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4/17㈰は市議会議員一般選挙の投票日　
詳細は、7面をご覧ください。

特集で紹介

    街歩きのお供「かすかべ        ウォーク」

街歩きしよう
 感染症対策を忘れずに!



　四脚門とは、本柱の前
後に2本ずつ袖

そでばしら

柱がある
門の建築様式。装飾や彫
刻の華麗な技法から、江
戸時代中期の建造と推定
されています。県指定有
形文化財です。

　「地下神殿」と称される巨大な治水
施設。映画などのロケ地としても有名
で、多くの観光客が訪れています。龍Q
館では、施設の役割を学習できます。

ここでしか味わえない体験型見学会　
首都圏外郭放水路・龍Q館

詳しくは▶

首都圏外郭放水路見学会（毎日開催）
　専属の放水路案内のプロ「地
下神殿コンシェルジュ」がご案内。
　見学コースは４種類（有料・
要予約）。

樹齢約400年、幹回り
6メートル、高さ27メー
トルを誇る巨木。
県指定天然記念物。

かすかべウオークで　

　地下道に入るとそこは、「空」の
ファンタジー空間。南側入り口の
「庄和」と描かれた大凧と、案内人
のウサギの絵が目印です。空飛ぶ
クジラバスやメルヘンチックな動
物たちが描かれた不思議な空間が
広がっています。

空のさんぽみち　
南桜井地下道

▲詳しくは

　春日部ならではの
優れた食品を認定して
います。毎日の食卓
から贈り物まで、たく
さんの人に食べてもら
いたいセレクション。

※1 かすかべフードセレクション

930メートル

1800メートル

1530メートル

計8150メートル
約2時間2分（分速67メートルで計算）
▶�参考　厚生労働省：健康づくりの
ための運動指針2006

かすかべフードセ
レクション（※1）
認定品の「どらや
き」を販売。

かすかべフードセ
レクション（※1）
認定品の「黒豆ま
んじゅう」を販売。

　11年以上にわたり、増刷を重ねてきた冊子「かすかべウォーク」。今回紹介するのは、
庄和地域を巡る「大凧ポタリングコース」をウオーキング用にアレンジしたコースです。
　ぽかぽかの陽気が多くなってきた4月。季節を感じる桜並木や田園風景を楽しみながら、
歴史ある建物や観光スポットなどを歩いて巡ってみませんか?
　地元野菜やスイーツを家族のお土産にする買い物も加え、小旅行を楽しみましょう。

問い合わせ／シティセールス広報課（内線2174）
観光振興課（内線7767）

格調高い門構え 
花
け ぞ う い ん

蔵院の四脚門

のある施設から
バスも利用できます。

運行状況などは事前に
確認してください。
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　ランドマークの看板は、百畳敷の
「大凧」と同じ大きさ（縦15メートル、
横11メートル）。緑豊かな広々とした
公園には、野球場・体育館・アスレチッ
ク・バーベキュー施設などがあり、家
族や仲間と憩うのに絶好の場です。

©U ／ F・S・A・A

　かすかべウォークには、春日部市の文化・歴史・自然・芸術などをテー
マに街歩きができる、８種類９コースを掲載しています。お好みのコースを
選んでまちを散策してみませんか。
配布場所 市役所３階シティセールス広報課、市WEBWEB
	 	庄和総合支所 1 階イベント・情報コーナー、
	 春日部情報発信館「ぷらっとかすかべ」

「かすかべウォーク」を手に、まちを巡ろう

　沿道に約350本のサクラの木
が並ぶ散歩道。春にはサクラ・ス
イセン、秋にはヒガンバナに彩
られます。

3.1 キロメートルも続く　
庄内領悪水路沿いの桜並木

まちの魅力を再発見

本殿は、推定で室町時
代末期の建立。県指定
有形文化財。毎年7月
の例祭で見学可。

そ ば りゅうと

かすかべウオークで　

��

大凧看板は実物大　
庄和総合公園

　地元産の新鮮野菜、道の駅
ならではの商品はお土産に
ぴったり。さまざまな味が楽
しめる食事処

どころ

「食彩館」や屋
外軽食コーナーなども充実の
施設。クレヨンしんちゃんパネ
ル、大凧のモニュメントの前で
記念撮影！

新商品「黒豆うどん」など
バラエティ豊か 道の駅「庄和」　

　首都圏外郭放水路を訪れた
人に、市内を回遊し楽しんでも
らうために開発された、首都圏
外郭放水路をイメージしたオリ
ジナルメニュー。飲食店19店
舗が参加（2/18現在）。

※2 首都圏外郭放水路おもてなし特別メニュー

▲詳しくは

830メートル

1510メートル

1550メートル

シティセールス広報課	職員

かすかべフードセレクショ
ン（※1）認定品の「春日
部大凧さぶれ」を販売。

首 都 圏 外 郭 放 水 路おもて 
なし特別メニュー（※2）「龍
Qかき揚げセット」は、映

ば
えて

おいしい。

スタート

ゴール
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エスディージーズ
DGsは持続可能な社会の実現に向けた世界共通の目標です。

市の取り組みとSDGsとのつながりを示すため、特集記事に関連するアイコンを添えています。
左のアイコンは、SDGs全17のゴールのうち、今月の特集記事に関連するものを示しています。



問い合わせ／政策課（内線2114）

その他の主な取り組み
●  出産後間もない時期の産婦に対する健康診査費用の助成を開始
● 3歳5か月児健康診査の視力検査に、精度の高い屈折検査を新たに
導入

● 葛飾中学校校舎の長寿命化を進める基本計画などを策定
● 子どもの貧困対策を推進するための計画策定

　ウィズ・コロナ時代に対応し
た教育や子どもたち一人一人に
応じた学びをより一層充実させ
るため、市内小・中・義務教育
学校の児童・生徒が使用する学
習者用端末へ「AI型ドリルソフ
ト」を導入・活用するなどして
学力向上を目指します。

その他の主な取り組み
●  日本一の大凧の里、宝珠花の文化の里として旧宝珠花小学校跡地を活
用するため、改修工事に向けた法令手続を実施

● 商店街の発展とまちのにぎわいを創出するため、商店街が実施するア
イデアにあふれた事業を支援

　市内農家の収益力の強化と農
地の有効活用を目的とした新た
な取り組みとして、米農家をは
じめ農協や商工団体などの協力
のもと、米粉活用のための実証
実験を行います。

　春日部市総合体育施設整備基
本計画に基づいた施設整備に向
け、計画用地の取得に努めます。
　また、芝のサッカー場の早期
完成を目指します。

　加齢に伴う自身の運動機能の
低下などの変化に「気づき」を促
すため、東京大学高齢社会総合
研究機構との連携により「東大
式フレイルチェック」について、
武里団地をモデル地区として実
施します。

その他の主な取り組み
●武里分署の移転に向けて、新築工事に着手
●豊野分署の耐震補強のため実施設計
● 子どもたちをはじめ、市民の皆さんの安全確保のために、小学校区の
通学路に計13台の街頭防犯カメラを増設

　災害が起こってしまった場
合、スムーズな避難所の運営が
できるよう、地域や自主防災組
織・防災士の皆さんと連携した
実践的な避難所開設訓練を実施
します。

　まちづくりの指針である第2次春日部市総合振興計画の
まちの将来像
「つながる　にぎわう　すまいるシティ　春日部」
の実現に向け、本市が直面している課題に真

し ん し

摯に向き合い、未来の春
日部で生活する世代のために全力で取り組みます。

　令和4年度の当初予算は、総合振興計画における三つの重点プロ
ジェクト「子育て・健康長寿」「まちの拠点整備・経済発展」「安心・安
全・持続可能なまち」に掲げた事業を中心とした予算編成に取り組み
ました。

　総合振興計画に掲げた七つの基本目標に沿った、
本年度の主な取り組みをお知らせします。 施政方針全文▶ 

令和4年度の

スポーツ・レクリエーション活動の推進

魅力ある農産物の生産と消費拡大

介護を受けないための予防の推進

地域の防災力の確立

「生きる力」をはぐくむ学校づくりの推進施政方針をお知らせ

その他の主な取り組み
●  長寿祝金の贈呈時期を誕生月翌月に改め、速やかに贈呈
● 健康マイレージ参加者の健診データや歩数のデータなどから心身の状
況変化を調査分析し、健康施策に向けて検証

● 市立医療センターでは、新型コロナウイルス感染症の患者受け入れ態
勢を継続しながら、小児医療・周産期医療・救急医療などの地域で不
足する専門医療も充実

その他の主な取り組み
●  男女があらゆる分野で対等な立場で活動できる社会の実現に向け、「第
3次春日部市男女共同参画基本計画」を策定

● 市民文化会館を安全かつ快適に利用できるよう、天井やトイレなどの
改修に向けた実施設計

子どもが幸せに育ち、
生きる力をはぐくむまち

基本目標１ 

子育て・教育分野

市民が主役となって活躍し、
生きがいを持てるまち

基本目標３

市民参加・文化・スポーツ分野
いつまでも健康で
いきいきと暮らせるまち

基本目標2

福祉・保健・医療分野

地域の資源を活かした
魅力あふれるまち

基本目標５

観光・産業・経済分野
恵まれた自然の中で
安心安全に暮らせるまち

基本目標４

環境・防災・生活分野
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安心安全情報メール「かすかべ」防犯、子育て、行政、気象情報などをメールで配信しています。
登録方法など、詳しくは市WEBWEBWEBWEBで。

問い合わせ／
シティセールス広報課（内線2177）

●令和4年度施政方針



一般会計は、過去最大の予算規模となる

808億3千万円となりました。

また、特別会計と企業会計を含めた予算総額は

1,577億5,362万4千円
で、前年度と比べ5.0パーセントの増となりました。

　当初予算の詳細は、市役所別館1階市政情報室、庄和総合支所2階市政情報室、中央図書館、
武里図書館、庄和図書館、市WEBWEBWEBWEBで閲覧できます。 〈一般会計予算額：80,830,000千円〉

会計別予算 （単位:千円）

会　計　名
予算総額

4年度 3年度 増減額 増減率（%）

《一般会計》 80,830,000 76,550,000 4,280,000 5.6

《特別会計》 48,641,076 46,205,229 2,435,847 5.3

国民健康保険 23,050,325 22,865,813 184,512 0.8

後期高齢者医療 3,791,192 3,344,789 446,403 13.3

介護保険 20,743,633 19,468,124 1,275,509 6.6

西金野井第二土地区画整理事業 899,009 369,874 529,135 143.1

看護専門学校 156,917 156,629 288 0.2

《公営企業会計》 28,282,548 27,532,838 749,710 2.7

病院事業 13,071,624 12,726,785 344,839 2.7

水道事業 6,832,401 6,432,412 399,989 6.2

下水道事業 8,378,523 8,373,641 4,882 0.1

総計 157,753,624 150,288,067 7,465,557 5.0

※計数は、それぞれ四捨五入をしているため、合計において一致しないものがあります

その他の主な取り組み
●  令和5年度から始まる第2次春日部市総合振興計画の後期基本計画を
策定し、まちの将来像の実現に向けた施策を推進

● 感染症の予防と利便性向上のため、住民票の写しや税関係証明書の窓
口交付における手数料の支払いに、キャッシュレス決済を導入

　デジタル化の推進方針を定
め、子育て・介護関係をはじ
めとした行政手続きのオンラ
イン化で市民サービスの向上
を図ります。
　また、令和6年1月の移転
に向け、新本庁舎の建設工事
を着実に進めます。

　春日部駅付近連続立体交差事業
では、仮設のホームや線路の設置
など鉄道工事が本格化します。こ
れに併せて、東西駅前広場の再整
備に向けた検討に着手するなど、
埼玉県、東武鉄道株式会社と連携
して事業を進めます。
　さらに、高齢者や障がい者の皆
さんが安心して外出できるよう、
特に駅周辺のバリアフリー化を進
めます。

その他の主な取り組み
●  庄和北部地域で、タクシー車両を活用した新たな交通手段の実証実験
「春バスプラスワン実証実験」を実施
● 路線バスと春バスの相互乗り継ぎにおける運賃割引制度を試験導入
● 浸水・冠水被害軽減のため、安之堀川や会之堀川第一幹線の整備工事
を推進

令和4年度当初予算 問い合わせ／財政課（内線2224） 当初予算の詳細▶ 

歳入

歳出

市税
28,336,737 
35.1%

国庫支出金
14,631,696 
18.1%

地方交付税
9,200,000 
11.4%

市債
7,755,600 
9.6%

繰入金
6,049,225 
7.5%

県支出金
5,874,674 
7.3%

諸収入
1,469,992 
1.8%

地方消費税交付金
4,700,000 
5.8%

その他
2,812,076
3.4%

民生費
36,099,488 
44.7%

総務費
11,251,013 
13.9%

公債費
8,400,779 
10.4%

衛生費
7,393,926 
9.1%

土木費
7,218,191 
8.9%

教育費
6,510,618 
8.1%

その他
1,652,141
2.0%

消防費
2,303,844 
2.9%

（単位：千円）

（単位：千円）

魅力とにぎわいのある中心市街地の創出 戦略的･計画的な行政運営の推進

人々が集い、
にぎわいのある快適なまち

基本目標６

都市基盤分野
市民の期待に応え、
信頼される行政を推進するまち

基本目標７

行財政分野

52022年4月号 No.200

問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）防災行政無線 放送内容の確認は、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）
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で確認できます。

●令和4年度施政方針　●令和4年度当初予算



6 2022年4月号 No.200 ●窓口での支払い、税金・保育料などの支払いはキャッシュレスで

防災行政無線定時チャイム 4/1㈮から防災行政無線定時チャイム春日部市の歌「心の空」の放送時間が変わりました。　
放送時間…17:30(4月～9月)

　証明書交付などの手数料について、4月下旬以降
キャッシュレス決済できるようになります。また、
市税などの支払い方法も4/1㈮から拡充します。

接触機会を減らして

感染症予防

利便性向上

接触機会を減らして

感染症予防
接触機会を減らして

感染症予防

窓口での支払い、税金・保育料などの支払いは
問い合わせ／窓口支払いのキャッシュレス導入…政策課（内線2116）、

納付方法の拡充…収納管理課（内線2383）

キャッシュレスで

窓口での手数料の支払い 各種市税などの納付

対象と
なるもの

▶ 住民票の写し、戸籍謄（抄）本、印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書、
納税証明書、土地・家屋評価証明書などの交付手数料

▶ 土地家屋台帳・公図・名寄帳などの閲覧手数料
対応窓口…市民課、市民税課、資産税課、収納管理課、庄和総合支所、
武里出張所

市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、
放課後児童クラブ保育料、公立保育所給食費

利用できる
支払方法

▶クレジットカード

▶電子マネー

▶2次元コード

※ 準備が整った決済サービスから順次開始していきます

▶スマートフォン決済

▶クレジットカード（専用アプリ「モバイルレジ」を使用）

▶ インターネットバンキング
　（ペイジー納付、または専用アプリ「モバイルレジ」を使用）

▶ATM（ペイジー納付）

▶口座振替

▶窓口
　収納管理課、庄和総合支所総務担当、武里出張所、
　金融機関、コンビニエンスストア

注意事項

▶ クレジットカード、電子マネー、2次元コードでの支払いは、全て一括払
いのみです
▶窓口で電子マネーなどの入金（チャージ）はできません
▶キャッシュレス決済と現金の併用はできません
▶返金が発生した際は、決済サービスにより処理が異なります

▶ 納付書1枚当たりの金額が30万円を超える場合、バーコードがない場
合、傷や汚れなどによりバーコードが読み取れない場合は、スマートフォ
ン決済およびクレジットカードによる納付はできません
▶スマートフォンの対応機種は、各WEBWEBWEBWEBで確認してください
▶アプリ内での手続きが完了すると取り消しできません
▶インターネット接続費用や通信費は利用者負担です

（交通系ICはP
ピ タ パ
iTaPaを除く）

4月下旬以降
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●令和4年春日部大凧あげ祭りは無観客開催　●オンライン春日部藤まつり2022専用WEBWEBWEBWEB開設　
●藤棚をみんなで守ろう　●春日部大凧マラソン大会中止　●4/17㈰は春日部市議会議員一般選挙の投票日

前年度の市税等の納め忘れはありませんか

オンライン春日部藤まつり2022
専用WEBWEBWEBWEB開設
問い合わせ／春日部市コミュニティ推進協議会

（市民参加推進課内）（内線2875）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ふじ通りでの開催に代わり、「オンライン春日
部藤まつり2022」を開催します。
　これまでの参加団体の動画や写真の紹介、藤
まつり思い出写真など、藤まつりの雰囲気を楽
しめる専用WEBWEBWEBWEBを、4/24㈰から公開予定です。
　参加賞がもらえるクイズラリー
も企画していますので、ふるっ
て参加してください。

藤棚をみんなで守ろう
問い合わせ／シティセールス広報課（内線2174）

　ふじ通りの藤棚をリニューアルするため「ふ
るさとかすかべ応援寄附金（ふるさと納税）」で
寄附を募集しています。名前やメッセージな
どを刻印した銘板をふじ通りに掲示することが
できます。応援よろしくお願いします。

春日部大凧マラソン大会中止
問い合わせ／春日部大凧マラソン大会本部事務局

(スポーツ推進課内）（☎ 763-2446）

　多くのボラン
ティアの皆さんと
一緒に、全国各地
のランナーを安
心・安全に迎える
ことは難しいと判
断し、今年もやむを得ず中止としました。
　現在、来年の開催に向けて準
備をしています。最新情報は同
大会WEBWEBWEBWEB・ツイッターでお知ら
せします。▲詳しくは

▲ 銘板（樹脂製、縦60ミリメートル、
横110ミリメートル）

専用WEBWEBWEBWEB▶
※4/24㈰から公開

告示日…4/10㈰　投・開票日…4/17㈰
（投票…7:00～20:00、開票…21:00～）
投票できる人
▶年齢…平成16年4/18までに生まれた人
（4/18を含む）　▶住所…1/9までに春日部
市に住民登録し、引き続き住んでいる人　
▶その他…3/16以降に市内転居した人は転
居前の住所地の投票所で投票してください
投票所入場券
　投票所入場券は世帯ごとに封書で郵送します
（4人以上は、複数の封書）。各自の入場券を持っ
て、指定された投票所に来所してください。
期日前投票
　仕事などにより投票日当日に投票所に行け
ない人や新型コロナウイルス感染拡大防止の
ために密集を避けたい人は、期日前投票がで
きます。
期間…4/11㈪～16㈯　

※ 4/15㈮・16㈯は混雑が予想されます。分
散来所にご協力ください

場所・時間
▶市役所別館5階会議室…8:30～20:00
▶ 庄和総合支所1階市民ホール…8:30～20:00
▶ 健康福祉センター（ゆっく武里）2階…8:30
～17:15

※ イオンモール春日部は、開設しません
投票時の持ち物
▶ 投票所入場券（届いていない場合や紛失し
た場合は、本人確認のため運転免許証や保
険証など）　

※ 期日前投票の際は、入場券裏面の宣誓書に
あらかじめ必要事項を記入

▶ 鉛筆またはシャープペンシル（自身の筆記
用具使用可）

感染症対策にご協力を
▶マスク着用　▶投票前後の手洗い、手指消
毒　▶周りの人と距離を保つ　▶お昼前後の
混み合う時間帯を避ける
不在者投票制度
　長期出張などで市外に滞在する人や、指定
された病院や施設に入所している人、一定の

要件を満たす重度の障がいがある人は不在者
投票制度を利用できます。
コロナ療養者は郵便で投票できます
　新型コロナウイルス感染症により宿泊・自
宅療養している人は、外出自粛要請などに係
る書面を提示して、投票用紙などを郵便で請
求できます。
選挙公報
　投票日の2日前までに新聞折り込みで配布
します。また、市内公共施設や各駅でも配布
し、市WEBWEBWEBWEBにも掲載します。
開票
場所…総合体育館「ウイング・ハット春日部」
※ 参観希望者（有権者に限る）は、4/17㈰の
20:30以降に会場の参観受付へ

投票所となる施設の臨時休館
　教育センターは、4/16㈯の12:00～17㈰
の終日、臨時休館します。
問い合わせ／学校総務課（☎763-2443）

4/17㈰は春日部市議会議員一般選挙の投票日　 問い合わせ／市選挙管理委員会（内線3054）

　投・開票速報や不在者投票制
度などの情報は市 WEBWEBWEBWEBをご覧く
ださい。

令和4年春日部大凧あげ祭りは無観客開催

　今年の大凧あげ祭りは、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため無観客で開催
します。後日、当日の様子などを、市
WEBWEBWEBWEBなどへ掲載する予定です。
※開催を中止する場合があります

　子どもたちの健やかな成長を願う伝統行事として、
感染対策を徹底した上で規模を縮小し、関係者のみで
実施するため、下記の対応となります。

当日の対応など
▶ 観覧はできませんので、駐車場はありません。また、臨
時直通バスの運行もありません

▶ 見物人が集まらないよう会場および河川敷など、各所に
警備員を配置します

▶ 引き手の一般募集は行わず、祭りの前後2週間の体調記
録などを行う関係者のみで実施します

初節句のお祝い
　申込者には、名入り凧の受け渡しなどについての案内を
送付します。

　 問い合わせ／春日部大凧あげ祭り実行委員会（観光振興課内）（内線7769）

今年の大凧文字は
「春日部」「躍進」

に決定しました。

小凧文字は、市内の
小学5年生からの応募で

「笑顔」「感謝」
に決定しました。

大凧・小凧の文字決定
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　都市計画の変更案を作成するに当たり、皆さんから意見を募集するため、都市計画の変更の構想（原案）について閲覧・縦覧および公聴会を行います。

北春日部駅周辺のまちづくりに関連する都市計画の構想（原案）の閲覧・縦覧および公聴会 
問い合わせ／都市計画課（内線3515）、まちづくり推進課（内線3577）、下水道課（内線7105）

閲覧および縦覧、公聴会

埼玉県による都市計画変更 春日部市による都市計画変更
閲
覧
お
よ
び
縦
覧

内容 ▶都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
▶区域区分の変更

▶用途地域の変更　▶防火地域及び準防火地域の変更　
▶道路の変更（梅田内牧線、北春日部駅西口南栄町線）　▶下水道の変更　
▶土地区画整理事業の変更　▶地区計画の変更

期間 閲覧：4/1㈮～15㈮　8:30～17:15 縦覧：4/1㈮～22㈮　8:30～17:15
場所 県都市計画課、県越谷県土整備事務所、市役所4階まちづくり推進課 市役所4階まちづくり推進課

公
聴
会

とき 4/28㈭　14:00～ 4/28㈭　10:00～
ところ アイピー春日部ビル7階大会議室

公述（公聴会で意見を述べること）
の申し出ができる人 本市の区域内に住所を有する個人および法人

本市の区域内に住所または土地を有する人および
都市計画法第16条第2項に規定する利害関係人　

※利害関係人の詳細は市WEBWEBWEBWEBで

申し出方法

閲覧場所にある公述申出書に必要事項を記入の上、閲覧期間中（必着）に直接、ま
たは郵送で〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所4階まちづくり推進課、または
〒330-9301 （所在地不要） 埼玉県都市計画課（☎ 830-5341）へ　
※県電子申請届出サービスによる提出も可

縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、縦覧期間中（必着）に直接、または郵
送で〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所4階まちづくり推進課へ

※ 内容は4/1㈮から県WEBWEBWEBWEB・市WEBWEBWEBWEBでご覧になれます。公述希望者が多い場合は、公述人を選定することがあります。公述時間は1人当たりおおむね10分以内です。公述の申し出がない場合、公聴会は中
止となります。中止となった場合は、県WEBWEBWEBWEB・市WEBWEBWEBWEBで公聴会の中止をお知らせします。また、傍聴を希望する人は、4/25㈪以降にまちづくり推進課へ問い合わせてください

●産婦健康診査費用の助成開始　●長寿祝金・記念品をいち早くお届け　●市民意識調査を実施しました
●北春日部駅周辺のまちづくりに関連する都市計画の構想（原案）の閲覧・縦覧および公聴会 

問い合わせ／こども相談課（内線2767）

産婦健康診査費用の
助成開始

　4月から、産婦健康診査費用の一部を助成
します。
対象者 4/1㈮以降に、産婦健康診査の基本的
な健診項目に加え、「こころの健康チェック」を
医療機関で一緒に受診した産婦
助成額 上限5千円（1回限り）
助成の方法 4/1㈮以降に妊娠届を提出する
妊婦には、母子健康手帳と一緒に産婦健康診
査助成券を交付します。助成券を医療機関の
窓口に提出し受診してく
ださい。すでに母子健康
手帳の交付を受けている
人には、個別にお知らせ
します。詳しくは、市WEBWEBWEBWEB

をご覧ください。

　この調査は、市民の皆さんの意識や行動につい
ての調査を行うことで、市の現状およびまちづく
りの課題を把握し、今後の市政運営に活用するた
めに実施したものです。
　調査の詳しい内容は、市WEBWEBWEBWEBで
公開している他、公民館などで閲覧
できます。

春日部市の今後の取り組みで何が必要だと思いますか
第1位
春日部駅の高架化や駅周辺の
基盤整備

第2位
医療体制の充実

第3位
道路・公園・緑地・
河川・水路の整備

市民意識調査の実施方法
期間 令和3年7/8～8/11
対象 住民基本台帳から無作為抽出
した18歳以上の人　3千人
回収数 1,286件
回収率 42.9パーセント

※ 小数点第2位を四捨五入しているため、合計値が
100.0パーセントになっていません

長寿祝金・記念品を
いち早くお届け
問い合わせ／高齢者支援課（内線7454）

　長寿の節目の年に贈呈している長寿祝金・
記念品を今までよりも早くお届けします。
贈呈時期 誕生月の翌月
贈呈方法 郵送（申請不要）

「これからも春日部市に
 住み続けたいと思いますか」

「住み続けたい」「できれば住み続けたい」
の回答率

0
平成26年度 平成28年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

70

90

80

100

82.2% 81.8%

（%）

81.5%
78.5%

81.2%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（%）

ときどき購入している進んで購入している
まったく購入していない 無回答あまり購入していない

15.2% 50.0% 11.0%

1.2%

22.7%

 「買い物の際、地元農産物を
 購入していますか」

みんなで築こう　人権の世紀　（人権標語）

調査結果の一部を紹介します調査結果の一部を紹介します

市民意識調査を実施しました

調査結果の一部を紹介します調査結果の一部を紹介します

年齢が高いほど進んで購入して
いる傾向が見られました

　 問い合わせ／シティセールス広報課（内線2178）

記念品を今までよりも早くお届けします。

対象者と贈呈品
対象（※1） 贈呈品（※2）

88歳の人 祝金2万円
100歳の人 祝金5万円
105歳の人 祝金8万円
110歳の人 祝金20万円
101歳以上で祝金の対象外の人 記念品

※1 誕生月の末日に市の住民基本台帳に記録されてい
て、対象となる年齢の誕生日を迎えた人

※2祝金は市内共通商品券を贈呈

河川・水路の整備

問問
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創エネ・省エネ機器の
設置を奨励
問い合わせ／環境政策課（内線7717）

　対象設備を新たに設置する市民に市内共通
商品券を支給します。

申請の主な条件…自己用住宅（予定を含む。た
だし、①は既存住宅となって3カ月を経過した
ものに限る）に対象設備を設置しようとする人
申し込み…4/1㈮～12/28㈬に直接、または
郵送で〒344-8577 （所在地不要） 市役所第三
別館環境政策課へ（予算が無くなり次第終了）
※詳しい内容、申請書などは市WEBWEBWEBWEBで

令和4年度　未来を担う人財育成事業  
問い合わせ／学務課（☎ 763-2447）

春日部市未来を育む奨学金
　学業、スポーツ、芸術などの分野を問わず、
日頃から思い描いている「挑戦したい、実現
したい夢や希望」、そして、その夢や希望を
実現するために“今”チャレンジしたい提案事
業を募集します。
特徴…①審査を通過した提案事業へ100万円
を上限に奨学金を交付（千円未満の額は切り
捨て。予算内での交付）　②提案事業は最大
で5年間実施可能
対象者…市立小・中・義務教育学校に在籍す
る児童・生徒　
※ 市に住民登録があり私立小・中学校などに
在籍する児童･生徒も可

募集期間…4/11㈪～5/31㈫（必着）
応募方法…個人またはグループごとに、応募
用紙などを直接、または郵送で〒344-0062 
粕壁東3-2-15 春日部市教育委員会学務課（教
育センター1階）へ提出してください
※ 要保護者の同意。応募は1人（1グループ）
1点。他の制度による補助を受けている場
合などは対象外。詳しくは市WEBWEBWEBWEBを確認し
てください

英語検定料助成
　英語力の向上を図る
取り組みとして、（公財）
日本英語検定協会が実
施する実用英語技能検
定（英検）の団体検定料
を助成します。
対象の検定…第1回～第3回の英検（1級～
4級）
助成額…実費（上限額4,700円。年度内1回
限り）　
※ 書店・塾などを通じて申し込んだ場合は対
象外

対象者…①市立中・義務教育学校に在籍する
中学3年生・義務教育学校9年生　②市に住
民登録があり私立中学校などに在籍する中学
3年生
英検申し込み…①は各学校（1級・準1級の場
合は学務課）、②は学務課へ
助成申請…②が在籍校で団体受験した場合
は、学務課へ助成申請が必要
※ 詳しくは市WEBWEBWEBWEBを確認してください。①に
は各学校から通知します

●令和4年度　未来を担う人財育成事業　●創エネ・省エネ機器の設置を奨励
●春日部駅構内通行費用を補助します ●初めて法人を設立する人、空き店舗に出店を伴い創業する人を支援します

対象設備・商品券の金額
対象設備 商品券の額

①太陽光発電設備 1k
キロワット
W当たり2万円

（上限8万円）

② 定置用リチウムイオン蓄電池設備 1k
キロワットアワー
Wh当たり1万円

（上限5万円）

③ H
ヘ ム ス
EMS（ホームエネルギーマネジ
メントシステム）

設置に要する額
（上限1万円）

④ エネファーム（家庭用燃料電池
コージェネレーション）

設置に要する額
（上限5万円）

⑤太陽熱利用設備
設置に要する額
（自然循環型は上限1万円、
強制循環型は上限2万円）

⑥電気自動車等充給電設備 設置に要する額
（上限3万円）

名称 春日部市法人設立応援補助金 かすかベンチャー応援補助金

申請期間 4/1㈮～ 4/1㈮～7/29㈮

対象者
新たに法人を設立して事業を開始する人、または開業し
て5年未満の個人事業主で、市創業支援等事業計画の
中で特定創業支援等事業を受けて法人を設立する人

市創業支援等事業計画に基づく支援を受けた（受ける）
人で、新たに創業（創業5年未満を含む）し、市指定区域
に出店する人

補助額
登録免許税の4分の1（国の創業支援等事業計画に基
づく支援を受けている人は2分の1）または37,000円の
いずれか低い額

店舗改装費用、仲介手数料などの2分の1以内で上限額
100万円（かすかべビジネスプランコンテストの受賞者
が受賞プランに基づき出店する場合は上限額150万円）

　4/1㈮から、補助金の申請を受け付けています（予算が無くなり次第終了）。直接、市役所第三別館1階商工振興課へ申請してください。詳細は市
WEBWEBWEBWEBで確認してください。

※事前申請が必要

　 問い合わせ／商工振興課（内線7755）

初めて法人を設立する人、空き店舗に
出店を伴い創業する人を支援します

かすかべ動画チャンネル 動画共有サイト「YouTube（ユーチューブ）」で、春日部市のイベントや、市を紹介するさまざまな動画を配信
しています（通信費は本人負担です）。●アドレス…https://www.youtube.com/user/KasukabeCity ●2次元コード

　春日部駅付近の東西通行を支援するため、
春日部駅構内の通行に必要な費用を補助しま
す（要事前登録）。
　令和3年度以前に登録した人は、新たに登

録申請する必要はありません。
対象者…次のいずれかに該当する市内在住者
①  75歳以上の人（令和5年4/1㈯までに75
歳に達する人を含む）

②   身体障害者手帳、療育手帳または精神障害
者保健福祉手帳を所持する人

③  市内在住の未就学児の保護者
④   ①②の入場券購入代金を負担した人
補助対象経費…春日部駅構内を通行するため
の普通入場券および定期入場券の購入費用
補助金交付…1カ月当たり千円（普通入場券

の場合は小児500円）が上限。対象期間ごと
に、年2回請求することにより交付

登録申請…登録申請書、申請者の本人確認資
料、振込口座が分かるもの、②は手帳、③は
被保険者証を持って、直接市役所4階鉄道高
架整備課へ（登録申請書は同課、市役所1階
総合案内、ぷらっとかすかべ、市WEBWEBWEBWEBで配布）

春日部駅構内通行費用を補助します　 

対象期間 補助金請求期間

4/1㈮～9/30㈮ 4/1㈮～10/3㈪

10/1㈯～令和5年3/28㈫ 10/3㈪～令和5年3/31㈮

問い合わせ／鉄道高架整備課（内線3525）
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●5月から子宮がん検診開始　●休日窓口を開設　●特殊詐欺被害に注意
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5月から子宮がん検診開始
問い合わせ／春日部市保健センター（内線4262）

とき…5/1㈰～令和5年2/28㈫（休診日を除く）
内容…問診、視診、内診、子宮頸

けい

部の細胞診、
子宮体部の細胞診（医師の指示があった人）
対象…市内在住の20歳以上（平成15年4/1
以前生まれ）で、4月以降に妊婦健診で子宮頸
がん検診を受診していない女性
費用… ▶頸部検診1,300円

▶頸部・体部検診2千円

　実施医療機関はゴミニケーション・健康情
報カレンダー、または市WEBWEBWEBWEBをご覧ください。

休日窓口を開設
問い合わせ／市民課（内線2898）

　毎月2回、窓口業務の一部を取り扱う休日
窓口を開設します。平日に市役所へ来庁する
ことができない人は利用してください。
開設日時…原則、毎月第2㈰・第4㈯の8:30～
12:00（システムなどの関係で変更の場合有り）
開設予定日（4月～9月分）…4/10㈰・23㈯、
5/8㈰・28㈯、6/12㈰・25㈯、7/10㈰・
23㈯、8/14㈰・27㈯、9/11㈰・24㈯
開設場所…市役所1階市民課
取り扱い業務
▶各種証明書発行（住民票の写し、住民票記載
事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、
戸籍の附票の写し、身分証明書、戸籍の記載
事項証明書、戸籍届の受理証明書など）
▶届け出・申請（住民異動届（転入・転出・転
居・世帯主変更・世帯分離・世帯合併）、印鑑
登録申請・廃止・再交付）
▶マイナンバーカード交付・更新
※ 他市区町村や関係機関に問い合わせが必要な
ものなど、一部取り扱えないものや即日交付
できないものがあります。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

特殊詐欺被害に注意
問い合わせ／交通防犯課（内線2827）

　令和3年の県内の特殊詐欺被害認知件数は、
暫定値で1,082件です。市内でも令和3年12
月末現在、20件（前年同期比△11件）の被害
を認知しており、被害が多く発生しています。
被害に遭わないために
▶ 普段から家族や身近な人と気軽に相談でき
る関係を築き、合言葉を決めておく
▶ 在宅中でも留守番電話に設定
▶ 電話番号通知サービスで相手を確認
▶ 警告・通話録音
機能のある電
話機や装置の
活用

　公共下水道の供用が開始された区域では、
生活排水や工場排水などは公共下水道へ接続
して流すように義務付けられています。
　公共下水道が使用できるようになっている
区域では、速やかに接続するための工事を
行ってください。
▶浄化槽を設置している…1年以内に接続
▶くみ取り便所を設置している…3年以内に
水洗便所へ改造し、接続
公共下水道への接続工事
　必ず市が指定する排水設備工事店に依頼し
てください。工事店は下水道課へ問い合わせ

るか、市WEBWEBWEBWEBをご覧ください。
融資あっせん制度
　接続工事に必要な資金の融資をあっせんし
ます。希望者は工事開始前に下水道課へ相談
してください。
融資金額…改造工事1件につき1万円を単位
として、5万円～50万円
償還回数…融資金額に応じて12回～36回
融資利率…年利2.0パーセント
利子相当額の補助…利子相当額が補助金とし
て交付されます。融資の償還が終わった時点
で申請してください。

下水道使用料
　下水道使用料は、施設の維持管理と汚水処
理の費用に充てています。水道使用量を基に
算定されるので、水道料金と一緒に納めてく
ださい。
悪質な訪問業者に注意
　市から依頼されたように装い、宅地内の排
水管などの清掃や点検を言葉巧みに勧め、高
額な請求をする悪質な訪問業者がいます。
　市が、個人宅の設備を清掃することはあり
ません。不審・不明な点がありましたら、下
水道課に相談してください。

公共下水道への接続はお早めに　 問い合わせ／下水道課（内線7107）

通話録音機▶自己負担金免除対象者
対象者 持ち物

検診当日70歳以上の人 健康保険証・運転免許証など

一定の障がいのある65歳～69歳
の後期高齢者医療制度加入者 後期高齢者医療被保険者証

生活保護受給者 生活保護受給証

中国残留邦人等支援給付受給者 本人確認証

住民税非課税世帯の人
無料券（要事前申請。即日交
付できない場合有り。申請書
は市WEBWEBWEBWEB）

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）コンビニ交付 数字4桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書）を設定したマイナンバーカードを利用すると、全国所定のコン

ビニで住民票や印鑑証明書などが取得可能。市役所窓口での交付より早く、安く取得できるので、ぜひ利用を。 問い合わせ／市民課（内線2898）

　かすかべし出前講座では、学習会や集まり
に講師を招き、暮らしに役立つ情報や市の事
業について学ぶことができます。
申し込み方法
①グループを作る…原則、市内在住・在勤・
在学者で構成する10人以上のグループ
②講座を選ぶ…講座のメニュー一覧は、教育
センター3階視聴覚センター・1階学習情報
サロン、市役所1階総合案内、庄和総合支所
1階総合案内、各公民館、市WEBWEBWEBWEBで配布
③開催日時を決める
④会場（市内に限る）を確保する…手配は、主

催者である皆さんにお願いします
⑤社会教育課（視聴覚センター）へ相談する…
同課が講師と日程調整を行う
⑥社会教育課（視聴覚センター）に受講申請書
を提出する
注意事項
▶ 政治的、宗教的または営利を目的とした催
しなどには利用できません

▶ 講師料は無料ですが、教材費や交通費など
の負担が必要な場合があります

▶ 主催者は皆さんです。当日の進行などは主
催者が行ってください

かすかべし出前講座 

　電話で「お金」「キャッシュカード」「還付金」
「ATM」などという言葉が出てきたら、絶対に
信用せず、すぐに警察に相談してください。
春日部警察署（☎ 734-0110）

問い合わせ／社会教育課（☎ 763-2425）
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委員を募集します
委員の名称 子育て支援審議会の委員 観光振興審議会の委員 市史編さん委員会の委員
応募期間 4/1㈮～5/2㈪（必着）

内容 児童の福祉に関すること、および子ども・
子育て支援に関する事項を調査・審議 市の観光振興に関する事項を調査・審議 市史編さん事業に関する基本方針や基本計画などを審議

募集人数 1人

任期 2年

会議 年3回～4回 年3回程度 年2回以内

報酬 会議1回につき5,200円

応募資格
次の全ての条件を満たす人　①市内在住・在勤・在学者、または市内で活動する団体に所属する人　②応募時に満18歳以上　

③国または地方公共団体の議員でない　④市の審議会などの公募による委員でない

児童の福祉に関心のある人 観光について造詣が深い人 自治体史編さんの知識・経験のある人

応募方法 応募用紙に応募の動機、課題作文、その他必要事項を記入し、直接、郵送、ファックス、またはメールで応募

応募先
▶直接…市役所1階こども政策課　▶郵送…〒344-8577 
（所在地不要） 春日部市役所こども政策課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …733-
0220　▶ …kodomo@city.kasukabe.lg.jp

▶直接…市役所第三別館1階観光振興課　▶郵送…〒344-
8577 （所在地不要） 春日部市役所観光振興課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …
733-3826　▶ …kanko@city.kasukabe.lg.jp

▶直接…教育センター1階文化財保護課　▶郵送…〒344-
0062 粕壁東3-2-15 春日部市教育委員会文化財保護課　▶
FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …763-2218　▶ …bunkazai@city.kasukabe.lg.jp

応募用紙
配布場所

各担当課、市役所別館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、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、市WEBWEBWEBWEB

選考 書類選考（市史編さん委員会の委員は面接有り）により決定し、選考結果は応募者本人に文書で通知。応募書類は返却しません

問い合わせ こども政策課（内線2571） 観光振興課（内線7767） 文化財保護課（内線4834）

　本市を含む埼葛12市町では、毎年4月を「埼
葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、同和
問題の正しい理解の妨げとなっている「えせ
同和行為」の排除を呼び掛けています。
「えせ同和行為」とは
　同和問題の解決を口実に、個人、企業、行
政機関などに対して「図書等物品購入の強要」
や「寄附金・賛助金の強要」など、不法・不当
な行為や要求をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被害
に遭うだけでなく、同和問題に対する誤った

認識を植えつけ、新たな偏見や差別意識を生
む要因となり、同和問題解決の大きな阻害要
因となる許されない行為です。
えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為の要求に応じる必要はありませ
ん。その場しのぎの安易な対応は、かえって相
手につけ込まれます。終始、き然とした態度で
断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。
同和問題（部落差別）に関する正しい理解を深
めましょう
　同和問題とは、同和地区（被差別部落）に「住

んでいる」あるいは「生まれた」ということを
理由とした不合理な偏見により、結婚や就職、
日常生活などの面で差別を受け、基本的人権
が侵害されるという、日本の歴史の中で生み
出され、現在もなお存在するわが国固有の重
大な人権問題です。埼葛12市町では「部落差
別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、同
和問題の正しい理解が図られるよう、人権教
育・啓発活動を推進しています。

えせ同和行為を排除しましょう－埼葛えせ同和行為対策強化月間－　 
問い合わせ／総務課（内線2418）、社会教育課（内線4814）

●いきいきシニアライフ応援事業　●えせ同和行為を排除しましょう　●委員を募集

　高齢者が、いつまでも健康でいきいき
と生活するためには、「食事」「運動」「社
会参加」を柱とするフレイル※予防が大
切です。事業に参加して健康長寿を目指
しましょう。

※ 加齢に伴い、筋力や心身の活力が低下した状態

高齢者宅での健康相談
　生活習慣病重症化予防や低栄養防止のため
に、保健師などの医療専門職が自宅に訪問し
健康相談を行います。75歳以上の対象者に
は、4月下旬に通知を送付します。

フレイル予防・健康づくりのミニ講座
　高齢者グループの活動場所に保健師など
が行き、ミニ講座を行います。希望するグ
ループは保健センターに問い合わせてくだ
さい。

　 問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

項目 人数（人） 割合（%）
良くなった 13 48.1
少し良くなった 11 40.7
変化なし 3 11.1
悪くなった 0 0.0

項目 人数（人） 割合（%）
参考になった 24 88.9
まあ参考になった 3 11.1
あまりならなかった 0 0.0
全くならなかった 0 0.0

項目 人数（人）
健康状態の維持や健康増進 25
病気の発症予防や悪化予防 19
介護予防に向けた日常生活の過ごし方 11
医療機関への上手なかかり方 8
介護の仕方や介護保険の活用 6
ジェネリック医薬品の活用 6

1  個別健康相談を利用して、
生活習慣は変わったと思いますか

3  個別健康相談では、どのような点が参考
になりましたか（複数回答。主なもの）

2  個別健康相談は、自身の生活や健康
に関して参考になりましたか

いきいきシニアライフ応援事業

春日部なう インターネットで「春日部なう」と検索するか右記スマートフォン用2次元コードから、市民課や国民健康保険課の混雑状況がリアルタイムで
確認できます。休日開庁時の混雑状況も確認できますので、来庁時の参考にしてください。

健康の悩みや疑問、
まずは相談してください

令和3年度健康相談終了者からの
アンケート結果



4月・5月の予定

　埼玉県と県内市町村が共同し、子育て家庭を対象とした優待制度を実施しています。
　「パパ・ママ応援ショップ協賛店」で優待カードを提示すると、割引などのサービスが受けら
れます。
対象…18歳に達して次の3/31を迎えるまでの子どもがいる、または妊娠中の人がいる世帯
利用方法…優待カード（紙、スマートフォンアプリ版の画面）を協賛店に提示してください。協
賛店には、ステッカーやポスターが掲示されています。協賛店の情報は、「埼玉県結婚・妊娠・
出産・子育て・応援公式サイト」で確認できます。
優待カードの入手方法
①スマートフォンアプリ版　「ポケットブックまいたま」アプリをダウンロードし設定を行ってくだ
 さい。
②紙　 市役所1階こども政策課、武里出張所、庄和総合支所2階福祉・健康

保険担当、各公民館
 ※ 有効期限が令和4年3月末日と記載された紙のカードを持っている人

には、新しいカードを配付しています

「クレヨンしんちゃん」Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

児童センター　遊ぼうで 記号の説明 対象・定員 持ち物 申し込み

春日部第１児童センター エンゼル・ドーム　牛島371-1　☎755-8190
休館…4月・5月は無休　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
みんなでつくろう工作教室
「つかめる！がしがしハンド」を作って遊
ぼう

4/9㈯
①10:30～11:30
②13:30～14:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各10人（申し込み順）
当日直接、同センターへ

イースターイベント
ビンゴゲーム（自然バージョン）をして、
イースターエッグをゲットしよう

4/17㈰
①10:30～11:45
②13:30～14:45

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各50人（先着順）
当日直接、同センターへ

おとうさんといっしょ
「ふれあい遊び」で楽しもう

4/24㈰
10:30～11:00

1歳6カ月以上の未就学児とその保護者（お母さんの参加も可能）　
15組（先着順）
当日直接、同センターへ

こどもの日スペシャルオープニングコンサート
フルートとキーボードによる「ききたい
曲、あ～るかな？」

5/1㈰
①10:30～11:30
②13:30～14:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

こどもの日スペシャル日替わりイベント
作ろう！遊ぼう！

5/3～5（全て㈷）
①10:00～11:45
②13:00～14:45

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

春日部第2児童センター グーかすかべ　粕壁3-8-1　☎754-2815
休館…4月・5月は無休　開館時間…10:00～20:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
G
ゲ ー ム
AME C

カ フ ェ  
AFÉ

スマートボールなどで遊ぼう
4/4・11・18（全て㈪）
15:30～17:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

パターゴルフ
カップイン目指して、楽しく遊ぼう

4/9・23（全て㈯）
13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

おもちゃ病院
おもちゃドクターに壊れたおもちゃをみ
てもらおう

4/10㈰
①10:00～12:00
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
みてもらうおもちゃ
当日直接、同センターへ

いちごえん♥みんなであそぼう♥
体操や探検ゲーム、製作などで遊ぼう

4/19㈫
11:30～12:00 

1歳以上の未就学児とその保護者　6組（申し込み順）
直接、または電話で同センターヘ

グーかす将棋道場（オープン形式）
将棋を習って集中力を身に付けよう

4/24㈰
13:00～15:00 

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…4月・5月は無休　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
入学おめでとう週間
新小学1年生にスマイルしょうわの利
用について案内します。保護者も一緒
にどうぞ

4/1㈮～10㈰
①10:00～11:45
②13:00～14:45
③15:30～17:30

新小学1年生（保護者同伴可）
当日直接、同センターへ

囲碁・将棋教室
初めてでも先生が優しく教えてくれます

4/9・23（全て㈯）
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、同センターへ

ふれあいベビータイム
ベビーヨガやマッサージで親子が笑顔
になれる心地よい時間です

4/14㈭
10:30～11:30

3カ月以上の首の据わった乳幼児～満1歳児とその保護者　12組（申し込み順）
バスタオル、水分補給できるもの
直接、または電話で同センターへ

わくわく親子ビクス
子どもたちはもちろん、保護者もハッ
ピーになれるプログラムです

4/19㈫
10:15～11:15

一人で歩ける子どもとその保護者　12組（申し込み順）
汗拭きタオル、水分補給できるもの
4/1㈮から直接、または電話で同センターへ

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを、おもちゃ病院の先
生にみてもらいましょう

5/7㈯
①10:00～11:50
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
みてもらうおもちゃ
当日直接、同センターへ

会場 電話番号

武里南保育所 武里団地9-16 ☎735-4381

第3保育所 粕壁6823 ☎752-0736

第4保育所 備後西1-13-1 ☎735-0066

第5保育所 藤塚428-１ ☎735-8471

第6保育所 牛島1276 ☎754-5040

第7保育所 栄町3-166 ☎754-7426

第8保育所 上蛭田82-1 ☎754-8349

第9保育所 粕壁3-8-1 ☎754-3521

八木崎保育所 粕壁5435-1 ☎797-5747

庄和第1保育所 西金野井256-1 ☎746-3511

庄和第2保育所 東中野1152 ☎746-5221

　新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、保育施設内での地域交流
会は中止します。なお、子育てに関する助言・
指導を行う子育て電話相談は今まで通り実施し
ます。詳しくは、各保育所へお問い合わせくだ
さい。

地域交流会

　4月から、保護者が病気や出産、看護などの理由に
より、家庭でお子さんを養育することが一時的に困難に
なった場合に、乳児院や児童養護施設などで一定期間
お子さんを預かる事業が始まりました。
　対象は、市内に住所を有する12歳以下（小学校およ
び義務教育学校前期課程修了前）のお子さんです。
　利用期間は、1カ月につき、原則と
して7日（6泊）以内です。
　事前の利用申請が必
要ですので、利用を希望
する場合は、こども政策
課へ相談してください。

子育てピックアップ①
子育て短期入所生活援助事業
（ショートステイ）が始まりました

パパ・ママ応援ショップ優待カードを利用しませんか
子育てピックアップ②

問い合わせ／こども政策課（内線2572）

問い合わせ／こども政策課（内線2571）

とうげこう　よそみ　おしゃべり　きけんがいっぱい　（交通安全スローガン）

かすかべ子育て応援サイト
子育てに役立つ情報満載!子育てに役立つ情報満載!

詳しくは市WEBWEBWEBWEB で▶ 
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申し込み…人数制限をしているため事前予約制です（エンゼルのつどい、い・つ・も　ゆめ色、
つどいの広場「みっくすじゅーす」を除く）。各施設へお問い合わせください。

事業名 施設名 開設日時（㈷㉁、施設の休館日を除く）
エンゼルのつどい エンゼル・ドーム

（☎755-8190）
㈬～㈮、毎月第４㈰
10:00～15:00

ほっとタイム
おいでおいであかちゃん、せいさくのひろ
ば、あそびのひろば、えいごであそぼう

庄和子育て支援センター
（☎747-2321）

㈪～㈯
8:30～17:15

さくらんぼ
こいのぼり制作、フラフープ遊び、
身体測定

信愛保育園（大場）
（☎734-9692）

㈪㈬㈮・12㈫・26㈫
9:30～16:00

わかたけ
乳児園庭開放、親子講座（キッズビクス）　他

一の割自然保育園（一ノ割）
（☎080-3429-0115）

㈪～㈮、月１回㈯開所
9:30～16:00

C
コ ッ コ
occoひろば
春日部

コープみらい
コーププラザ春日部（中央）
（☎753-4333）

㈪・㈬・㈮（29を除く）、
毎月最終㈯
10:00~15:00

緑の森子育てひろば
ママロン、親子ふれあい遊び講座　他

緑の森保育園（米島）
（☎746-7373）

㈪～㈮
9:00～15:00

のびのびタイム他
親子たいそう、お楽しみ週、
読み聞かせなど

春日部子育て支援センター
（☎754-2201）

㈪～㈮　8:30～17:15
㈯　8:30～13:30

Coccoひろば
ハーモニー

ハーモニー春日部
（☎753-4333（コーププラザ
春日部内））

㈪㈫㈭・9㈯

い・つ・も　ゆめ色
教材費など自己負担あり
（100円～200円）

ゆっく武里
（☎734-1098（団体代表者））
※4/14㈭は武里南地区公民館

㈫（12を除く）・1㈮・4㈪・8㈮・
9㈯・14㈭・18㈪・21㈭・
27㈬・30㈯

子育て支援センター　たんぽぽルーム
たんぽぽルーム開放日、
看護師さんの発育測定　他

アートチャイルドケア春日部
（下蛭田）
（☎070-6514-5764）

㈪～㈮　
※㈯は講習会開催予定（不定期）

子育て支援　すこやか
4/22㈮親子体操教室
（楽しく体操しましょう）

小島保育園（米島）
（☎746-0401）

㈪㈬㈮ 10:00～15:00
月1回㈯ 10:00～12:00

つどいの広場
「みっくすじゅーす」

スマイルしょうわ
（☎718-0300）

㈪㈬㈮ 
10:00～15:00

ぽっけのおうち
出張子育てサポートも実施

ＮＰＯ法人V
ヴィ レ ッ ジ
illage（栄町）

（☎677-2865）
㈪～㈮（4月より週5日に変更）
10:00~15:00

学校法人大京学園　
こども相談支援センター
親子でふれあい遊び、わらべうた、
子育て相談　他

幼保連携型認定こども園
武里幼稚園（大枝）
（☎735-5006）

㈪㈬㈭　10:00~12:00
※ 個別相談は13:00～16:00（要
予約）

地域子育て支援拠点施設

南桜井保育室ポコ・ア・ポコ 所在地：米島1198-101 共栄レジデンス1階　☎796-8822

　当園は平成31年4月、南桜井駅前南口に開園しました。乳幼児の大切な時期だからこそ、預かるだ
けでなく、いろいろな体験を通じて想像力や表現力の豊かな子どもたちを育んでいきたいと考えています。
　「ポコ・ア・ポコ」とは音楽用語（イタリア語）で「少しずつ」という意味です。
　「あせらずゆっくり」を保育のモットーに、キッズイングリッシュやスイミングなどのカリキュラムを組み、
毎日少しずつ「がんばったね」「成長したね」という体験を積み重ね、子どもたちの成長をしっか
りサポートします。
開園日時：㈪～㈮　7:30～19:00、㈯　7:30～18:30　対象：0歳児（満6カ月）～2歳児

集まれ！元気っ子 春日部市内の幼稚園・保育園・認定こども園などを紹介します

子育てサロン
　育児中の親子が集う場で、簡単な遊びを通じて参加者同士の交流を図ります。
育児の不安・悩みなど、子育てについて、いろいろおしゃべりしてみませんか。
対象…0歳児～ 5歳児とその保護者　申し込み…各会場・問い合わせ先へ

事業名 会場・問い合わせ 開催日
時間4月 5月

子育てサロン
 主任児童委員、保
育士、助産師、家庭
児童相談員などが
常駐し、専門的な相
談にも応じています

あしすと春日部〔こども相談課（内線2766）〕
15組（申し込み順） 28㈭ 26㈭

10:00～
11:30武里市民センター〔こども相談課（内線2766）〕

15組（申し込み順） 12㈫ 17㈫

うちまき
プレイルーム

内牧南公民館（☎761-0065）
10組（申し込み順） 7㈭ 12㈭ 10:00～

12:00

親子の広場

豊春地区公民館（☎754-0942）
10組（申し込み順） 21㈭ 19㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 13㈬ 11㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 20㈬１8㈬

子育て
ふれあいサロン

豊野地区公民館（☎735-0009）
5組（申し込み順） なし 19㈭

藤塚公民館（☎ 735-2528）
5組（申し込み順） 26㈫ なし

武里南地区公民館
〔武里大枝公民館（☎737-8022）〕
10組（申し込み順）

20㈬ 18㈬

子育てサロン
「親子のひろば」

正風館（☎ 746-6666）
15組（申し込み順） 
申込期間:4/6㈬～5/13㈮

なし 19㈭

いじめの火　声の消火器　出す勇気　（青少年健全育成標語）

問い合わせ／中央図書館（☎761-5911）、武里図書館（☎737-7625）、庄和図書館（☎718-0200）
申し込み不要。直接会場へ

催し物 とき ところ 対象

小さい子のおはなし会 ㈯
15:00～15:30 中央図書館

武里図書館
庄和図書館

4歳児～
9歳児

大きい子のおはなし会 第2・第4㈯　
15:30～16:00 小学生

えほんのへや
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

第1・第3㈭　
10:45～11:30 中央図書館 2歳児～

4歳児と
その保護者第2・第4㈭　

10:45～11:30 武里図書館
あかちゃんえほんの会
絵本の読み聞かせ・わらべうたなど

第2・第4㈭　
11:15～11:30 中央図書館 乳幼児と

その保護者子育てぴよぴよタイム
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

㈭
11:00～11:30 庄和図書館

あかちゃんタイム（中央図書館・武里図書館）
子育てファミリータイム（庄和図書館）
お子さんと一緒に気兼ねなく図書館を利用できる時間です

㈭
10:00～12:00

中央図書館
武里図書館
庄和図書館

未就学児と
その保護者

図書館　行こうへ

駒
こまつ

津 咲
え み

美ちゃん
令和3年4月24日生

笑顔溢
あふ
れる元気な子に

育ってね♪大好き♡

未来へはばたけ

広報かすかべ「未来へはばたけ かすかべっこ」のコーナーでは、5歳
未満（申し込み時）のお子さんの写真と、お子さんへのメッセージを掲
載しています。掲載を希望する人は直接、または電話で市役所3階シティ
セールス広報課（内線2177）へ連絡してください。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

写真を載せませんか

阿
あ く つ

久津 実
みの り

哲ちゃん
令和3年11月20日生

すくすく元気に育ってね！

齋
さいとう

藤 夢
ゆめ

哉
や

ちゃん
令和2年12月8日生

ニコニコの夢哉くん。元
気にすくすく育ってね☆
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 お知らせ
毎年5月最終㈰の
春のクリーンデー中止01

新型コロナウイルス感染症の感染状況
を考慮し、「春のクリーンデー」（市内一斉
清掃）は中止　 リサイクル推進課（内
7735）、庄和総合支所総務担当（内7015）

男女共同参画に関する
市民意識調査の結果公表02

令和5年度からの第3次春日部市男女共
同参画基本計画のため、令和3年9月に3
千人を対象に実施。報告書は市WEB、市
役所別館3階市民参加推進課・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、ぽぽら春日
部、ハーモニー春日部、各公民館で閲覧可
能　 市民参加推進課（内2878）

4月より年金手帳を廃止
基礎年金番号通知書へ03

これまでの年金手帳はそのまま使用可
能。基礎年金番号通知書への切り替え不要。
4月以降、年金制度に加入する人や再発行
を希望する人には、基礎年金番号通知書を
発行
再発行…厚生年金加入者、第3号被保険者
は勤務先へ。第1号被保険者は市民課、庄
和総合支所1階市民窓口担当、または春日
部年金事務所へ　 市民課（内2893）、
春日部年金事務所（☎ 737-7112）

令和4年度より成人式は
「二十歳を祝う会」に04

成年年齢引き下げに伴い、成人式の名
称を変更。20歳を対象とし、1月上旬に開
催予定　 社会教育課（☎ 763-2445）

市限定「わんわん住民票」
リニューアル05

ⓒU／F・Ｓ・A・A
4/1㈮～　 クレヨンしんちゃんのイ

ラスト入り、市限定のわんわん住民票を今
年もリニューアル。市役所第三別館1階環
境政策課、庄和総合支所2階総務担当の窓
口で、愛犬の名前などを印字して無料配布。
詳しくは市WEBへ　 同課（内7719）

令和4年度の国民年金保険料06

6カ月分（上期）、1年分、2年分の現金
納付での前納は4月末まで、6カ月分（下
期）の口座振替での前納は8月末までに年
金事務所で手続きが必要。口座振替は、現
金納付よりお得。クレジットカードによる
納付も有り。詳しくは年金事務所へ　
市民課（内2893）、春日部年金事務所（☎ 
737-7112）

浄化槽の正しい維持管理
合併処理浄化槽への転換を07

維持管理が行われていないと放流水質
の悪化や悪臭など、周辺の生活環境を悪く
する原因に
浄化槽設置者・使用者の三つの責任
①保守点検…年3回～4回、県知事登録業
者へ（有料）　②清掃…年1回以上、市の許
可業者へ（有料）　③法定検査（定期水質検
査）…年1回、埼玉県浄化槽協会（☎ 048-

定額保険料（1カ月分） 現金・口座16,590円
口座（早割）16,540円

保険料6カ月分（上期、
下期）を納期限までに
前納した場合

現金98,730円
口座98,410円

保険料1年分を4月に
前納した場合 現金195,550円

保険料2年分を4月に
前納した場合 現金382,780円

501-5707）へ（有料）
合併処理浄化槽への転換に補助
浄化槽処理促進区域内での合併処理浄化槽
への転換に対し、市では予算の範囲内で補
助金を交付。新築・増改築などは不可
リサイクル推進課（内7735）

ゴーヤ・アサガオの種配布08
緑のカーテンを作って、夏の省エネや

地球温暖化防止。希望者にゴーヤ・アサガ
オの種を郵送　 4/22㈮までに郵便番
号、住所、氏名、電話番号をはがき、電話、
ファックス、またはメールで〒344-8577 
（所在地不要） 春日部市役所環境政策課（内
7717、FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 733-3826、 kankyo@
city.kasukabe.lg.jp）へ

4/6㈬～15㈮
春の全国交通安全運動09

歩行者の安全の確保　「もしかして・とま
る・みる・まつ・たしかめる」を合言葉に、
子どもに交通ルールやマナーを／高齢者は
「相手が止まるだろう」などの優先意識を持
たず、自分の目で安全確認を
高齢運転者などの交通事故防止　高齢者
は衝突被害軽減ブレーキなどのある車「サ
ポカー S」の利用を／運転に不安を感じた
ときは運転免許証の自主返納の検討を／運
転者は、全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートを正しく着用。飲酒運転は「し
ない、させない、ゆるさない」の徹底を
自転車の安全利用　原則、車道の左側を走
行し、交通ルール順守／歩道を走行する場
合、歩行者を優先／乗車用ヘルメットを着
用／夕暮れ時や夜間は明るい色の衣服や反
射材を身に着け、必ずライト点灯／自転車
損害保険などに加入を
交通防犯課（内2825）
県主催 就職支援セミナー
魅力的な応募書類の作成術10

5/11㈬　14:00～16:00　 中央公
民館　 おおむね60歳以上の人　40人
（申し込み順）　 ㈪～㈮（㈷を除く）の
9:00～17:00に電話でセカンドキャリア
センター専用受け付けダイヤル（☎ 049-
265-5844）へ

求人企業合同説明会11
4/26㈫　13:00～16:00（受け付け

12:00～）　 大宮ソニックシティ　 令
和5年3月大学・短大・専門学校卒業予定
者・既卒3年以内の人　※参加企業は4月
中旬に埼玉県雇用対策協議会WEBに掲載
予定　 不要　 履歴書複数枚（コピー
可）　 同協議会（☎ 647-4185）

検察審査会制度12
検察審査会制度　 検察審査会は、検察
官が被疑者（犯罪を犯した疑いがある者）
を裁判にかけなかったことが正しかったか
どうかを審査する機関。不起訴処分に不満

を持っている人は問い合わせを
検察審査員　 検察官の不起訴処分を審
査するため、審査員に選ばれた際には協力
を　 選挙権を持つ、抽選で選ばれた人
さいたま第一検察審査会事務局（☎ 

863-8714）
4/15遺言の日
地元弁護士による無料法律相談会13

4/15㈮　13:30～16:00（1人30分
以内）　 越谷市中央市民会館（越谷市
越ヶ谷4-1-1）　 離婚･相続･借金・交通
事故などの法律問題　 4/1㈮から、電
話で埼玉弁護士会越谷支部事務局（☎ 048-
962-1188）へ

遺言の日記念
相続問題電話法律相談会14

4/16㈯  13:00～16:00（受け付けは
15:30まで）　 弁護士による遺言・相続
に関する電話法律相談　☎ 861-0200（当
日のみ通話可、通話料は相談者負担）　
埼玉弁護士会法律相談センター（☎ 710-
5666）

宝くじ助成金で
コミュニティ活動を支援15

（一財）自治総合センターは、宝くじの
受託事業収入を財源としたコミュニティ助
成事業を実施。令和3年度宝くじ助成金を
受けて、永沼区が集会所建て替えと備品整
備を実施　 市民参加推進課（内2875）

埼玉県都市ボートレース企業団
ボートレース戸田開催日程16

4/1㈮～4㈪・13㈬～18㈪・23㈯～
27㈬　 ボートレース戸田　 市は同
企業団に加盟し、配分金を市政に活用中　
同企業団（☎ 823-8711）

 人材募集

交通指導員17
児童・生徒通学時（おおむね7:00～

8:30のうち1時間程度）の交通指導、交
通安全教育の指導、市のイベント時の交

記号の説明
とき　 ところ　 内容

対象・定員　 費用　 持ち物

申し込み　 問い合わせ

※ 費用は有料の場合のみ、 持ち
物は必要な場合のみ記載

施設名の説明
庄和総合支所→支所、勤労者会館「ラ
イム」→ライム、男女共同参画推進セン
ター「ハーモニー春日部」→ハーモニー
春日部など、略称・愛称で表記

申し込み、問い合わせの際は、各施
設の休館日などを確認してください。

×廃止
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通整理など　勤務学区…幸松小学校、豊
野小学校、立野小学校、江戸川小中学
校　 20歳以上の人　各学区1人（選考）　
※謝金・制服貸与有り　 4/20㈬まで
に電話で交通防犯課（内2825）へ

令和5年4/1付採用
市職員（第1回）18

試験日…7/10㈰（1次試験）　 受験
案内などの配布…4/11㈪から市役所第三
別館2階人事課、庄和総合支所2階総務
担当、または市WEBで。郵送希望者は封
書に「受験案内希望」と朱書き、140円分
の切手を貼った封筒（角形2号）を同封し、
〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役
所人事課（内7618）へ　 事務職（一般）、
消防は、大卒者（卒業見込者含む）　※そ
の他の職種は受験案内、市WEBで　
4/11㈪～5/17㈫に電子申請の上、履歴
書を5/17㈫（消印有効）までに簡易書留
で、〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所人事課へ
職員採用説明会
4/24㈰　※詳細は4月上旬に市WEB

に公開予定
令和5年4/1付採用
市立医療センター職員（看護職）19

試験日…5/14㈯　 看護師・助産師
の資格を有する、または令和5年3月ま
でに取得見込みの人で、昭和62年4/2以
降に生まれた人　 4/22㈮までに受験
申込書などを直接、または郵送で〒344-
8588 （所在地不要） 春日部市立医療セン
ター3階総務課（☎735-1261）へ　※受
験資格や受験申込書など、詳しくは同セ
ンターWEBで

令和5年二十歳を祝う会
実行委員会委員20

任期は令和5年3/31㈮まで　 年4
回程度の会議、式典企画運営、記念品選
定、式典当日進行など　 15歳～25歳
未満の市内在住・在勤・在学者（中学生を
除く。過去に本市在住経験が有り、令和
5年二十歳を祝う会に参加する人は、市
内在住・在勤・在学者以外も可）　15人
以内（申し込み順）　 4/1㈮～5/6㈮
に電話、またはメールで社会教育課（内
4816、 s-kyoiku@city.kasukabe.
lg.jp）へ　※詳しくは市WEB、または春

日部市二十歳を祝う会実行委員会WEBで
インターネットモニター
（広報紙に関するアンケート）21

4/1㈮～22㈮　 広報かすかべなど
に関するアンケートに応じるモニター。
月1回、年10回程度。回答回数により謝
礼有り（市内共通商品券千円）　 イン
ターネット・メールが利用できる18歳以
上の市内在住者　100人　
4/1㈮から申し込み

フォームでシティセール
ス広報課（内2178）へ。
詳しくは市WEBで

第3次春日部市男女共同参画
基本計画ワークショップ参加者22

4/30㈯　10:00～11:30　 ハーモ
ニー春日部　 令和5年度からの第3次
計画策定に当たり、ワークショップを開
催。テーマ「（仮）一人ひとりの豊かな人生
について考えよう」　 満18歳以上の市
内在住・在勤・在学者　20人（申し込み順）
4/11㈪～22㈮に電話、またはメールで

市民参加推進課（内2878、 sanka@
city.kasukabe.lg.jp）へ　※詳しくは市
WEBで

 福　祉
介護支援ボランティアポイント
事業に登録を23

活動施設で介護支援ボランティアを
行った人にポイントを付与。翌年度に市
内共通商品券と交換
活動施設…市内の特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、グループホーム、デ
イサービス施設などのうち、市にボラン
ティア受け入れの登録をしている施設　
※施設によって活動内容は異なる
ボランティア…▶レクリエーションなど
の指導・参加支援　▶食堂内の配膳・下
膳　▶施設内の喫茶などの運営補助　▶

募集職種 試験科目
事務職（一般）

一般教養試験
事務職（障がい者対象）

事務職（学芸員）

消防（救急救命士を含む）

土木

専門試験

建築

電気

保健師

保育士（事務）

散歩・外出・館内移動の補助　▶模擬店・
会場設営、芸能披露など　▶話し相手　
▶その他施設職員と一緒に行う軽微で補
助的な活動（草刈り、洗濯物の整理など）
介護保険料を納めている市内在住の65

歳以上の人（第1号被保険者）　 介護保
険被保険者証を持って、市役所第二別館2
階介護保険課（内7575）、庄和総合支所
2階福祉・健康保険担当へ

そらまめ手帳を配布24

介護予防に関する情報、市や地域包括
支援センターで実施する介護予防事業な
どをまとめた手帳。各事業の年間予定も
記載。市役所第二別館2階介護保険課（内
7573）、庄和総合支所2階福祉・健康保
険担当、各公民館で配布

春日部そらまめ体操
6/7㈫から市民文化会館再開25

毎週㈫　10:00～　
市民文化会館　

そらまめ体操（市独自
の介護予防体操）実技　
おおむね65歳以上

の市民25人（事前登
録・申し込み順）　
4/18㈪から介護保険
課（内7573）へ

住民主体型
介護予防事業費補助金26

日常生活支援が必要な高齢者を地域で
支え合う介護予防・生活支援の体制づく
り（下記①②）に取り組む団体へ補助金を
交付　補助金額…上限25,000円（概算払
い。対象外となる経費有り）
①住民主体型生活支援…日常の困り事（掃
除、洗濯、買い物、ごみ出し、庭の手入れ、
通院付き添いなど）の支援
《要件》▶市内在住の5人以上の団体　▶
支援区域・利用料・支援内容が明確　▶
主に高齢者対象に支援可能
②住民主体型通所支援…地域住民が運営
する、定期開催する介護予防の体操
《要件》▶おおむね週1回実施　▶1回の
所要時間が30分以上　▶虚弱な高齢者な
どでも十分実施できる内容で身体機能の
向上を目的とする　▶要支援1・2の人も
しくは事業対象者を受け入れる体制が常
時整っている
補助金交付申請書などの必要書類を5

月末までに直接、市役所第二別館2階介

護保険課（内7573）へ　※必要書類は同
課、市WEBで配布

認知症サポーター養成講座27

認知症の人とその家族を支え、誰もが
暮らしやすい地域をつくっていくサポー
ターを養成　 介護保険課（内7575）

健康脳トレ塾28

13:30～15:30　 そらまめ体操と健
康に関する講話、脳トレなど　 おおむ
ね65歳以上の市内在住者　各日30人（申
し込み順）　 240円　 電話で介護保
険課（内7575）へ

家族介護教室　知っておきたい!
～生活介護のポイント～29

5/18㈬　14:00～15:30　 ゆっく
武里　 在宅介護をしている人、在宅介
護に関心のある人　20人（申し込み順）　
電話で介護保険課（内7575）へ

オレンジカフェ（認知症カフェ）30

認知症の人やその家族、地域の人や専門
職など誰もが気軽に参加でき、相談や情報
交換ができる場　 電話で各申し込み先へ

特別障害者手当などの支給額変更31

障がい者支援課（内2548）、庄和総合
支所（内7044）

とき ところ 申し込み先
5/14㈯
10:00～ 豊春第二公民館 第3包括

（☎ 753-1136） 
5/18㈬
14:00～ 武里地区公民館 第5包括

（☎ 734-7631）
5/25㈬
14:00～ 幸松第二公民館 第2包括

（☎ 753-2020）

とき ところ
5/24・31、6/7・14・22㈬・28、
7/5・12（22日以外全て㈫） 豊春地区公民館

5/26、6/2・9・16・23・30、
7/7・14（全て㈭） 庄和南公民館

とき ところ 定員 申し込み
4/13㈬
10:00～12:00

豊春地区
公民館 20人 第3包括

（☎ 753-1136）

4/15㈮
13:30～15:00

特別養護
老人ホーム
清寿園
（内牧2072）

25人 第2包括
（☎ 753-2020）

4/16㈯
10:00～11:30

武里地区
公民館 20人 第4包括

（☎ 738-5764）
4/20㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 12人 第3包括

（☎ 753-1136）
4/28㈭
10:00～11:30

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人

第5包括
（☎ 734-7631）

5/6㈮
10:00～11:30

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎ 734-7631）
5/10㈫　
2部制
①13:00～14:00
②14:10～15:10

武里大枝
公民館

各
20人

第6包括
（☎ 738-0021）

手当名 3月分まで 4月分から
障害児福祉手当 14,880円 14,850円

特別障害者手当 27,350円 27,300円

経過的福祉手当 14,880円 14,850円

152022年4月号 No.200かすかべ情報

かすかべオラナビ 春日部市の公式地域ポータルサイトです。生活情報の案内や、道路不具合・生き物情報の投稿機能などがあります。
サイト…https://kasukabe.geocloud.jp/　 2次元コード



 福　祉
手話講習会
基礎コース／中級コースⅡ32

基礎コース
5/12～10/27の毎週㈭（㈷を除く）　

13:30～15:30（全24回）　 高校生（令
和4年度に満16歳になる人）以上で、春日
部市手話講習会入門コースを修了または同
程度の手話技術を有する市内在住・在勤・
在学者　15人（申し込み順）　 テキスト
代3,300円　 4/1㈮～13㈬（必着）に申
込書を直接、または郵送で〒344-8577 （所
在地不要） 市役所1階障がい者支援課（内
2544）へ
中級コースⅡ
5/16～令和5年1/16の毎週㈪（㈷を

除く）　18:45～20:45（全30回）　 手
話通訳者を目指す、春日部市手話講習会中
級コースを修了、または同程度の手話技術
を有する市内在住者　10人程度　※令和
3年度中級コース修了者以外の人は4/22
㈮の17:00～20:00に技術確認の面談有り　
4/1㈮～8㈮（必着）に申込書を直接、

または郵送で〒344-8577 （所在地不要） 
市役所1階障がい者支援課（内2541）へ
共通事項
あしすと春日部　 申込書は同課、ま

たは市WEBで。託児サービスなし

点訳者養成講習会33
5/13～7/15の毎週㈫㈮　13:30～

15:30（全15回）　 あしすと春日部　
点訳の基礎、パソコン点訳（道具貸し出し
有り）　 点訳を初めて学ぶ、点訳者（ボ
ランティア）として活動したい高校生（令
和4年度に満16歳）以上の市内在住・在勤・
在学者　10人（申し込み順、最小催行2人）　

テキスト代770円＋送料別途　 4/1
㈮～15㈮（必着）に申込書を直接、または
郵送で〒344-8577 （所在地不要） 市役所1
階障がい者支援課（内2545）へ。申込書は
同課、または市WEBで。託児サービスなし

シルバー人材センター
入会説明会34

4/22㈮、5/20㈮、5/21㈯（女性向け）、
6/24㈮　 同センター　 健康で働く
意欲のある60歳以上の市内在住者　
筆記用具　 電話で同センター（☎ 752-
4747）、または同センターWEBへ

 保　健
高齢者用肺炎球菌
定期予防接種35 定期予防接種

令和5年3/31㈮まで　 実施医療機関　
▶令和5年4/1㈯までに65、70、75、

80、85、90、95、100歳になる人のうち、
令和4年2月末時点で未接種の人（対象者
へ4月上旬に通知を発送）　▶60歳～65
歳未満で身体障害者手帳1級相当の人　※
23価肺炎球菌ワクチンの接種歴の有る人
は対象外　 2,500円　※実施医療機関
は健康課（内7515）、健康情報カレンダー
39ページ～42ページ、市WEBで

成人男性　風しん抗体検査、
定期予防接種の期間延長36

令和7年3/31㈪まで　 実施医療機
関　 抗体検査の結果、抗体価が低い
人は、麻しん・風しん混合ワクチンを接
種　 昭和37年4/2～昭和54年4/1生
まれの男性　※送付済みクーポン券は期
限切れも有効。実施医療機関は、同封し
た通知または市WEBで　 健康課（内
7515）　

国民健康保険を使った接骨院・
整骨院（柔道整復師）での施術37

柔道整復師による施術は保険証が使え

ず、全額自己負担になる場合有り
保険証が使えない例
疲労性や慢性的な要因からくる肩こりや
筋肉疲労／脳疾患後遺症などの慢性病や
病状の改善の見られない長期の施術／肉
体疲労改善のための施術／保険医療機関
（病院など）で治療中の場合／労災保険が
適用になる場合／交通事故などの第三者
行為に該当する場合
保険証が使える例
骨折・脱臼（応急手当て以外は医師の同意
が必要）／打撲・捻挫の施術
施術を受ける場合の留意事項
負傷の原因を正しく伝える／施術者などが
作成した療養費支給申請書に患者の署名
が必要／施術内容を市から尋ねる場合有り
国民健康保険課（内2790）

孫育て教室38
6/29㈬　13:00～　 春日部市保健セ

ンター　 育児・離乳食・おやつの講話、
沐
もくよく
浴デモンストレーション　 市内在住で
これから孫を迎える人、生後6カ月ごろま
での赤ちゃんがいるママパパをサポートし
たい人　18人（申し込み順）　 4/20㈬
から電話でこども相談課（内2769）へ

普通救命講習会39

心肺蘇生法、AED（自動体外式除細動
器）の使用方法、救命に必要な応急手当て　
中学生以上の市内在住・在勤・在学者

（申し込み順）　各12人　※24日は事前
にWEB講習の受講が必要　 筆記用具、
動きやすい服装　 4/4㈪から直接、ま
たは電話で消防本部2階警防課（☎ 738-
3118）へ　※詳しくは市WEBで

新社会人献血キャンペーン40
6月末まで　 県内献血ルーム、献血

バス　 受け付けをした新社会人に埼玉

県オリジナル記念品を贈呈（無くなり次第
終了）　※献血バスの日程など詳しくは市
WEBで　 健康課（内7513）

趣味・教養
郷土資料館
ミニ展示ミュージアムトーク41

4/13㈬・24㈰　10:30～、15:00～　
教育センター　 学芸員によるミニ展

示「牛島のフジ」の解説　 郷土資料館（☎ 
763-2455）

郷土資料館　展示解説講座
「深掘り! 牛島のフジ」42

4/30㈯　10:00～12:00　 教育セン
ター　 学芸員による講座。国特別天然記
念物牛島のフジと春日部の歴史について紹
介　 30人（申し込み順）　 4/5㈫か
ら直接、または電話で郷土資料館（☎ 763-
2455）、または市WEBで電子申請

市民パソコンセミナー　
基本操作・パソコン入門編／
インターネット入門編

43

基本操作・パソコン入門編
5/6㈮　 キーボード・マウス操作、

とき 講座名 ところ
4/21㈭
9:00～12:00

普通救命講習3
（主に小児への対応）

中央
公民館

4/18㈪
9:00～12:00 普通救命講習1

（主に成人への対応）
庄和
消防署4/24㈰

10:00～12:00
▲ フジの季節に飾られた春日部駅構内（昭和
30年）出典:埼玉県立文書館収蔵埼玉新聞
社撮影戦後報道写真
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ウィンドウズの入門、文書作成ソフト
「ワード」の基礎　 4/12㈫の9:00から
インターネット入門編
5/18㈬　 インターネットの検索方

法、基本マナー　 マウス操作と文字入
力ができる人　 4/19㈫の9:00から
共通事項
①9:30～12:00　②13:30～16:00　
教育センター　 16歳以上（高校生

などを除く）の市内在住・在勤・在学者　
各10人（申し込み順）　 直接、または
電話で教育センター3階視聴覚センター
（☎ 763-2425）へ

市民映像セミナー
ビデオ撮影入門講座44

5/13㈮　9:30～16:00　 ビデオカ
メラ操作の基本、きれいで見やすい映像
を撮影するポイントなど　 16歳以上
（高校生などを除く）の市内在住・在勤・
在学者で、ビデオカメラを持参できる初
心者　10人（申し込み順）　 4/12㈫の
9:00から直接、または電話で教育センター
3階視聴覚センター（☎ 763-2425）へ

かすかべ探訪（定期案内）
～プレ藤まつり 一足先に香り
豊かな藤を愛

め

でよう! ～
45

4/23㈯　9:30～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合・解散）　 春日部駅西口
の藤棚、市立医療センターの彫刻、神社な
ど　歩行距離約2.7キロメートル　 10
人（申し込み順）　 4/5㈫の9:30から電
話でぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ　
※令和4年度の春日部藤まつりは中止

定期観光案内　
幸松地区散策ウオーキング
～古

こ さ つ

刹・小淵観音院へ～
46

5/13㈮　9:30～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 小渕一里塚
跡、追

おいわけみちしるべ
分道標、仲蔵院など　 10人（申

し込み順）　 4/7㈭の9:30から電話で

ぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

小渕観音院円空仏群の特別公開47

5/3㈷ ～5㈷　10:00～17:00　
小淵山観音院（小渕1634）　 500円　
文化財保護課（☎ 763-2449）、小淵山

観音院（☎ 752-3780）
春
かすか べ し こ く さ い こ う り ゅ う き ょ う か い

日部市国際交流協会（K
キ ー フ ァ

IFA）
外
がいこくじん

国人のための無
むりょう に ほ ん ご き ょ う し つ

料日本語教室48
①4/21以

いこう
降の毎

まいしゅうもくようび
週㈭　19:00～21:00　

②4/9以
いこう
降の毎

まいしゅうどようび
週㈯　14:00～16:00　

③4/5以
いこ う
降の毎

まいしゅうかようび
週㈫　10:15～11:45　

④4/6以
いこ う
降の毎

まいしゅうすいようび
週㈬　19:15～20:45

※㈷
しゅくじつ
など休

やす
みの日

ひ
もあるので、最

さいしんじょうほう
新情報は

春
かすかべしこくさいこうりゅうきょうかい
日部市国際交流協会WEB（http://www.
kifa-world.org）で　 ①②中

ちゅうおうこうみんかん
央公民館、

③④正
せいふうかん
風館　 日

に ほ ん ご
本語を母

ぼ ご
語としない

人
ひと
（日

に ほ ん ご
本語をうまく話

はな
せずに困

こま
っている人

ひと

がいたら、この教
きょうしつ
室を

案
あんない
内してください）
来
く
る前

まえ
に連

れんらく
絡は、

いりません　 市
しみん
民

参
さんかすいしんかない
加推進課内同

どうきょうかい
協会

（内
ないせん

2877）
春日部桐箪

た ん す

笥　
技術後継者育成講座49

6/5㈰ ～令和5年3/19㈰　9:30～

16:30（全20回）　 中央公民館　 経
済産業大臣指定伝統的工芸品「春日部桐
箪笥」の製作技術を、伝統工芸士の講義と
実技を通して習得。桐小箱と三

み つ ひ き
ツ引箪笥

を製作　 8人（応募多数の場合は抽選）　
3,500円/月（別途、要道具購入）　

4/30㈯までに春日部桐たんす組合 横
よこみぞ
溝

（☎ 641-6536）へ
埼玉県美術展覧会（6/1㈬～
23㈭開催）作品募集50

日本画（水墨画を含む）、洋画（版画を
含む）、彫刻、工芸、書（篆

てんこく
刻・刻字を含む）、

写真の6部門。各部門3点まで　 15歳
以上の県内在住・在勤・在学者（中学生を
除く）　 1点3千円　 不要。開催要
項を確認。部門ごとの搬入日時（5/10㈫
～17㈫の間）に県立近代美術館へ直接持
参　※開催要項・申込書は各公民館、教育
センター1階社会教育課などで配布。県展
WEBからダウンロード可　 県文化資源
課博物館・美術館担当（☎ 830-6925）

スポ・レク

夏巡業　大相撲春日部場所51
8/14㈰　 ウイング・ハット春日部　
市民先行販売…4/16㈯から直接、同施

設（☎ 733-7575）へ　※詳しくは同施設、
またはインターネットで「大相撲春日部場
所」と検索

チェアエクササイズ52
毎週㈮　14:00～15:00　 ウイング・

ハット春日部　 代謝を上げ体の機能改
善を目指していく、椅子を使ったエクササ

イズプログラム　 中学生以上　各日15
人（申し込み順）　 1
回600円　 運動ので
きる服装、体育館履き、
タオル、飲み物　 直
接、または電話で同施設
（☎ 733-7575）へ

「マチイロ」「マイ広報紙」で
“広報かすかべ”を
もっと身近に
　皆さんに毎月お届けしている「広
報かすかべ」は、紙以外の方法でも
読むことができます。スマートフォン、
パソコンを持っている人は、下記の
サービスも使って、いつも手元に「広
報かすかべ」を置いてください。

　民間の広告代理店が提供するス
マートフォンやタブレット端末専
用のアプリ。広報紙そのままのレ
イアウトで読めます。i

アイオーエス

OS端末は
「A

ア ッ プ

pp S
ス ト ア

tore」からA
ア ン ド ロ イ ド

ndroid端 末
は「 G

グ ー グ ル

oogle P
プ レ イ

lay 」
から検索してアプリを
ダウンロード。右の2次
元コードからも可能。

マイ広報紙
　広報紙のデータを記事ごとに分割
し、インターネットで無料配信するサー
ビス。パソコン、スマートフォンなど
を利用すれば、いつでもどこでも読
むことが可能。春日部
市では令和3年7月号
から掲載開始。サイト
内を「かすかべ」で検索

※利用無料。通信料は利用者負担
※広告表示は市とは関係ないものです
※   春日部市以外の自治体の広報紙を読
むことも可能

春日部市の花「フジ」 鳥「ユリカモメ」木「キリ」

あいうえお

かきくけこ
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ところ 対象・定員とき 申し込み 問い合わせ
市…市役所別館1階相談室で行う相談
庄…庄和総合支所2階相談室（行政相談は1階イベント・情報コーナー）で行う相談

市などで行われている無料
相談です。相談日は閉庁・
休館日などを除きます。そうだん

相談名／内容 とき／ところ／対象／申し込み／問い合わせ
市民相談
（来庁の上、別室での
電話相談可）

㈪～㈮　9:00～12:00、13:00～16:30　 市役所別館1階市民
相談室　※新型コロナウイルス感染防止のため、電話相談の利用を
市民相談室（内2855）

法律相談　
年度1人1回・予約制
（来庁の上、別室で
の電話相談可）

市 ㈭　13:20～16:25　
市民相談室（内2855）へ 庄

4/13㈬・27㈬、5/11㈬・25㈬
13:20～16:25　 庄和総合
支所総務担当（内7017）へ

登記相談
予約制（来庁の上、別
室での電話相談のみ）

市
4/20㈬、5/18㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
4/6㈬、5/6㈮　13:00～

16:00　 前日までに庄和総
合支所総務担当（内7017）へ

行政相談
（来庁の上、別室での
電話相談可）

市
4/18㈪、5/16㈪　13:00

～16:00
市民相談室（内2855）

庄
4/20㈬、5/18㈬　13:00

～16:00　 庄和総合支所総
務担当（内7017）

マンション管理相談 5/10㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
4/25㈪までに、住宅政策課（内3620）へ

人権相談
人権擁護委員による
相談

4/27㈬、5/25㈬　10:00～15:00（相談時間30分程度）　
市役所別館1階相談室
総務課（内2418）

消費生活相談
契約問題、悪質商法、
クーリングオフ、多重
債務などに関する相談

㈪～㈮　10:00～12:00、13:00～16:00
市役所別館3階消費生活センター（電話相談）
同センター（内2830）

土地・建物不動産相談
（来庁の上、別室での
電話相談可）

4/13㈬、5/11㈬　13:00～16:00　 市役所別館1階相談室
埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部（☎ 0480-31-1157）

行政書士相談　
（来庁の上、別室での
電話相談可）

4/19㈫、5/17㈫　13:30～16:00　 市役所別館1階相談室
埼玉県行政書士会春日部支部（☎ 812-5092）

弁護士相談 第2・第4㈮　13:00～16:00　 あしすと春日部2階社会福祉協
議会　 当月1日から、同施設（☎ 762-1081）へ

年金相談　
（来庁の上、別室での
電話相談可）

4/26㈫、5/24㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
埼玉県社会保険労務士会春日部支部（☎ 734-3531）

女性総合相談
女性相談員による相談

㈪㈫㈬㈮　10:00～15:00　
ハーモニー春日部（電話相談可）　 同施設（☎ 731-3333）へ

女性のカウンセリン
グ相談　女性カウン
セラーによる相談

第1～第3㈯　12:00～16:00
ハーモニー春日部
同施設（☎ 731-3333）へ

女性のからだ・
母乳・育児相談　
女性保健師による相談

㈭　13:00～16:00　 ハーモニー春日部（電話相談可）
同施設（☎ 731-3333）へ

女性のための法律相談
女性弁護士による相談

第4㈯　13:00～16:00　 ハーモニー春日部
当月1日から、同施設（☎ 731-3333）へ

男性のための相談
男性産業カウンセラー
による相談

第1㈰　13:00～16:00　
ハーモニー春日部（電話相談可）　
前月1日から、同施設（☎ 731-3333）へ

就職相談
（主催・埼玉県）

4・5月の毎週㈫㈬　10:00～16:00（相談時間45分）　※5/3㈷は
5/6㈮、5/4㈷は5/9㈪に振り替え　 ㈫・5/6㈮…東部地域振興セン
ター、㈬・5/9㈪…ふれあいキューブ　 年齢不問（申し込み順）
㈪～㈮（㈷を除く）の9:00～17:00に、電話でセカンドキャリアセン

ター専用受け付けダイヤル（☎ 049-265-5844）へ

相談名／内容 とき／ところ／対象／申し込み／問い合わせ

教育相談
子育てや学校生活に
関する相談（幼児、小・
中学生および保護者）

㈫～㈮　9:00～19:00、㈯㈰　9:00～17:00
教育センター2階教育相談センター
同センター（☎ 0120-88-4266、☎ 763-2220）
㈫～㈮　9:00～16:00、第2・第4㈯　9:30～11:30
庄和南公民館内教育相談センター庄和分館「すくすく」
同館（☎ 745-1700）

こども電話相談
学校生活や友達に関
する相談（小・中学生）

㈫～㈮　9:00～19:00、㈯㈰　9:00～17:00
教育センター2階教育相談センター
同センター（☎ 0120-24-8466）

家庭児童相談
家庭児童相談員によ
る児童（0歳～18歳
未満）および保護者
などからの家庭や学
校生活に関する不安
や悩みの相談（電話
相談可）

㈪～㈮　10:00～12:00、13:00～16:00　※4/6㈬・11㈪を除く
市役所1階家庭児童相談室
同相談室（内2581）、こども相談課（内2766）
㈬・第3㈰　10:00～12:00、13:00～16:00　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）、こども相談課（内2766）

㈮　10:00～12:00、13:00～16:00　※4/8㈮・29㈷を除く
グーかすかべ　 同施設（☎ 754-9140）、こども相談課（内2766）

㈪　10:00～12:00、13:00～16:00　 スマイルしょうわ
同施設（☎ 718-0088）、こども相談課（内2766）

児童センター
子育て相談
児童センター職員に
よる児童（0歳～18
歳未満）の子育てに
関する不安や悩みの
相談、および児童か
らの相談

㈪～㈮　10:00～18:00　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）

㈪～㈮　10:00～20:00　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-2815）

㈪～㈮　10:00～18:00　 スマイルしょうわ
同施設（☎ 718-0300）

子育て電話相談
しつけ、食事など子
育てに関する助言、
指導（電話相談）

㈪～㈮　10:00～16:00　 各保育所　 12面参照

子育て相談
子育てに関して悩み
事を抱える保護者を
対象に行う相談（電
話相談可）

㈪～㈯　10:00～16:00　 春日部子育て支援センター
同センター（☎ 754-2201）

㈪～㈮　9:00～16:00、㈯　13:00～16:00
庄和子育て支援センター　 同センター（☎ 747-2321）

ことばの教室
「気軽に相談日」
就学前の子どもの言葉
の悩みに関する相談

第3㈯　10:00～16:00　 あしすと春日部2階
平日の9:30～10:00、16:00～16:30に同施設（☎ 762-1080）へ

健康相談
保健師、栄養士によ
る生活習慣病などの
相談、血圧測定など

随時　 春日部市保健センター
電話で同センター（☎ 736-6778）へ

まちかど健康相談
保健師による健康相
談、血圧測定

①4/13㈬　11:00～14:00　②4/21㈭　10:30～13:30　③
4/22㈮　9:30～11:30　④4/26㈫　10:30～13:30　 ①武里
大枝公民館　②幸松地区公民館　③市役所1階ロビー　④庄和地区
公民館　 不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
4/14㈭・21㈭・28㈭　　
春日部市保健センター
精神疾患やこころの悩みがある人、その家族など
各前日までに電話で同センター（☎ 736-6778）へ

心の相談
臨床心理士による相談

第2・第4㈮　9:00～12:00　 あしすと春日部2階社会福祉協議会
当月1日から、同施設（☎ 762-1081）へ

友
ゆ う び れ ん

美連絵画展～彩
さいゆう

友会、美
び さ い

彩会
4/14㈭～17㈰　9:00～

17:00　 正風館　 村
むらかみ

上（☎
090-5215-4301）
多文化交流サロン～春日部市
国際交流協会　多文化交流委員会
4/17㈰　14:00～16:00　

ぽぽら春日部　 外国籍講師の
話を聞いて交流　 22人　
4/13㈬までに電話、またはメール
でK

キ ー フ ァ

IFA事務局（市民参加推進課
内内2877、 kifa1993@
outlook.jp）へ

四季彩スケッチクラブ水彩画展
4/8㈮～10㈰　9:30～17:00

（8日は11:30から、10日は16:00
まで）　 正風館　 野

の む ら

村（☎
716-0958）
水彩画同好会「サルビア」展
4/12㈫～17㈰　10:00～

17:00（12日は13:00から、17日は
16:00まで）　 中央公民館　
水彩画の展示　 吉

よ し い

居（☎754-
6909）
春日部市民文化講座
～ボーイスカウト春日部10団
4/27㈬　10:00～12:00　

ふれあいキューブ　 講演「茶の

湯の道具の話し　その2」　 20
人　 700円　 4/26㈫まで
に電話、ファックス、またはメールで
山
や ま だ

田（☎090-6128-0925、FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX
735-4726、 info@kefc.
jp）へ
花
か こ う

虹会絵画展
4/26㈫～5/1㈰　10:00～

17:00（29日を除く。26日は13:00
から、1日は15:30まで）　 中央
公民館　 佐

さ と う

藤（☎761-4734）

韓国家庭料理～コリアクッキング
4/11㈪から毎月1回　9:00

～10:30　 ハーモニー春日部　
本格キムチ作り（持ち帰り）　

12人（男性歓迎）　 1回1,600
円　 電話で国

くにもと

本（☎754 -
1009）へ
「あなたは合気道向きかも?!」
合気道無料体験会
～養

ようしん

神館合気道明
めいりゅう

龍館
少年部・一般部…4/9・16・30

（全て㈯）　一般部…4/13・20
（全て㈬）　9:15～10:15　 市
民武道館　 3歳～80歳　各5
人　 4/1㈮から同館（☎090-
8584-2895、 kasukabe@
meiryukan.com）へ

弓道教室～春日部市弓道連盟
5/9～6/27の毎週㈪　18:30

～20:30（全8回）　 市民武道館　
中学生以上　15人　 千円
5/6㈮までに電話で真

ま い え

家弓
具店（☎736-9701）、または同連
盟WEBWEBWEBWEB（https://kasukabe-
kyudou.jimdo.com）へ
朗読体験会
～朗読アンサンブルれもんの会
4/23㈯　14:00～15:30　

教育センター　 市内在住・在勤
者　10人程度　 4/1㈮～22
㈮に電話で平

ひらいわ

岩（☎090-8119-
4530）へ

お越しください

参加しませんか

伝言板
～市民からの催し物案内、サークルの会員募集～

みんなの
催しの入場料・参加費無料、申し込み不要のものは記載を省略しています。「仲間になりませんか」
で参加・見学希望の場合は、事前にお問い合わせください。掲載依頼の詳細は、市WEBWEBWEBWEBへ▶

とき ところ 内容 対象・定員 費用 持ち物 申し込み 問い合わせ
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ボランティアの皆さんの協力でテープやCDに録音した「声の広報かすかべ」を貸し出しています。
視覚障がいのある人はぜひご利用ください。

問い合わせ／
障がい者支援課（内線2545）



◎ 休日当番医は、急な発熱などの急病やけがを診療するための初期救急です
◎ 急患および夜間診療を受診する際には、病状をお尋ねしますので、必ず電話をしてからお越しください

都合により変更する場合がありますので、電話で確認の上お越しください　
診療時間…9:00～ 12:00、14:00 ～ 17:00
受付時間は医療機関により異なりますので、電話の際にお問い合わせください

医療機関受診時の処方箋
せん
を必ずお持ちください

受付時間…9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

休 日 当 番 医

休日当番薬局

携帯電話やパソコンで
AEDの設置場所を確認！

公共施設などに、AED（自動体外式除細
動器）が設置されています。市内の設置
場所は、携帯電話やスマートフォン、パ
ソコンから検索ができます。

オラナビAED

春日部合気道教室
毎週㈰　少年部…9:00～

10:00　一般部…10:00～12:30　
市民武道館他　 小学生以上　
石
いしかわ

川（☎746-1765）

仲間になりませんか

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

5
／
3
（祝）

内科系 木田内科医院（中央1-11-4 清興ビル1階）
☎763-0183 内、消内 みき薬局

☎763-1325
わかば薬局
春日部店
☎797-8620

小児科系 グレース家庭医療クリニック（大衾610-10）☎718-0107 小

外科系 内牧クリニック（内牧3149）
☎755-2118 外、消内

5
／
4
（祝）

内科系 庄和中央病院（上金崎28）
☎746-3122 内 フロンティア

薬局
春日部庄和店
☎718-1001
飛鳥薬局
春日部店
☎812-7641

小児科系 浜崎医院（備後西3-8-57）
☎745-6000

内、小、皮、胃、循、
呼、アレルギー、
リウマチ、
リハビリ、放

外科系 分娩館医院（備後西5-4-28）
☎739-3883 産

5
／
5
（祝）

内科系 はまさきの郷クリニック（一ノ割3-16-9）
☎731-7777 内、胃、肛

中川薬局
春日部店
☎792-0414

小児科系 田村クリニック（西金野井291-163）
☎745-1622 婦、小、内、皮

外科系 ようこ皮フ科（大沼2-62-24）
☎612-3555

皮、アレルギー、
美容皮

5
／
8
（日）

内科系 黄川田医院（小渕690-2）
☎752-8872

耳、咽喉、皮、
小、内

さくら薬局
春日部藤塚店
☎812-4340
鈴木薬局
春日部中央店
☎812-8696

小児科系 おかだこどもの森クリニック（藤塚1225）
☎745-7722 小、アレルギー

外科系 みやざわ耳鼻咽喉科（中央1-52-8）
☎745-8733

耳、咽喉、
アレルギー

夜間・休日昼間の急病
市立医療センター　急患診療

☎735-1261
　市立医療センターは、原則として緊急
な入院や手術を必要とする人を対象に
救急医療を提供しています。
●夜間（毎日）、㈯㈰㈷㉁の昼間
　診療科目…内・外科系
※必ず電話をしてからお越しください

子どもの平日夜間の急病
春日部市小児救急夜間診療所

☎736-2216
　翌日までに緊急な診療が必要な人の
ために、診療を行います。
●診療科目　小児科
　（内科系疾患・0歳児～中学校卒業まで）
●㈪～㈮の夜間（㈷㉁、年末年始を除く）
　診療受付時間…19:00～22:00
●場所　中央6-7-2（市役所第二別館1階）
※必ず電話をしてからお越しください

救急相談（24時間・毎日）
　急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、
相談に応じるとともに医療機関の案内をします。

埼玉県救急電話相談
看護師に電話で相談
#7119または☎824-4199
（ダイヤル回線、IP電話、PHS）
※ 看護師によるアドバイスは、医療行為ではありま
せん。相談者の判断の参考としてもらうものです

埼玉県AI救急相談
チャット形式で相談
※ 表示される結果は、検査や医師の
診断によるものではありません。
自己責任において医療機関への
受診や救急車の利用を判断してく
ださい

4・5月の

このコーナーに掲載を希望する
人は、掲載希望月の前々月1日
までに掲載依頼書を市役所3階
シティセールス広報課、または
庄和総合支所２階総務担当へ。

❶  アスパラガスの根元を切り落と
し、沸騰したお湯でさっとゆでる。

❷  ❶を半分の長さに切り、耐熱皿に
盛る。

❸  ❷にチーズをのせてオーブントースターでチーズが溶けるまで焼く。

旬のアスパラチーズ焼き
旬を迎えたアスパラガスが主役の一品です。新鮮な旬のアスパラガスは栄養価も高く、みずみ
ずしく甘みもあります。お好みで黒こしょうを振り掛けて、素材の味を楽しみましょう。

◆１人当たりの栄養価◆

エネルギー　86kcal たんぱく質　7.0g
脂質　5.9g 食塩相当量　0.4gアスパラガスは、長くゆでる必要はありません。オーブン

トースターでも加熱しますので、色が鮮やかになったら、
すぐにお湯から取り出してください。

調理のポイント！

保健センターの管理栄養士が教える！
品目レシピ 11

クックパッド「春日部市保健センターの
キッチン」で他にもレシピ公開中!

材料（2人分）
● グリーンアスパラガス ・・・・・・ 約8本
● ピザ用チーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40g
● こしょう ・・・・・・・・・・・・・少 （々好みで）

お越しください・参加しませ
んか」の掲載締め切り日が、
掲載希望月前々月の1日に
変わりました。

5月の休日当番歯科医
●都合により変更になる場合がありますので、必ず電話（受け付けは9:00～12:00）で確認の上お越しください
●急患だけの診療です。持ち物：保険証、お薬手帳（お持ちの人）

5/3 ㈷ 5/4 ㈷ 5/5 ㈷
田村歯科医院（粕壁1-4-26）

☎752-3223
谷中歯科診療所（大場690-5）

☎735-6911
堀歯科医院（米島962-123）

☎746-2810
アイリス歯科（一ノ割4-1-10）

☎736-1613
小島歯科医院（西宝珠花21-3）

☎748-1029
金森歯科医院（中央1-19-1）

☎761-1008

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

4
／
3
（日）

内科系 脳神経内科・内科もてぎ医院（中央8-8-9）
☎737-5151

脳内、内、
脳外

クオール薬局
武里店

☎731-0139
小児科系 関根医院（新宿新田226）

☎746-7211 内、小

外科系 武里外科・脳神経外科（大畑241-2）
☎736-7516 外、脳外

4
／
10
（日）

内科系 南部厚生病院（大場20-1）
☎736-7511 内

そうごう薬局
春日部店
☎739-2351

小児科系 安達医院（栄町3-287）
☎761-6398 内、小

外科系 分娩館医院（備後西5-4-28）
☎739-3883 産

4
／
17
（日）

内科系 かすかべ消化器内科クリニック（谷原新田2177-1）
☎796-0230 内、消内 わかば薬局

中央春日部店
☎884-8190
アイビー薬局
大枝店

☎733-2414

小児科系 いぶきこどもクリニック（大枝309）
☎735-0854 小

外科系 彩都レディースクリニック（大枝366）
☎731-1103 産、婦、小

4
／
24
（日）

内科系 粕壁東クリニック（粕壁東1-7-17）
☎812-7000

内、
胃腸内

やはら薬局
☎795-6437小児科系 岩本小児科医院（谷原3-12-1）

☎795-8796
小、

アレルギー

外科系 小笠原医院（新宿新田319-2）
☎746-0088 循、外、内

4
／
29
（祝）

内科系 春日部西口駅前クリニック（中央1-52-8-2階）
☎678-9801

内、呼内、
脳外

鈴木薬局
春日部中央店
☎812-8696
セイムス谷原薬局
☎753-3507
みき薬局
西口駅前店
☎755-7811

小児科系 ゆりのき医院（谷原1-16-20）
☎752-3535 小

外科系 さくら皮フ科（中央1-1-1 TK春日部ビル4階）
☎760-4112

皮、
形成外

5
／
1
（日）

内科系 みくに病院（下大増新田97-1）
☎737-1212

内、外、
胃、肛

みき薬局
☎763-1325小児科系 ファミリークリニックまの（千間1-59-5）

☎736-5155 小、内、皮

外科系 わかば耳鼻咽喉科クリニック（中央1-11-4 清興ビル2階）
☎763-0908 耳、咽喉
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献血 血液が不足しています。ご協力をお願いします。
日程は、市WEBWEBWEBWEB 、ツイッター、安心安全情報メール「かすかべ」で確認を。

問い合わせ／
健康課（内線7513）春日部市　献血 検索



新型コロナウイルス関連情報　掲示板

ワクチン接種情報
問い合わせ／新型コロナウイルスワクチン接種担当（内線3673）

手続きはお早めに!
住民税非課税世帯等
臨時特別給付金
問い合わせ／住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金給付プロジェクトチーム（☎796-8713（平日
8:30～17:15））、内閣府コールセンター（☎0120-
526-145（毎日9:00～20:00））

コロナに負けるな事業者
支援事業（政府系融資枠）
問い合わせ／勤労者会館（☎752-1662）、商工振
興課（内線7757）

傷病手当金の適用期間延長
問い合わせ／国民健康保険課（内線2790）

緊急経済・コロナ対策
住宅リフォーム助成事業
問い合わせ／商工振興課（内線7755）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本紙に掲載
の市主催、共催イベントが中止・延期となる場合があり
ますので、事前に、各記事の問い合わせ先に確認してく
ださい。

　小児のワクチン接種には、保護者の同意と立
ち会いが必要です（保護者の同意なく接種が行
われることはありません）。
接種の対象
　5歳～11歳（12歳の誕生日の2日前まで）の人。
※ 国は、特に、慢性呼吸器疾患や先天性心疾患など、
重症化リスクの高い基礎疾患を有する人へ接種をお
勧めしています。接種に当たっては、あらかじめか
かりつけ医と相談してください

使用するワクチン
　ファイザー社製の子ども用ワクチンを使用し
ます。同社製（12歳以上）のワクチンに比べ、
mRNAの含有量が3分の1になっています。
　3週間の間隔を空けて計2回接種します。
安全性
　ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽
度または中程度であり、現時点で得られている
情報からは、安全性に重大な懸念は認められな
いと判断されています。
　しかし、ワクチン接種後の副反応として、さ
まざまな症状が出現することがあります。
　ワクチン接種後４日程度の間に胸の痛み、
動
ど う き

悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場

合には、速やかに医療機関を受診して、ワクチ
ンを受けたことを伝えてください。
（厚生労働省　新型コロナワクチン接種につい
てのお知らせより）
接種当日の持ち物
▶母子健康手帳
▶ワクチン接種券（市から届いた封筒一式）
▶接種者本人と同伴者の本人確認書類
▶お薬手帳（持っている人のみ）
接種実施医療機関　※予約制

①住民税非課税世帯等
対象…基準日（令和3年12/10）時点で、春日
部市の住民基本台帳に登録されていて、世帯
全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の
世帯
申請…5/2㈪（消印有効）までに、1/31付送付
済みの書類を確認し、返送してください
※書類が届いていない場合は問い合わせてください

②家計急変世帯
対象…①以外で、新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、令和3年1月以降に家計が急変し、
世帯全員が①の世帯と同様の事情にあると認め
られる世帯
申請…9/30㈮までに、市WEBWEBWEBWEBに掲載の申請書、
その他必要書類を郵送してください
※ 直接提出が必要な場合は、市役所5階のエレベーター
ホールで受け付けます（予約制）

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上
が減少し、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、
埼玉県中小企業制度融資を利用して令和2年3
月～令和3年11/30に借り入れを行った事業者
に支援金を支給します。
※ 令和3年11/8～1/31の同事業による支援金を受給し
た事業者は対象外

支給額…1事業者当たり10万円（1回限り）
申し込み…6/30㈭までに電子申請、または郵
送で同館事業者支援金担当へ。予算額に達し次
第終了。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

　市の国民健康保険または埼玉県後期高齢者医
療に加入している被用者が、新型コロナウイル
ス感染症に感染または感染の疑いのため給与の
支払いを受けることができなくなった場合、傷
病手当金を支給します。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで。
適用期間の延長…6/30㈭まで

　市民一人一人の「おうち時間」の充実を図るため、
住宅リフォーム費用の一部を助成します。
助成対象…自己用住宅を改修する費用。4/1㈮以
降に契約し、かつ、交付決定後に着手する工事で
20万円以上のもの。ただし、外壁塗装などの外装
工事は、市内業者のみ
助成率…①市内事業者施工　10パーセント
 ②市外事業者施工　  5パーセント
助成額…①②ともに最大10万円
申し込み…4/25㈪から直接市役所第三別館1階商
工振興課へ（郵送不可）
※ 予算額に達し次第終了。対象となる工事内容など、詳し
くは市WEBWEBWEBWEBで

本件を装った詐欺に注意してください

予約方法
　接種券が届いた人は、接種日の3日前までに
次の方法で予約してください。市役所窓口では
受け付けていませんので注意してください。

③コールセンター

　 0120-002-276
　（8:30～17:15）

①インターネット
　予約
　（24時間受付）

②LINEアプリ
　（24時間受付）

3回目接種も継続中
　2回目の接種から6カ月経過後に接種でき
ます。
　3回目接種用の接種券が届いたら、速やかに
下記の方法で予約してください。

　小児接種の詳細は、下記WEBWEBWEBWEBをご覧ください。

▲日本小児科学会WEBWEBWEBWEB ▲日本小児科医会WEBWEBWEBWEB

地区 医療機関名

粕壁
ふじクリニック
ますだ春日部クリニック

幸松
黄川田医院
わかば内科医院（医療機関へ直接、予約可能）

豊春
岩本小児科医院
豊春内科小児科クリニック

武里

あゆみクリニック
いぶきこどもクリニック
浜崎医院
ファミリークリニックまの

庄和
いかわ耳鼻咽喉科医院
グレース家庭医療クリニック
米島内科・眼科

最新の情報は
こちらでチェックするのが

おすすめ

小児（5歳～11歳）の接種を実施しています
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春日部市の世帯数と人口（3/1現在）
●世帯数　109,681世帯　　●人口　232,536人（前月比143人減）　　男　115,394人　　女　117,142人

●新型コロナウイルス関連情報　掲示板 フェイスブックLINEツイッター


