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市民意見提出手続（パブリックコメント）、
市民登録制度を利用しましょう

問い合わせ／市民参加推進課（内線2876）

　令和3年度の市民意見提出手続は下表のと
おりで、その他に審議会などにおける公募委
員の選任（15件）、市民対話説明会（2件）、
アンケートなど（7件）を実施予定です。その
都度お知らせする広報かすかべや市WEBWEBWEBWEBの「市
民参加手続」を確認してください。皆さんの積
極的な参加をお待ちしています。

市民登録制度を利用しませんか
　市民登録制度に登録すると、個別に市民参
加手続の情報を得ることができます。登録方
法など詳しくは、市WEBWEBWEBWEBで確認してください。

令和3年度の市民意見提出手続の実施予定（5件）
意見募集の案件名 実施予定時期

春日部市スポーツ施設マネジメント計画（案）
4月実施済み

（仮称）春日部市総合体育施設整備基本計画（案）

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）
8月

春日部市屋外広告物条例の一部改正（案）

第11次春日部市交通安全計画（案） 9月

　旧春日部市商工振興センター跡地活用施設
整備基本構想・計画とは、春日部駅東口周辺
をはじめとする春日部市全体のにぎわいの創
出および中心市街地の活性化を図るため、旧
商工振興センター跡地を活用した施設整備に
ついて定める計画です。
寄せられた意見と市の機関の考え方
　この構想・計画策定に当たり、2人から3件
の意見が寄せられました。　▶意見…市内の散
策を楽しむ人々がくつろげる公園風の場所とし

て、野外イベント会場などにも利用できる空間
とすることはどうか。　▶市の機関の考え方…
旧春日部市商工振興センター跡地活用施設整備
基本構想・計画では、企業や団体間の交流、産
業育成など新たな時代にふさわしい産業の振興
となる春日部駅東口の拠点施設整備の考え方を
まとめており、主ににぎわいの創出拠点、地域
住民の利便性の向上、市の産業振興、周辺施設
との競合回避と機能補完の視点を重視すること
としました。いただいたご意見については、事

業者公募の際の参考にさせていただきます。 

旧春日部市商工振興センター跡地活用施設整備基本構想・計画を策定しました　 
問い合わせ／政策課（内線2116）

提出された意見および市の機関の考え方は、
次の場所で公表しています。
市役所2階政策課・別館1階市政情報室、庄和
総合支所2階市政情報室、教育センター1階学
習情報サロン、ふれあいキューブ4階市民活動
センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進セ
ンター「ハーモニー春日部」、勤労者会館「ライ
ム」、各公民館（それぞれの閉庁・休館日を除
く）、市WEBWEBWEBWEB

防災行政無線 放送の内容の確認は、フリーダイヤル（0120-899-300）（直近の内容のみ）。問い合わせ／防災対策課（内線2344）
また安心安全情報メール「かすかべ」では放送内容の一部をメール配信。バックナンバーは市WEBWEBWEBWEB、市携帯サイトで確認できます。

▲全国全ての事業所と企業が対象

令和3年経済センサス-活動調査を実施します 
問い合わせ／市政情報課（内線2862）

　「令和3年経済センサス - 活動調査」は、全
国全ての事業所および企業を対象に6/1㈫を
調査期日として、実施します。

　この調査は、わが国の事業所・企業の経済
活動の状況を全国的および地域別に明らかに
するとともに、事業所・企業を対象とした各
種統計調査の母集団情報を得ることを目的と
する政府の重要な調査で、統計法に基づく報
告義務があります。
　調査結果は、社会経済の発展を支える基礎
資料として広く活用され、経済再生に向けた
各種施策の立案に役立てられます。
　調査対象事業所には、5月中旬ごろから県
知事から任命を受けた調査員が調査書類を

持って訪問するか、または国から調査書類が
直接郵送されますので、インターネットもし
くは郵送で回答をお願いします。
　調査員が訪問する場合は、必ず「調査員証」
と「従事者用腕章」を身に着け訪問しますが、
新型コロナウイルス感染予防の観点からでき
る限り対面しない非接触の調査方法で実施し
ます。事業主の皆さんの調査へのご理解と回
答をよろしくお願いします。


