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　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や
その他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生
活を支援するために、年金に上乗せして支給され
るものです。新たに対象になる人には、9月初旬以
降、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書
(はがき型)が送られています。必要事項を記入して、
早めに返送してください。令和5年1月4日(水)〈必
着〉までに請求手続きが完了すると、令和4年10月
分からさかのぼって受け取ることができます。
問い合わせ：給付金専用ダイヤル☎0570－05－4092
（050から始まる電話でかける場合は☎03－
5539－2216)

年金生活者支援給付金の請求は済んでいますか
日本年金機構名古屋北年金事務所 ☎052－912－1213

　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4年9月30日までと
していましたが、令和4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☎
85－6157、後期高齢者医療保険加入者☎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

取得できる
証明書

所得課税証明書（最新年度のみ）
※毎年6月1日に新年度に切り替え

取扱店舗 全国のコンビニエンスストアなど
※マルチコピー機設置店

利用時間 午前6時30分～午後11時　※店舗の営
業時間内。土・日曜日、祝休日利用可

必要なもの マイナンバーカード　※4桁の暗証番号
（利用者証明用電子証明書用）で本人確認

手数料 300円/通
（市役所窓口などでの手数料と同額）

時	 10月3日(月)から
対	所得情報がある市民　※市外へ転出した人や賦
課期日の1月1日に市民でなかった人は利用でき
ません。

所得課税証明書のコンビニ交付を開始
                    市民税課 ☎85－6092 

				　	　　					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。

　蔵書の一斉点検・整理のため、図書館、グルッポ
ふじとう図書館および各施設の図書室を休館します。
時	 10月11日(火) ～ 19日(水)

蔵書点検のため図書館・図書室を休館
図書館 ☎85－6800

時	①10 ～ 12月の第2・4木曜日②10月20日(木)、
12月15日(木)③11月17日(木)午後1時30分～ 3
時30分

場	①市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

定	各15人(先着順)

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

狂犬病予防注射は済みましたか

今年の注射済票の色は黄色黄色です。
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。

環境保全課	☎85－6279

ID:1003756

　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:1002725

時	とき　場	場所　内	内容　対	対象　定	定員　持	持ち物　申	申し込み 市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

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
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5年
1月31日

10月15日～
令和5年
1月31日

10月1日～
令和5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
ードか電話で取り寄せ(郵送での提出可)

持	本人確認書類(運転免許証など)、身体障がい者手
帳(対象者②のみ)

※	詳しくは、10月1日（土）以降に市ホームページで
確認してください。

高齢者肺炎球菌ワクチン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
はがきで案内した対象の人は、費用の一部を負担す
ることで接種が可能です。
　また、定期予防接種の対象外の人でも、肺炎球菌
ワクチン接種を今までに一度も受けていない人は、
費用の補助制度があります。

ID:1003118

■	市ホーム
　	ページ
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時	 11月12日(土)・13日(日)・14日(月)・16日(水)
	 午前10時15分～午後4時　※月・水曜日は通年
開催

場	東海税理士会小牧支部(小牧市小牧)

無料税務相談(予約制)
東海税理士会小牧支部 ☎72－9712

時	 11月13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

会議の公開
会議 担当課 詳細

生涯学習審議会 文化・生涯学習課
☎85－6447

時	10月7日(金)午後2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	10月11日(火)午後1時30分から
場	市役所6階研修室　　定	10人(先着順)

防災会議 市民安全課
☎85－6072

時	 10月18日(火)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21日(金)午後2時から
場	市役所南館4階第3委員会室　　定	5人(先着順)

地域包括支援センター
運営等協議会

時	 10月28日(金)午後2時から
場	レディヤンかすがい　　定	5人(先着順)

観光・にぎわい創出
推進会議

経済振興課
☎85－6244

時	10月24日(月)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)

商工業振興審議会 経済振興課
☎85－6242

時	10月25日(火)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)

子ども・子育て支援対策
協議会

子ども政策課
☎85－6206

時	10月25日(火)午後2時から
場	ささえ愛センター　　定	5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27日(木)午後2時から
場	市役所6階研修室　　定	10人(先着順)
申	10月3日（月）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31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)

　ひとりで悩まず、人権擁護委員にLINEで相談
※人権擁護委員は、市町村長から推薦を受けて法務
　大臣から委嘱された民間の人です。
時	午前8時30分～午後5時15分	※土・日曜日、祝
休日を除く

方 法：LINE公式アカウント「SNS人権
相談｣(右のQRコード)へ

ＬＩＮＥで相談できる｢ＬＩＮＥじんけん相談｣
名古屋法務局春日井支局 ☎81－3210

時	 12月10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
対	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18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

保健センター特定健診
健康管理事業団 ☎84－3070

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？
　里親とは、保護者の病気、虐待などさまざまな事
情によって自分の家庭で暮らせなくなった子どもた
ちを、子どもやその家族に必要な期間、温かい家庭
的な雰囲気の中で養育して下さる人のことです。県
では、里親になってくださる人を募集しています。

10月は｢里親月間｣です
          県春日井児童相談センター ☎88－7501

■	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！

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

　市民病院では、健康保険法改正に基づき、紹介状
などがない場合の選定療養費を改定しました。
初 診：医科…7700円、歯科…5500円
※	救急搬送者、公費負担医療の受給者などは除く

初診などにかかる選定療養費の改定
医事課 ☎57－0057
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　水銀使用製品の適正な処理やレアメタルなどの資
源の効率的な回収を行うため、家庭から出る蛍光管
や小型家電の拠点回収を行っています。10月1日か
ら回収施設を3か所拡大し、合計15か所で行います。
従来の｢ごみステーション｣での回収も引き続き行い
ますが、拠点回収を利用してください。
対	①蛍光管：長さ80cm未満のもの　※割れた蛍光
管(長さ80cm未満)、白熱電球、LED電球は｢燃
やせないごみ｣に出してください。

	 ②小型家電：縦4cm、横10cmの回収箱投入口
に入る充電式小型家電(携帯電話、スマートフォ
ン、モバイルバッテリー、加熱式・電子たばこ、
電気シェーバー、電動歯ブラシなど)　※その他
の充電式電池を内蔵した小型家電は｢金属類(発
火性危険物)｣に出してください。

回収施設：【新規】西部ふれあいセンター、中央公民館、
ささえ愛センター【継続】味美ふれあいセンタ
ー、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセ
ンター、知多公民館、鷹来公民館、坂下公民館、
東部市民センター、坂下出張所、レディヤンか
すがい、総合福祉センター、エコメッセ春日井、
清掃事業所

蛍光管・小型家電の拠点回収
                             ごみ減量推進課 ☎85－6222

　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。
月に1度は自己触診を行い、定期的に乳が
ん検診を受け、がんの早期発見・治療に
つなげましょう。
ピンクリボン運動の実施
内	元気ショップとのコラボレーション、街頭啓発
など

10月は「乳がん月間」～ピンクリボン運動～
              健康増進課 ☎85－6166 ID:1011708

申請期限：助成対象品購入後、1年以内
　　　　　※令和4年4月1日以降に購入したもの

※詳しくは、市ホームぺージ
　（右のQRコード）へ
　健康増進課	☎85－6166

    がん患者の人へがん患者の人へ
ウィッグなどの購入費を助成しますウィッグなどの購入費を助成します
	対象品：ウィッグ・医療用帽子、乳房補整具

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(水)〈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 ID:1009204

時	とき　場	場所　内	内容　対	対象　定	定員　申	申し込み

				　	　　					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。

　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6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
する場合がありますので、詳しくは確認してく
ださい。

場	市内の道路や公園など公共の場
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。

秋季かすがいクリーン大作戦 
ごみ減量推進課 ☎85－6226

美濃焼祭 ( みのやきさい）美濃焼祭 ( みのやきさい）

問い合わせ：オリベステーションたじみ観光イベント
　　　　　　実行委員会事務局	☎0572－22－1250

時	10月8日（土）～ 10日（祝）午前9時30分～午後
4時（初日は午前9時から）

場	 JR多治見駅（多治見市音羽町）ほか
内	「本物に出会う」をテーマとして、巨匠作品展
　示や窯元直売、サボテン寄せ植え体験など

		春日井市と多治見市は地域連携協定を締結し、
相互に連携・協力しています。

　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 ID:1002711
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市HP「ページ番号検索」
にID入力で簡単検索！

区 画：新規墓所(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

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）

個人情報等の保護に関する
条例の骨子案

10月3日（月)～
11月2日（水)〈必着〉

〒486－8686春日井市総務課（☎85－6129、FAX83－
9988、Ｅメールsomu@city.kasugai.lg.jp)

閲覧場所：総務課、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、総務課へ　※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:1029519

任 期：委嘱した日から2年間
内	多文化共生の推進に関することについて、年1～
4回程度開かれる会議で審議する

定	 3人　　期 限：10月14日(金)まで

多文化共生審議会の委員
    ささえ愛センター ☎56－1943 ID:1022402

発送時期：令和5年1月下旬ごろ
掲載場所：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：3枠
掲載料：1枠2万円　　期 限：10月14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

■	市ホームページ

　北口駅前広場再整備方針(中間案)について、市民
の皆さんの意見を参考とするためアンケートを実施
します。調査にあたり無作為に抽出した人に調査票
を郵送しますので協力をお願いします。
※	抽出された以外の人でも、アンケート専用フォー	
　	ム（右のQRコード）から回答できます。
回答期限：郵送は10月21日(金)〈消印有
効〉、専用ホームページは10月31日
（月）まで

高蔵寺駅北口駅前広場再整備に関するアンケート
ニュータウン創生課 ☎85－6054

　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

採 用：随時（応相談）
内	市内の公園、緑地などの維持管理、施設管理作業
勤 務：月14日程度（土・日曜日、祝休日もあり）
給 与：時給1060円(業務内容により異なる場合あり）
※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

採 用：令和5年4月1日　　職 種：事務職
定	 1人
給 与：18万2200円から(大卒の場合)　※その他
各種手当あり

試験日程：第1次：12月4日(日)　※第2次は1月中旬、
内定は1月下旬(予定)

期 限：直接持参は11月18日(金)、郵送は11月11
日(金)〈消印有効〉

詳 細：市シルバー人材センターホーム
ページ(右のQRコード）へ

市シルバー人材センター正規職員
市シルバー人材センター事務局 ☎84－3515

内	アトリウム音楽祭【春】〈令和5年3月18日(土)・
19日(日)開催〉で日頃の練習成果を発表したい
音楽団体

期 限：10月23日(日)まで
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

アトリウム音楽祭【春】出演団体
かすがい市民文化財団 ☎85－6868

				　	　　					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。

内	内容　定	定員
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