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　ニュータウン内に設置するモビリティポート(交通
案内システムとしての電光掲示板)を利用して、乗
合タクシーの呼び出しやクーポン配布協賛店舗情報
などのさまざまなサービスを体験してみませんか。
時	 1月30日(月) ～ 3月3日(金)
場	グルッポふじとう、アピタ高蔵寺店(中央台2)、
藤山台団地店舗前、名古屋徳洲会総合病院(高蔵
寺町北2)、東海記念病院(廻間町)

モビリティポートの社会実験
                都市政策課 ☎85－6051

時	 2月7日(火)～21日(火)〈土・日曜日、祝日を除く〉
※この変更案についての意見書は、期間中に市長宛
　てに提出可能

市公共下水道事業計画変更(案)の縦覧
上下水道経営課 ☎85－6347

　市民病院では、医療機関の役割分担による高度医
療確保のため、4月1日からは「子ども医療費助成」、
「母子・父子家庭医療費助成」の受給対象者も紹介状
なしで受診する場合は、選定療養費がかかります。

初診などにかかる選定療養費の変更
医事課 ☎57－0080

会議の公開
会議 担当課 詳細

放課後教室運営委員会 学校教育課	
☎85－6442

時	2月3日(金)午前10時から
場	市役所9階教育委員会室　　定	10人(先着順)

地域福祉計画推進協議会 地域福祉課	
☎85－6184

時	2月14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)
申	1月31日(火)から、地域福祉課へ

廃棄物減量等推進審議会 ごみ減量推進課	
☎85－6222

時	 2月17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)

多文化共生審議会 ささえ愛センター
☎56－1943

時	 2月24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)

選挙管理委員会 総務課
☎85－6586

時	 3月1日(水)午前9時30分から	※審議内容により、非公
開とする場合あり

場	市役所10階1004会議室　　定	5人(先着順)

いじめ問題対策委員会 学校教育課	
☎85－6442

時	 3月6日(月)午後2時から	※審議内容により、非公開と
する場合あり

場	市役所9階教育委員会室　　定	5人(先着順)

時	2月9日(木)午前9時45分から
場	市民会館
内	表彰式、研究発表、講演会
功労者表彰：○個人…中本則明、木ネ申原司、佐治昌子
健全育成・非行防止作品表彰（市長賞のみ氏名掲載）：
				 ○ポスター…奥田千葵（鳥居松小6）、漆谷愛莉(石
尾台中3)ほか受賞者6人○書…小島早百合(篠木
小6)、𠮷田有咲（味美中3）、村田汐梨（春日井南
高1）ほか受賞者9人○標語…作石このか(高座小
5)、柴田晏寿(高蔵寺中1)、鈴置征也(春日井高等
特別支援3）ほか受賞者9人

大切な人へのメッセージ表彰：大河聖奈(白山小4)
研究発表： 高蔵寺中学校PTA「地域とともに子ども
の成長を支援するPTA活動」

講演会「話す力は家庭で育つ」
講	東海テレビアナウンサー・高井一

作品展示作品展示
時	①2月9日(木）～15日(水）②2月17日(金)～	
23日(祝）③2月25日(土)～ 3月5日(日)

場		①市役所市民ホール②サンマルシェ高蔵寺
(中央台1）③イオン春日井店（柏井町4）	※優
秀受賞作品を展示、市ホームページにも掲載

「子はかすがい、子育ては春日井」推進大会
           子ども政策課 ☎85－6151

				　	　　					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。

ID:1022357ID:1030523

県共同公売 
公売内容：不動産
入札日時：2月8日(水)午後1時30分～1時50分	 ※1時
51分から開札。市税等完納などにより中止の場
合あり

場	名古屋南部県税事務所(名古屋市熱田区)

差押財産の公売
  収納課 ☎85－6657 ID:1003465

　国民年金保険料の納付は、支払いの手間や時間が省
ける口座振替が便利です。さらに口座振替での前納は、
納付書に比べて割引額が多くなります。この他、クレ
ジットカードによる納付もできます。
期 限：2月28日(火)〈必着〉
詳 細：日本年金機構ホームページへ

国民年金保険料は口座振替での前納が便利でお得です
日本年金機構名古屋北年金事務所 ☎052－912－1213

「ページ番号検索」に
ID入力で簡単検索■	市ホームページ
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　郵便局でマイナンバーカード申請サポートを行っ
ています。(当日の持ち物は不要。｢個人番号カード
交付申請書｣を持っている人は持参)	※後日、市民
課か出張所での受け取りが必要
時	 3月31日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く)午前
9時～午後4時

場	春日井郵便局(柏井町3)、高蔵寺郵便局(中央台2)

マイナンバーカード申請サポート
市民課 ☎85－6138

利用開始日：3月4日(土)から	※1年間を通しての土曜日
対	就労などで土曜日に保護者が家庭にいない小学生
申	利用を始めようとする日の30日前の日から10日
前の日までに、必要書類を添えて希望する施設へ

問い合わせ：子育て子育ち総合支援館放課後児童クラブ
は子育て子育ち総合支援館(☎35－3501)、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)

子どもの家など放課後児童クラブの土曜日限定利用
ID:1030432

　令和4年度中に次の予防接種を受けた人は、補助
金申請期限が3月31日(金)までとなりますので、早
めに手続きをしてください。
対	市外で任意の予防接種を受けた人
　	○おたふくかぜ…1～6歳の小学校就学前の人		
※罹患歴のある人、過去に市の接種費用補助金を
受けた人は除く

　	○風しん…妊娠を希望する女性やその夫、妊婦
の夫で、風しんに対する抗体が不十分な人	※罹
患歴のある人、過去に接種を受けた人は除く

　	○高齢者肺炎球菌…65歳以上の人か60歳以上で
心臓などに1級程度の障がいがある人	※過去に
接種を受けた人、広域予防接種で受けた人は除く

任意予防接種の補助金交付申請期限が迫っています
　　　　健康増進課 ☎85－6168

「ページ番号検索」に
ID入力で簡単検索■	市ホームページ

任 期：4月1日～令和7年3月31日
内	高蔵寺リ・ニュータウン計画に基づくプロジェ
クトおよび施策の実施状況や成果目標の達成状
況について評価・検証を行う

定	 2人　　期 限：2月10日(金)まで

高蔵寺リ・ニュータウン推進会議委員
 ニュータウン創生課 ☎85－6048 ID:1030531

任 期：委嘱の日(令和5年6月予定)から2年以内
内	環境への負荷が少ない循環型社会を形成するた
め、ごみの減量や再利用の促進などに関する事項
を年2～4回程度審議する

定	 3人　　期 限：2月28日(火)まで

廃棄物減量等推進審議会の委員
        ごみ減量推進課 ☎85－6222 ID:1030260

　ひとりで悩みを抱えていませんか。炎症性腸疾患
（潰瘍性大腸炎、クローン病）の患者とその家族との対
話交流を通じて、病気や療養上の悩みなどについて
みんなで一緒に考えましょう。当日は医師（消化器内
科主任部長・平田慶和）、薬剤師（薬剤科主任・竹内
健悟）による講演のほか、医師・薬剤師・看護師・管
理栄養士・公認心理師・社会福祉士が個別相談にも
応じます。
時	 2月18日(土)午前10時～正午
場	市民病院講堂
申	 2月14日(火)までに、市民病院ホーム
　		ページ（申し込みフォーム）で

炎症性腸疾患 患者と家族の交流会
医事課 ☎57－0080

時	とき　場	場所　内	内容　対	対象　定	定員　申	申し込み

時	 3月12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

【引越れんらく帳】引越れんらく帳】

【引越しおまとめ便引越しおまとめ便】

　上下水道の使用開始・中止をはじめ、
電気やガスなどの引越し手続きをパソ
コンやスマートフォンなどから一括で
行うことができます。詳しくは、｢引越
れんらく帳｣か｢引越しおまとめ便｣の
各サイトを確認してください。

引越しワンストップサービス
上下水道業務課 ☎85－6346　妊娠期から子育て期にわたるさまざまな相談に応

じる伴走型相談支援とともに、経済的支援を行うた
め、令和4年4月以降に妊娠・出産した人を対象に「出
産応援給付金（妊婦1人につき）」・「子育て応援給付金
（子ども1人につき）」として、それぞれ5万円を支給し
ます。対象者には個別で案内します。詳しくは、市
ホームページで確認してください。

出産・子育て応援交付金事業
　　　子ども政策課 ☎85－6170 ID:1030690
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採 用：令和5年4月1日
勤 務：月～金曜日の午前8時～午後4時30分、午
前7時45分～午後4時15分(行事により、土・日
曜日、祝休日の勤務もあり)	※自家用車による
通勤が望ましい

内	小中学校の花壇の手入れ、来客応対、職員室・
職員用トイレの清掃など

定	 5人程度
面接・選考：2月20日(月)または21日(火)に実施予定
給 与：月給15万5511円～	※通勤手当、期末手当
あり(支給条件あり)。健康保険、厚生年金およ
び雇用保険に加入

期 限：2月10日(金)まで

小中学校運営補助職員
人事課 ☎85－6021

センター名：地域包括支援センター松原
運営法人：医療法人三仁会
職 種：社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員
定	いずれか2人(パート可)
問い合わせ：あさひ病院総務課・茗荷(みょうが)、鈴木
☎85－0077

地域包括支援センター職員

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 988円

②のみ
衛生手当
あり
（日額
500円）

②調理員
			（保育園）

		平日の午前8時30分～午後2時
　30分(週3日、5日勤務)か午前		
　8時30分～午後4時30分（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

④管理栄養士 		平日の午前8時30分～午後3時	
　30分 1250円

採 用：職員に空きが生じた時
有効期限：登録後1年間(採用時に面接)

パート職員登録
市食育推進給食会 ☎52－5505

※	一時金、通勤手当など規定支給あり。①③④の
勤務日は、学校給食の実施日

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へ

採 用：令和5年4月1日
内	窓口受付、事務作業　　定	2人程度
給 与：時給992円	※各種手当あり
期 限：2月28日(火)まで
詳 細：尾張東部聖苑ホームページへ

尾張東部火葬場管理組合臨時職員
尾張東部聖苑 ☎83－5001

採 用：令和5年4月1日(応相談)
職 種：①放課後児童支援員②放課後児童支援員助手
定	①5人程度②2人程度
給 与：①月給15万8003円～18万2887円②月給
15万1174円	※その他各種手当、

						賞与あり
期 限：2月20日(月)まで
詳 細：市社会福祉協議会ホームページへ

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

				　	　　					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。

開催日：6月7日(水)・8日(木)・9日(金)
内	各団体や企業が取り組んでいる、消費者問題や
暮らしに役立つ情報を、パネル展示などで発信

期 限：2月28日(火)まで

消費生活展新規出展団体
        市民活動推進課 ☎85－6616 ID:1003724

設置期間：4月1日～令和8年3月31日
設置場所：①落合公園②潮見坂平和公園管理事務所
台 数：①3台②1台
入 札：3月6日(月)午後3時から
期 限：2月22日(水)まで

飲料用自動販売機設置事業者
公園緑地課 ☎85－6284

内	〇コンサートや展覧会での受け付け、会場案内
など(年10回程度)〇自主企画としてのコンサー
トや講演会の開催(年1回程度)

文化ボランティア会員
　 文化・生涯学習課 ☎85－6079 ID:1013778

ファミリ－・サポート・センター会員ファミリ－・サポート・センター会員

　入会を希望する人は、会員になるための講習会
を受講し、援助・依頼会員の登録が必要です。
講習会日時：3月6日(月)午後1時～5時
受 付：2月11日（祝）午前9時から、直接
詳 細：市ホームページ（ID:1010363)へ

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
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「ページ番号検索」に
ID入力で簡単検索■	市ホームページ

　スポーツ協会では、令和4年4月1日から令和5年3
月31日までに開催されるスポーツの地区大会(東海
大会や中部大会など)や県大会で優秀な成績を収め
た市民を表彰します。
推薦期間：3月9日(木)まで
詳 細：市スポーツ・ふれあい財団ホー
　　ムページ内、市スポーツ協会へ

市スポーツ協会被表彰候補者の推薦
　　 市スポーツ協会 ☎84－7102

内  	内容　対	対象　申	申し込み

市民課番号札
▶市民課 ☎ 85 － 6143　　　			　ID：1006001
掲載期間：4月1日（土）～令和6年3月31日(日)
規　格：表面…縦30㎜×横85㎜、裏面…縦85㎜
　×横85㎜
掲載料：入札により決定	※２月20日(月)に実施
申		2月2日(木)～ 14日(火)までに、市民課へ

区・町内会・自治会のしおり
▶市民活動推進課 ☎ 85 － 6617　ID：1005992
掲載期間：5月頃から約1年間
規　格 ：1色刷り・黒、縦50㎜×横150㎜
作成部数：6000部　枠　数：2枠　
掲載料 ：1枠年額2万円
申	2月24日(金)までに、市民活動推進課へ

介護保険料納入通知書等送付用封筒
▶介護・高齢福祉課 ☎ 85 － 6182　ID：1005993
発送時期：7月3日(月)　掲載位置：封筒裏面
規　格 ：1色刷り・黒、縦55㎜×横90㎜
発送予定数 ：7万6500部　掲載料 ：入札により決定
申		3月17日(金)までに、介護・高齢福祉課へ

市ホームページバナー
▶広報広聴課 ☎ 85 － 6037　　   ID：1006009
掲載期間：4月1日(土)～令和6年3月31日(日)
　※1か月単位で申し込み可
枠　数 ：12枠　掲載料：1枠月額2万円
申	2月1日(水) ～ 3月14日(火)までに、広報広聴
課へ

広報春日井広告取扱業者
▶広報広聴課 ☎ 85 － 6036　　   ID：1006006
内	広報春日井6月号～令和6年5月号の裏表紙に
掲載する広告の募集

申		2月13日(月) ～24日(金)までに、広報広聴課へ

図書館閲覧用雑誌カバー
▶図書館 ☎ 85 － 6800
掲載期間：4月1日(土)～令和6年3月31日(日)　　
　※4月1日以降も随時申し込み可
規　格：Ａ4サイズ程度
掲載料：カバーに広告を掲載する雑誌の
　購入代金(年間おおむね5000円～ 4万円)
申		令和6年1月31日(水)までに、図書館へ

有料広告の募集
　市では、自主財源の確保を目的に、所有する財産を広告媒体として活用する有料広告を募集して
います。詳しくは、各担当課に問い合わせるかホームページで確認してください。この他にも市ホ
ームページ (ID：1005986) では、募集中の広告媒体を掲載しています。

福祉の里バス車体
▶地域福祉課 ☎ 85 － 6364　			　ID：1027045
掲載期間：4月1日（土）～令和6年3月31日(日)
　※3か月単位で申し込み可
規　格：ラッピングフィルム（再剥離可能なもの）
　①１号車(縦0.5m×横1.5ｍ)②２号車(縦0.4ｍ
　×横1.1ｍ)	※葬祭関係の広告は掲載不可
掲載料：1枠月額①4000円②3000円
申		2月28日(火)までに、地域福祉課へ

福祉応援券登録店舗一覧
▶障がい福祉課 ☎ 85 － 6186　　ID：1002009
掲載期間：8月～令和6年7月
規　格：多色刷り、縦44㎜×横60㎜(無料掲載枠
　縦11㎜×横60㎜を含む)
枠　数：10枠　掲載料：1枠年額1万円
対	福祉応援券登録業者
申	3月31日(金)までに、障がい福祉課へ

募集戸数 家賃(予定額)
1DK	12戸(単身用) 1万6800円～ 3万3000円

2DK	6戸 2万5800円～ 5万600円
3DK	12戸 3万2100円～ 6万3100円

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。1DK(単身用)は、60歳以上や障
がいがあることなど	※詳しくは、申込案内書〈2月
1日（水）から配布〉を見てください。

受付期間：3月1日(水)～ 10日(金)
公開抽選日：3月22日(水)　　入居月：6月

市営下原第2住宅(新築)の入居者
                住宅政策課 ☎85－6294 ID:1003668


