歩かない
〇持ち帰ったら、すぐに食べる
〇再加熱をする場合は、しっかり加熱する

健康増進課( 　85－6168)

テイクアウト・デリバリー利用時も気を付けましょうテイクアウト・デリバリー利用時も気を付けましょう

食中毒予防の３原則食中毒予防の３原則
☎

〇菌をつけない＝手や食材を洗う
　　　　　　　　調理器具を分ける
〇菌を増やさない＝生鮮食品などは素早く
　　　　　　　　　冷蔵庫へ
〇菌をやっつける＝加熱処理（中心温度75℃で

　　　　　　　   1分以上）

　 おう吐や下痢などの症状は、食中毒の
原因菌などを排除しようとする体の防
衛反応です。市販薬をむやみに服用せ
ず、早めに医師の診断を受けましょう。

「食中毒かな？」と思ったら…「食中毒かな？」と思ったら…

　民事などに関する法律相談について、弁護士が相
談を受けます。
時 9月11日(日)午後1時～ 4時 ※相談時間は25分

休日法律相談(予約制）
市民相談コーナー (☎85－6620)

　子育てを地域の中で相互にサポートする有償のボ
ランティア組織で依頼会員と援助会員があります。
子育ての手助けや手伝いをしたい人はいませんか。
会員になるための講習会
時 9月25日(日)午後1時～ 5時
場 東部市民センター
内 それぞれの会員活動に必要な知識を学ぶ
定 30人(託児10人、6か月から)〈先着順〉
申 9月3日(土)午前9時から、受講者の証明写真(縦

4cm×横3cm)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

 ファミリー・サポート・センター会員
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

ヤング健診（集団） 特定健診

時
10月8日（土） 10月15日（土）

 受付時間は、申し込み後受診者に通知
場 保健センター

内 
身体計測、診察、血圧測定、尿検査、
血液検査（脂質、肝機能、血糖、貧血、

腎機能）、心電図検査など

対 
令和4年4月～令和5年
3月に18 ～ 39歳の誕

生日を迎える人

令和5年3月31日までに
40歳以上になる、受診
日において国民健康保
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）

費 受診料500円

申 

 9月9日（金）〈必着〉までに、電話かはがき、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、FAX84－3068へ

保健センター 健診
　　　  市健康管理事業団(☎84－3070)

　生活が乱れやすい夏休みに｢生活リズムカレンダ
ー ｣に取り組み、夏を元気に過ごしましょう。「生
活リズムカレンダー」を提出すると、抽選で温水プ
ール（サンフロッグ春日井）利用券が当たります。
対 小学生
配布方法：市ホームページ
提出方法：9月16日(金)までに、直接か郵送、Ｅメール

で〒486－8686春日井市健康増進課、Ｅメール  
kenko@city.kasugai.lg.jpへ

｢生活リズムカレンダー ｣に取り組みましょう
　　　  健康増進課(☎85－6164) ID:1003191

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

　いじめ、虐待など、子どもの人権に関わる悩み事、
心配事などの相談に応じます。相談内容の秘密は固
く守られますので、一人で悩まず、気軽に相談して
ください。
時 8月26日(金) ～ 9月1日(木)午前8時30分～午後7

時〈27日(土)・28日(日)は、午前10時～午後5時〉
問い合わせ：子どもの人権110番(☎0120－007－110)

全国一斉｢子どもの人権110番｣強化週間
名古屋法務局人権擁護部(☎052－952－8111)

■ 市ホームページ市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！
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詳 細：①法人本部・田口(☎93－1310)②③春日
井エリア事務センター・佐々 (☎32－2260)

地域包括支援センター職員
センター名 職種 定員 運営法人名

①地域包括
支援センター

坂下

社会福祉士、
保健師、
主任介護

支援専門員

いずれか
1人

（未経験
者可）

(福）春生会

②地域包括
支援センター

鷹来

保健師、
主任介護

支援専門員
各1人

(福)サン・
ビジョン③地域包括

支援センター
西部

保健師 1人

■ 市ホームページ市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

採 用：令和4年10月1日(応相談)
職 種：放課後児童支援員
定 3人程度
給 与：月給15万8003円～18万2887円 ※資格手

当(1万 円 ～ 2万 円)、処 遇 改 善 手 当(9000円)、
その他各種手当、賞与あり

期 限：9月2日(金)
詳 細：市社会福祉協議会ホームページ

(右のＱＲコード)へ

市社会福祉協議会嘱託職員(子どもの家)
市社会福祉協議会総務課(☎84－1011)

採 用：令和5年4月1日
職 種：事務職
定 2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：直接は8月26日(金)、郵送は8月19日(金)〈消

印有効〉
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

市スポーツ・ふれあい財団正規職員
市スポーツ・ふれあい財団庶務課(☎85－4320)

採 用：令和5年4月1日
職 種：一般事務(高卒程度・障がい者)、技術職、

消防職(高卒程度)など
試験日程：第1次：9月18日(日) ※第2次は10～11月、

内定は11月下旬(予定)
期 限：8月24日(水)

正規職員
　　　　　  人事課(☎85－6021) ID:1028906

採 用：令和5年4月1日
専門領域：基礎看護学、老年看護学
定 1人
資 格：保健師、助産師または看護師として5年以

上業務に従事した人(専任教員養成講習会修了者
　  優遇)
詳 細：公立春日井小牧看護専門学校
       ホームページ(右のＱＲコード)へ

看護専門学校専任教員(正規職員)
公立春日井小牧看護専門学校(☎84－5611)

時 とき　場 場所　定 定員

職種 勤務 給与（時給）
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 ①②980円

②は衛生
手当（日額
500円）

支給
②調理員
(保育園)

〇平日の午前8時30分～午後2
時30分（週3日または週5日）か、
午前8時30分～午後4時30分
〇土曜日は月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 960円
④管理
　栄養士

平日の午前8時30分～午後3時
30分

1250円

※①③④の勤務日は学校給食の実施日。一時金、通
　勤手当等規定支給
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、桃山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（右のQRコード）へ

市食育推進給食会職員
市食育推進給食会(☎52－5505)

パート職員(登録）

正規職員

職種 定員 給与
栄養職員

（管理栄養士
免許要）

1人程度 市食育推進給食会の規定に
より決定 ※各種手当あり

調理職員 5人程度

期 限：8月22日(月)

採 用：令和5年4月1日

採 用：職員に空きが生じたとき
有効期間：登録後1年間（採用時に面接）
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　建築物やブロック塀の維持保全を適正に実施
することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火
災などの災害時の被害を軽減し
ます。
　建築物の安全性を確保するた
め、日頃の安全点検を行うなど
適正な維持保全に努めましょう。

建築指導課（☎ 85 － 6328)

8 月 30 日～ 9 月 5 日は建築物防災週間

　警察官は｢県民の安全と安心を守るため｣に仕事を
しています。今日も明日も平和な一日であってほし
いと春日井の街をパトロールしています。「あなた
の正義が誰かを守る」あなたもそんな生き方をして
みませんか。
第1次試験日：9月18日(日)
受付期間：8月8日(月) ～ 29日(月)
詳 細：県警察ホームページ(右のＱＲ
　コード)へ

警察官
春日井警察署警務課(☎56－0110)

設置場所：消防署、各出張所(4か所)
設置台数：5台(各場所に1台）
設置期間：10月1日～令和6年3月31日
受付期間：8月19日(金) ～ 25日(木)

飲料用自動販売機設置事業者
              消防総務課(☎85－6377) ID:1028832

　11月から開催する写真家・浅田政志の個展のプ
レ企画として、参加者が自身のスマートフォンに蓄
積されたデジタル画像から1枚を選りすぐってプリ
ントするワークショップを行います。
時 9月19日(祝)午後2時～ 4時
場 文化フォーラム春日井　
定 20人
期 限：8月31日(水)
詳 細：かすがい市民文化財団ホーム
     ページ(右のＱＲコード)へ

浅田政志ワークショップ｢私の1枚｣参加者
かすがい市民文化財団(☎85－6868)

　自宅にいながら大学の講義をオンラインで受講す
ることができます。
聴講期間：9月21日(水)～令和5年1月26日(木)〈約15回〉
受付期間：8月1日（月）～ 19日（金）
問い合わせ：中部大学ホームページ(右のＱＲ

コード)へ

中部大学エクステンションカレッジ秋学期聴講生
中部大学地域連携センター (☎51－4392)

    　 　　     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。

会計年度任用職員登録者

保育園職員
任 用：職員に空きが生じたとき

フルタイム パート

職種   ①保育士
②現業員兼事務員（保育士の事務作業補助など）

勤務
時間

平日7時間45分①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16万1862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）

問い合わせ：保育課(☎85－6202)
I D：1002333

放課後なかよし教室職員
任 用：職員に空きが生じたとき

問い合わせ：学校教育課(☎85－6442)
I D：1009070

　　 運営指導者  　  　協力者
内容 運営、児童の見守りなど 運営指導者の補助

勤務地 小学校

給与
(時給）

1100円 960円
※期末手当、通勤手当あり（条件あり）

市民意見(パブリックコメント)
名称 提出期間 担当課（提出先）

観光によるにぎわい創出
基本計画（中間案）

8月23日（火) ～
9月21日（水)〈必着〉

〒486－8686春日井市経済振興課（☎85－6244、
FAX84－8731、Ｅメールkeizai@city.kasugai.lg.jp)

資料の配布・閲覧場所：経済振興課、市ホームページ、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
提出方法：直接か郵送、ファクス、Eメールに意見、住所、氏名を書いて、経済振興課へ ※意見に対する個別の   
              回答はしません。内容については、個人が特定されない形で原則として公表します。

ID:1029109
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