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ファミリー・サポート・センターの預かり保育で子どもたちが笑顔で成長していく姿を見るのが楽しみです

告示日…10/17㈰　投・開票日…10/24㈰（投票…7:00～20:00、開票21:00～）　期日前投票…10/18㈪～23㈯

あなたの子育て
 サポートします

すこぉし

10/24㈰は春日部市長選挙の投票日ですです

詳しくは6面をご覧ください。

…7:00～20:00、開票21:00～）　期日前投票…10/18㈪～23㈯
入場券裏面の宣誓書にあらかじめ必要事項を記入しお持ちください。



提供会員の登録から活動までの流れQ&A
Q.活動の提供の依頼はどのようにくるのですか？
 A.アドバイザーが提供会員と依頼会員のマッチングを行います。条件
が合えば、活動前に打ち合わせを行い、時間や場所を決定していきます。

Q.活動料金はどのように受け取るのですか？
 A.活動終了後、依頼会員から提供会員に対して、1時間当たり700～
1,100円の利用料金（時間帯、曜日による）が支払われます。また、食
事やおやつ代、おむつ代、ガソリン代などは依頼会員が別途負担します。

ファミリー・サポート・センター
～子どもが好きな人 大募集～

問い合わせ／こども政策課（内線2572）

　働きながら子育てするパパ・ママはとても多忙です。ファミ
リー・サポート・センターは、「少しの時間、子どもを預かっても
らえたら助かるのだけど…」、そんな育児ニーズに応えるために、
子どもを預けたい人（依頼会員）と子どもを預かりたい人（提供会
員）からなる会員組織です。8月末現在、348人の提供会員が、子
育て中のパパ・ママのお手伝いをしています。今回の特集では地
域の子育てを応援してくれている提供会員さんの姿を紹介します。

Q.会員登録はどんな人ができますか？
 A.子どもが好きな、明るく元気な人なら誰でも登録で
きます。資格・免許の有無は問いません。

Q.会員登録するにはどうすればいいですか？
 A.「会員養成講座」の受講をお願いします。2日間の
講座を受講すると提供会員になることができます。

援助活動

依頼会員
市内在住で原則生後6
カ月から小学6年生ま
でのお子さんと同居
している親族

活動料金の
支払い 提供会員

市内在住で子育て支援
に対して理解のある人
※ 活動前に養成講座の
受講が必要

会員養成講座の様子

依頼
申し込み

提供会員
の紹介

センター
アドバイザー
（春日部市社会福祉
協議会が業務を担っ
ています）

子どもたちに
会えるのが
楽しみ

放課後の
保育を

してほしい

子どもの
送り迎えを
してほしい

子育てを
している人たちの
力になりたい

活動報告活動依頼

ファミリー・サポート・センターの仕組み

提供会員に興味がある人は、まず、この講座を受講しましょう。
日時 :11/30㈫　13:00～15:00
　　12/1㈬　　13:00～15:30　　※託児あり（要申し込み）
場所:庄和社会福祉センター
内容: 子どもの健康と安全について、保育の心構えと子どもの接し

方について
申し込み・お問合せ: 春日部市ファミリー・サポート・センター

〒344-0067 中央二丁目24番1 あしすと
春日部2階（春日部市社会福祉協議会内）

TEL・FAX：☎ 755-2324

次回の会員養成講座

フ
地域全体で子育てを応援しよう！

　病気などで集団保育ができない子どもの預かりや、保護者の体調不良など、突発的・臨
時的な子どもの預かり、宿泊を伴う預かりなどに対応する会員組織です。
ファミリー・サポート・センターと同様に、サポート会員（子どもを預かり
たい人）は、子育て援助活動に熱意のある人なら登録ができます。
　全4回の養成講座の受講をお願いします。詳しくは、市 WEBWEBWEBWEBへ

保育サポート会員養成講座（全4回）
日時 :11/9㈫・10㈬・11㈭・12㈮　9:30～16:30
場所 :あしすと春日部 研修室
申し込み :緊急サポートセンター埼玉（☎048-297-2903）へ

病児に対応する緊急サポートセンターもあります

フフフフフフ

してほしい してほしい

　緊急サポートセンター
の運営者は、ファミリー・
サポート・センターの運
営者と異なります。

2 2021年10月号 No.194



家族じゃなくてもこんなに
愛情を持って接することができる自分に
気付くことができて感謝しています

“誰かの役に立っている”と
感じることが、私の喜びです

最初は子どもが慣れてくれるか
不安でしたが、提供会員の方が
家族のように接してくれて、

安心できました

移住してきたので、
いざというときに頼れる場所があり、

とても心強いです

事前に打ち合わせがあるので、
安心して預けることが

できました

親身になって
接してくださるので、
とても助かっています

サポートのおかげで、
「小１の壁」も乗り越える

ことができました

サポートのおかげで、
心も体もリフレッシュ
することができています

　私自身、仕事をしながら子育てをしていたので、仕事と育児の
両立の大変さを知っています。気軽に頼れる人が近所にいたら心
強いだろうなと思い、子育てが一段落したときに登録しました。「も
し何かあったら…」と不安に感じるかもしれませんが、特別何かを
するわけではなくて、“ただ預かるだけ”なんです。私は、週に1回
預かりをしていますが、本当にあっという間。その短い時間の中
でも、いろいろな表情を見せてくれる子どもを見て、いつも元気
をもらっています。今では自分の孫のようにかわいがっています。

　実は、今までボランティア活動をしたことがありませんでした。
しかし、知り合いに誘われて参加した学びの場で、“地域におい
て主体的に活動できる人を作る”という考えに出会い共感し、ボ
ランティア活動に参加するようになりました。これまで子どもに
接する機会が少なかったため、自分にできるか少し不安に感じて
いました。でも実際に接してみると、とても楽しくて！ゲームや
アニメの話など、会話がとても新鮮で面白いです。今、地域活動
に縁がない人も、一歩踏み出せば新しい楽しみがありますよ。

楽しく話しながら送り届けています

預かり保育で一緒に楽しんでいます

一緒に帰るのが
待ち遠しいです

“依頼会員さん”というより
気軽にいろいろな話ができる
“友達”だと思っています
　以前一緒に働いていた保育士仲間に紹介されて、
会員に登録しました。実は、以前の私は人見知り
でした。でも、いろいろな子どもやお母さん、お
父さんと関わっていくうちに、自然と不安や緊張
がなくなり、今ではとても楽しいと感じています。
サポートしているというよりも、「好きな子どもた
ちに会いに行く時間」「友達みたいなお母さんとお
しゃべりする時間」という感覚で、活動しています。

依頼会員の登録方法など▶

佐
さ さ き

々木 一
か ず え

枝 さん　
提供会員歴4年

内
うちやま

山 厚
こういち

一 さん　
提供会員歴１年６カ月

島
しまむら

村 弘
ひ ろ み

美 さん 
提供会員歴5年

子どもを預かっている提供会員たちの声

最初は子どもが慣れてくれるか最初は子どもが慣れてくれるか

サポートを通じて
信頼できる人に出会えました。
子育てをサポートしてくれる方が

近くにいてくれることに
感謝しています

家族じゃなくてもこんなに
愛情を持って接することができる自分に
気付くことができて感謝しています
　私自身、仕事をしながら子育てをしていたので、仕事と育児の
両立の大変さを知っています。気軽に頼れる人が近所にいたら心

“誰かの役に立っている”と“誰かの役に立っている”と
感じることが、私の喜びです感じることが、私の喜びです
　実は、今までボランティア活動をしたことがありませんでした。
しかし、知り合いに誘われて参加した学びの場で、“地域におい
て主体的に活動できる人を作る”という考えに出会い共感し、ボ

預かり保育で一緒に楽しんでいます

“依頼会員さん”というより
気軽にいろいろな話ができる
“友達”だと思っています

子どもを預けた依頼会員たちの感想・ありがとうの声

32021年10月号 No.194S
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。
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災害に強い
　いつ起こるか分からない災害。皆さんの生活を
守る業務が続けられるよう、窓口や重要な設備を2
階以上に配置。水害に強く、免震構造により地震
にも強い。地下ピット部分には、たくさんの雨水
をためられ、最近多くなった都市型水害にも対応。
しっかり備えた市役所にアップグレードします。

まちのコモンスペース
　新しい市役所には、誰もが気楽に立ち寄れ、
さまざまな人たちが出会い、交流できる場所“ま
ちのコモンスペース”が誕生します。ギャラ
リー、こどもライブラリー、カフェ、まちなか
ひろばなど今の市役所にはないものばかり。
　ギャラリーでは絵画展などの市民活動の発表、
こどもライブラリーでは子どもたちが絵本に夢
中、カフェのオープンテラスでコーヒーブレイク。
休日には、マルシェや音楽イベントを楽しんだり、
子どもたちが超巨大チョークボードにお絵かきし
たりする様子が見られるかもしれません。
　子どもから大人まで、思い思いの時間を過ご
せる場所が新たに生まれます。

とってもエコ
　設計段階で環境性能最高ランクの評価を受け
ている新しい庁舎。なんと、一次エネルギー消
費量の削減率は、53パーセント。未来のために、
低炭素・脱炭素社会をリードします。

　市役所通りと平行して流れている会之堀川
が地下を流れるようになり、地上部分は広～
い歩道に。
　現在の本庁舎は、役目を終えた後、緑いっ
ぱいの公園に変わります。

　駅前通りからふじ通り、市役所通りへとつ
ながる道は、周辺の公園や広場をつなぎます。
　“快適で居心地が良く 歩きたくなる” “人を
主役にした”ゆったりとした空間へと変貌して
いきます。
　沿道の店舗には、これまで以上ににぎやか
に人々が集まることでしょう。

どうなる!?
新本庁舎周辺の未来

令和
5年度

 完成予定

人と 環境に優しく 災害に強い　新本庁舎

新本庁舎の建設工事が開始! 
新たなまちづくりの幕開けです

市役所前の遊歩道
　会之堀川はまちを水害から守る、とても大切な
役目をもつ川。浸水被害を減らすため、会之堀川
を地下の川に変化させつつ、川の断面積を2.5倍
にアップ中。地上の広―い、緑のあふれる歩道か
らは見えないけれど、注目ポイントです。

（新）中央町第1公園
　現市役所本庁舎がある場所。市立医療センターを
旧中央町第1公園に建てたことに伴い、一時なく
なっていた公園がここに再び！桜やフジが咲く春に
は、お花見の新スポットになるでしょう。
　災害時には皆さんの命を守る防災拠点にも。

新本庁舎
　旧市立病院の跡地に建設中。令和5年秋竣工予
定。市役所のデジタル化が進み、これまで分散して
いた庁舎もギュっとまとまって、とっても便利に。
　なんだか楽しそうな仕掛けもいっぱいだから、
ちょっと出掛けたくなる、そんな場所になります。
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至春日部駅

●新本庁舎の建設工事が開始　●旧春日部市商工振興センターの跡地活用
●鉄道の高架化に向けた工事が進んでいます

命の拠点　市立医療センター
　専門的で重要度の高い“小児医療”“周産期医療”“救急医療”“災害時医療”に重点を置く、地域の中核的医
療機関。地域がん診療連携拠点病院にも指定。最新設備を備えているので、先進的な医療が受けられます。
　NICU（新生児集中治療室）を増床し、ハイリスク分

ぶんべん

娩や低出生体重児もしっかり対応できる、新しい
命を授かったママや赤ちゃんの心強い味方です。

うるおいスポット　（新）中央町第1公園
　現在の本庁舎の跡地は（新）中央町第1公園に変わる予定。この公園のテーマは ～春日部セントラルパーク：
交流と健康の広場～。公園は、子どもや高齢者が集う憩いの空間として、また、災害時には、避難場所とし
て防災機能を備えます。

点と点をつなぐ　やさしい道
　まちづくりのキモとなる道づくり。新本庁舎にできる“まちなかひろば”や（新）中央町第1公園などの新
しいスポットを結ぶ道路も変わります。バリアフリーの歩道、自転車道が整備され、安全で快適に利用で
きるようになります。
　歩道には、ベンチを置いてちょっとひと休みしたり、ちょっとおしゃべりしたり。点と点、人と人が
つながる、皆さんに親しまれる空間づくりが進みます。

　市は、老朽化のため解体した旧商工振興セン
ターの跡地に、にぎわいと地域活性化を図るため、
厚生労働省の（仮称）労働総合庁舎（※）と、市や
民間の交流や産業振興機能を有する大型複合施設
の整備に向けた検討を進めています。
　令和元年に敷地から自然由来の土壌汚染物質が
検出されたため、その対応に時間を要していまし
たが、地域の皆さんとの意見交換などを経て、3
月に「旧春日部市商工振興センター跡地活用基本
構想・基本計画」を策定しました。
　今後、民間事業者への市場調査や
市民懇談会などでの意見交換を進め、
国と協力しながら令和7年度の開庁
に向けて、引き続き検討を進めます。
※ 春日部労働基準監督署とハローワーク春
日部の複合施設

　鉄道高架（春日部駅付近連続立体交差事業）、東西駅前広場のリニューアル、中央一丁目地区市街
地再開発事業などのまちづくり事業が進む中、新本庁舎の建設工事も始まりました。暮らしやすく、
市外からも多くの人が訪れる、活気あふれる中心市街地を皆さんと一緒に作りましょう。
　新たなまちづくりによる、近い未来のまちの姿を紹介していきます。

旧春日部市商工振興センターの
跡地活用　問い合わせ／商工振興課（内線7755）

鉄道の高架化に向けた工事が
進んでいます!

問い合わせ／鉄道高架整備課（内線3524）

　9/12、新本庁舎起工式を行いました。工期は令和5年
9/15㈮までを予定しています。

現在の春日部駅東口改札付近

イメージは、市が作成したもので、関係者と調整したものではありません

イメージは、市が作成したもので、関係者と調整したものではありません

※未来のイメージ

春日部駅東口側でもまちづくりが進んでいます!

現在の工事状況

工事中のイメージ

未来の東口駅前広場イメージ

東口仮駅舎などの
工事を行います。

仮設の線路や
ホーム、高架橋を

造ります。

参考画像（市外）

▲ 基本構想・
基本計画

市立医療センター
　平成28年7月開院。前身は昭和33年に開設した
市立病院。病床数363床を有し、最先端の医療機
器や最新機能を備えた安心と信頼の中核的医療機関
です。地域のお医者さんとの医療連携もばっちり！
　現在は、新型コロナウイルス感染症患者にも対応。



6 2021年10月号 No.194 ●令和2年度決算のあらまし　●10/24㈰は春日部市長選挙の投票日

安心安全情報メール「かすかべ」携帯サイト『安心安全情報メール「かすかべ」』のページ下部の『登録』から手続きをしてください。
通信費は本人負担です。

　決算書は次の場所で公開しています。
▶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　▶市内各図書館　▶市WEBWEBWEBWEB

　令和2年度決算額は、新型コロナウイルス
感染拡大を受けて、国あるいは市独自の新型
コロナウイルス対策事業を数多く実施したこ
とから、前年度よりも大幅に増となる異例の
決算となったものです。
一般会計歳入
　歳入総額は、前年から約314億5,936万円
増加し、1,049億1,337万円となりました。
市税…約289億5,000万円となり、前年から
約2億5,000万円の増収
▶ 市民税法人分が減少したものの、市民税個
人分や軽自動車税が増収

▶ 固定資産税は、家屋の新築件数の増により
増収

国や県からの補助金…新型コロナウイルス感
染症対策のための補助金などが交付されたこ
となどにより増額
市債…複合型子育て支援施設や新本庁舎の整備
などにより、借り入れを行ったことに伴い増額
一般会計歳出
　歳出総額は、前年から約310億7,289万円
増加し、1,008億7,695万円となりました。
▶ 新型コロナウイルス感染症対策のための各種
事業（特別定額給付金給付事業など）の実施

▶ 新本庁舎整備の実施設計と旧市立病院の解体工事
▶ 複合型子育て支援施設の工事および開設
▶ 連続立体交差事業の本格始動
▶ 小学校体育館の耐震対策、小・中学校特別
教室のエアコン整備

差引残額
　歳入・歳出の差引残額は約40億4,000万
円となり、令和3年度に繰り越されました。

令和2年度決算のあらまし 問い合わせ／財政課（内線2224）

告示日…10/17㈰　投・開票日…10/24㈰
（投票…7:00～20:00、開票…21:00～）
表紙に掲載の感染症対策へのご協力をお願いします
投票できる人
▶年齢…平成15年10/25までに生まれた人
（10/25を含む）　▶住所…令和3年7/16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…9/25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
※市外へ転出した人は投票できません
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）。切り離し、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。
投票所入場券の変更
▶1枚の封書につき3人分の投票所入場券が
印刷　▶投票所入場券の裏面に期日前投票で
使用する宣誓書が印刷
期日前投票
　仕事などにより投票日当日に来所できない人
や新型コロナウイルス感染拡大予防のために密
集を避けたい人は、期日前投票ができます。

期間…10/18㈪～23㈯
※ 10/22㈮・23㈯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、ワクチン接種会場
として使用するため開設しません

投票所の変更
　第14投票所（立野小学校体育館）は今回に限り、
消防本部・春日部消防署（谷原新田2097-1）と
なります。該当地域の人は、注意してください。
※衆議院議員選挙では従前のとおり
投票時の持ち物
▶ 投票所入場券（投票所入場券が届いていな
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）

10/24㈰は春日部市長選挙の投票日です 問い合わせ／市選挙管理委員会（内線3054）

※ 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計が一致しな
いものがあります

　投・開票速報や不在者投票制度、選挙
に関する情報は、市WEBWEBWEBWEBに掲載してい
ます。

施設名 問い合わせ
教育センター 学校総務課（☎763-2443）
消防本部・春日部消防署1階防災展示ホール 防災対策課（内線2343）

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。
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、10/24㈰
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
　投票所となるため、10/23㈯の12:00～
24㈰の終日、臨時休館します。

10,087,695 

10,491,337 

2年度
歳入合計

2年度
歳出合計

衛生費
726,614 
7.2%

総務費
3,224,886 
32.0%

公債費
726,907 
7.2%

土木費
678,712 
6.7%

教育費
776,412 
7.7%

消防費
236,167 
2.3%

商工費
148,594  
1.5%

議会費
40,196 
0.4%

農林水産業費
38,090  
0.4%

諸支出金
1,346 
0.0%

労働費
7,462
0.1%

民生費
3,482,309 
34.5%

市税
2,894,868
27.6%

その他
185,409 
1.7%

国庫支出金
4,071,728 
38.8%

地方交付税
918,419 
8.8%

市債
728,443  
6.9%

県支出金
540,421  
5.2%

地方消費税
交付金
453,513 
4.3%

繰越金
364,996 
3.5% 繰入金 

86,524
0.8%

諸収入
157,835 
1.5%

使用料および
手数料
89,181 
0.9%

（単位 : 万円）

（単位 : 万円）

基金現在高（市の積立金）
　令和2年度末における基金全体での
現在高は、約98億8,100万円となり
ました。内訳は右図のとおりです。積
み立てた基金は、今後、まちの発展の
ために活用していきます。

新型コロナウイルス感染症対策経費
総額…約276億5,400万円
実施事業（抜粋）
▶ 市民1人につき特別定額給付金10万円給付：
約236億5,000万円

▶水道基本料金4カ月分減免：約4億3,000万円
▶ 子育て世帯やひとり親世帯への特別給付金：約
5億6,000万円

▶ 市内の個人事業者および中小企業・小規模事業
者への給付金：約5億7,000万円

▶ 市内の飲食店・小売店などで使用できるプレミ
アム付商品券の発行：約3億円

▶敬老会中止に伴う記念品送付：約8,500万円
▶ 児童生徒に1人1台のタブレット型端末導入：
約12億7,000万円

▶ その他、発熱外来の実施、高校生世代への図書
カード配布など

基金現在高の内訳（計約98億8,100万円）

財政調整基金　約32億6,200万円
公共用地および施設取得または施設整備基金　34億1,500万円

その他の基金　約32億400万円

財政状況は10年間で大幅に改善
将来負担比率（年間収入に対する負債の割合）
平成23年度55.8%
→令和2年度11.2%
実質公債費比率（年間収入に対する借入金の返済
額の割合）
平成23年度10.5%
→令和2年度3.1%
市税徴収率
平成23年度90.4%
→令和2年度97.6% 7.2ポイント上昇

7.4ポイント改善

44.6ポイント改善
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●保育所（園）の入所（園）申し込み・放課後児童クラブ入室申し込み
●小規模特認校（江戸川小中学校）就学申請を受け付け　●緊急地震速報を受信した際の行動訓練

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、市携帯サイトで確認できます。

野田市方面→←さいたま市方面

国道４号
バイパス

国道16号

庄和総合支所

江戸川小中学校

立野（西）

庄和IC

立野

　 問い合わせ／保育課　保育所（園）に関すること（内線2595）、放課後児童クラブに関すること（内線2598）

令和4年度保育所（園）の入所（園）申し込み・放課後児童クラブ入室申し込み

緊急地震速報を受信した際の
行動訓練

問い合わせ／防災対策課（内線2344）

　国による訓練用の緊急地震速報が、全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）を介して、市内
190カ所に設置されている防災行政無線ス
ピーカーから放送されます。
　放送が聞こえたら、「まず体勢を低く、頭を
守り、動かない」といった安全確保行動の訓練
をしましょう。
　この訓練は、全国一斉の訓練です。
とき…11/5㈮　10:00ごろ
放送内容
▶「こちらは、防災かすかべです。ただ今から
訓練放送を行います」　▶「（緊急地震チャイム
音）緊急地震速報。大地震です。大地震です。
これは訓練放送です」×3回　▶「こちらは、防
災かすかべです。これで訓練放送を終わります」
Ｊアラート全国一斉情報伝達試験
（防災行政無線テスト放送）
とき…10/6㈬　11:00
放送内容…防災行政無線で「これは、Ｊアラー
トのテストです」と3回繰り返し、その後「こ
ちらは、防災かすかべです」と放送

令和4年度小規模特認校（江戸川小中学校）の就学申請を受け付けます 
問い合わせ／学務課（☎763-2447）

　江戸川小中学校は、県内初の小中一貫の義
務教育学校です。
　市では江戸川小中学校を小規模特認校とし
て指定し、小規模での教育の良さを生かした、
きめ細やかな指導や特色ある教育を行ってい
ます。通学区域に関係なく、全学年を対象に
市内のどこからでも就学が可能です。なお、
通常学級のみ受け入れます。
主な特色のある教育活動
▶小学5年生からの「50分授業」「一部教科担
任制」の導入、部活動への参加　▶少人数（数
学科）指導などによる分かる授業の実施　▶
小学1年生からの外国語活動　▶心を耕す異
学年交流の推進　▶縄跳び（校技）での体力作
り　▶小学生の水泳授業への民間施設の活用
就学の条件…次の条件を全て満たす人
▶児童・生徒が市内に住民登録をしている　
▶保護者の負担と責任で通学できる（スクー
ルバスは利用できません）　▶原則、卒業ま
での間、在籍できる　▶小規模特認校の教育
活動に賛同し協力できる　▶PTA活動に協力
できる

申し込み…11/1㈪～12/10㈮に直接、教育
センター1階学務課へ
持ち物…印鑑・本人確認ができるもの
※ 各学年の受け入れ人数は11月上旬に市
WEBWEBWEBWEBなどでお知らせ。受け入れ人数を超え
た場合は抽選。なお、江戸川小中学校の学
区内在住者は申請不要

就学希望者の学校説明会
とき…11/11㈭
ところ…江戸川小中学校
申し込み…11/5㈮までに直接、同校（☎ 748-
1020）へ
※中止の場合は、市WEBWEBWEBWEBでお知らせします

とき…… 11/12㈮～16㈫　9:00～17:00
ところ… 市役所本庁舎5階　エレベーターホール
注意事項

▶申請日初日は大変混み合います
▶ 会場が狭いため、申請者（保護者）のみの来
場にご協力をお願いします

▶ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、令和4年4月入所の申し込みに限り、郵
送での申し込みも受け付けます（11/16㈫
消印有効）

▶ 入所・入室の決定は、保育の必要性に応じて
選考し、結果は令和4年2月中に通知します

　放課後児童クラブは、保護者の就労などに
より昼間常時留守になっている家庭の児童に
対し、放課後や夏休みなどに家庭に代わる生
活の場を確保し、放課後児童支援員が適切な
遊びや指導を行い、その児童の健全育成を図
ることを目的としています。
入室申請書・案内などの配布…市役所1階総
合案内・保育課、庄和総合支所2階福祉・健
康保険担当、市内の放課後児童クラブ、保育
所（園）（認可外保育園を除く）、認定こども園、
幼稚園
入室要件…令和4年4月から市内小学校およ
び義務教育学校前期課程（1年生～6年生）に
在籍する児童で、保護者が次のいずれかに該
当する場合　▶保護者の就労・就学などによ
り、昼間常時留守になっている家庭（㈰を除
き週4日以上で1日4時間以上の就労、かつ

帰宅が15:00以降となる）　▶保護者の疾病
など　▶親族などの介護・看護　▶災害復旧　
▶妊婦または産

さんじょく

褥などの理由により体調が整
わない（出産日を含む月から）　▶その他市長
が認める事由
申し込みの注意点…▶通年利用となり、夏休
みなどの長期休業のみの利用はできかねます　
▶通学する小学校または義務教育学校のクラ
ブに入室します　▶継続入室の場合は、現在
入室しているクラブへ申請してください
（きょうだい分の受け付けも可）　▶保育料の
減免の要件に該当する場合は、別途申請が必
要です　▶一次受け付け選考後、定員に空き
がある場合、二次受け付け分（11/17㈬～令
和4年2/4㈮）の選考になります。一次受け
付け分であっても定員を超えた場合、待機と
なることがあります

放課後児童クラブ入室
共通事項

　保育所（園）は保護者が働いている場合、ま
たは疾病などの事情により保育の必要性が認
められる子どもを、保護者に代わって保育す
ることを目的としています。
※ 認定こども園（保育利用）、地域型保育（事業所内保
育・小規模保育）含む

入所申込書・案内などの配布場所…市役所1
階総合案内・保育課、庄和総合支所2階福祉・
健康保険担当、子育て支援センター
入所要件…就学前の子どもで、保護者が次のい
ずれかに該当し、保育の必要性が認められる場合

▶就労　▶妊娠・出産　▶保護者の疾病・障
がい　▶同居親族の介護・看護　▶災害復旧　
▶求職活動　▶就学・職業訓練　など
申し込みの注意点…▶令和4年4/1㈮時点で
希望施設の対象年齢に達していれば、これか
ら誕生する子どもでも受け付けます　▶令和
3年度中に入所を希望して入所できなかった
人も、改めて申し込みが必要です　▶二次受
付期間は、11/17㈬～令和4年2/4㈮です　
▶認定こども園（幼稚園利用）の入園申請は、
直接施設に申し込んでください

保育所（園）※などの入所

入所・入室に関する詳細は、各案内または
市WEBWEBWEBWEBを参照してください

※イメージ
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●検診（乳がん検診・子宮がん検診）を受けましょう
●特定健診は受診しましたか？10/31㈰まで

春日部市市民憲章　市制施行15周年を記念して、「住んで良かった」と思えるまちを実現するため、市民憲章を制定しました。市の未来について一緒に考えてみませんか。市民憲章の全文は市WEBWEBWEBWEB、右記2次元コードで確認できます。

　 問い合わせ／春日部市保健センター（☎736-6778）

　特定健康診査は、高血圧症や脂質異常症、糖
尿病などの生活習慣病予防のために「メタボリッ
クシンドローム」に着目した健康診査です。内臓
脂肪の蓄積などを把握することで、生活習慣の
改善が必要な人は、サポートへとつなげます。

対象者・費用・実施医療機関…5月下旬に対
象者宛てに送付した受診券・実施医療機関名
簿を確認してください
※秀和総合病院は、予約受け付けを終了
受診方法…被保険者証（生活保護受給者は受
給証、支援給付受給者は本人確認証）、受診券、
質問票などを持って、実施医療機関で受診し
てください。受診は期間内1回のみです。なお、
転入した人で、前住所地で受診したときは、

受診できません
その他…特定健康診査・健康診査と、肺がん・
大腸がん・肝炎ウイルス検診の同時受診がで
きます（別途、自己負担金有り）
※ 肝炎ウイルス検診は、受診当日70歳以下
で過去に同様の検査を受けたことがない
人が対象となり、問診票は医療機関にあ
ります

特定健診は受診しましたか?10/31㈰まで実施中
問い合わせ／特定健康診査…国民健康保険課国保給付担当（内線2786）、健康診査…国民健康保険課後期高齢者医療担当（内線2782）、

肺がん・大腸がん・肝炎ウイルス検診および生活保護受給者の健康診査…春日部市保健センター（☎ 736-6778）

　実施期間は10/31㈰までです。終了間際は医療
機関が混雑するため、受診できない場合もありま
すので、早めに受診しましょう。

　乳がんは、早期に発見し治療することで、
より高い確率で治すことができます。ぜひ
市の乳がん検診を受診してください。
　なお、自覚症状がある人は市の乳がん検
診を待たず、医療機関で相談してください。

変更点
▶ 視触診がなくなります。厚生労働省の「が
ん予防重点健康教育及びがん検診実施のた
めの指針」の一部改正により、視触診は積
極的に推奨しないことを受けての変更です

▶費用が800円になります
内容 問診、乳房エックス線検査（マンモ

グラフィ）
対象 市に住民票がある40歳以上（昭和

57年4/1以前生まれ）で、令和2年度に市
の乳がん検診を受診していない女性
※ 令和2年度に市の乳がん検診を受診した人は、受診
できません。クーポン券対象者（昭和55年4/2～
昭和56年4/1生まれ）は令和2年度の受診状況にか
かわらず、受診できます

費用 800円
申込期間 10/1㈮～31㈰（消印有効）
申し込み方法 次のいずれかの方法で申し

込んでください。受け付け後、12月上旬
に受診券を発送します
▶電子申請…下記2次元コードをスマート
フォンなどで読み取り、画面
に従って（読み取れない場合
は、春日部市電子申請届出サー
ビスから）申し込んでください
▶窓口…ふれあいキューブ6階春日部市保
健センター、市役所第二別館2階健康課、
庄和総合支所2階福祉・健康保険担当、内
牧地区公民館、右表③～⑨に備え付けの申
し込みはがきで申し込んでください
▶通常はがき…裏面に住所、氏名、生年月
日、電話番号、希望する会場（第1・第2
希望）を右表①～⑫から選択して記入し、
宛名面に〒344-0064 南1-1-7 春日部市
保健センター　乳がん検診申し込みと記入
して郵送してください

注意事項 次のいずれかに該当する人は受
診できません
▶ 妊娠中またはその可能性がある人
▶ 授乳中や断乳6カ月未満の人
▶ 豊胸術をした人
▶ 前胸部にペースメーカー、CVポート、
V-Pシャントなどの医療機器が入って
いる人

▶ 針生検を含む乳房手術をして1年以内
の人

▶ 心臓・肺などの上半身の手術創や骨折が
完治していない人

▶ 自力で会場内の移動（階段有り）ができ
ない人

▶ 10分程度、自分自身の力で立ったまま
の姿勢が保てない人

とき 令和4年2/28日㈪まで（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14年

4/1以前生まれ）で令和3年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 頸部検診は1,300円、頸部・体部

検診は2千円
持ち物 健康保険証
申し込み 不要。直接、実施医療機関へ

（分
ぶんべん

娩館医院のみ要予約）
実施医療機関 ゴミニケーション・健康情

報カレンダー39ページ～42ページに掲載

申し込み ⑤の該当者のみ無料券の申請
が必要です。ふれあいキューブ6階春日
部市保健センター、市役所第二別館2階
健康課、庄和総合支所2階福祉・健康保
険担当、武里出張所へ申請してください。
申請書には世帯全員の署名が必要です（即
日交付できない場合があります）。申請書
は市WEBWEBWEBWEBからダウンロードできます

平日検診（受付時間12:30～15:00）
会場
番号 ところ とき

① 春日部市
保健センター

1/6㈭・11㈫・17㈪・21㈮・
26㈬・31㈪、2/7㈪・9㈬・
14㈪・18㈮・22㈫・28㈪、
3/1㈫・4㈮・7㈪・14㈪

② 庄和保健センター 1/13㈭・18㈫、2/4㈮・21㈪、
3/2㈬

③ 健康福祉センター
（ゆっく武里） 1/7㈮・12㈬・24㈪、3/10㈭

④ 幸松地区公民館 1/25㈫、2/17㈭

⑤ 幸松第二公民館 1/28㈮、2/15㈫

⑥ 武里地区公民館 1/19㈬、2/10㈭、3/8㈫

⑦ 武里東公民館 1/27㈭、2/24㈭

⑧ 豊春地区公民館 1/20㈭、2/25㈮、3/9㈬

⑨ 豊野地区公民館 1/14㈮、2/3㈭、3/11㈮

⑩ 内牧栄町会館 2/16㈬

土曜日検診（受付時間12:30～15:00）
会場
番号 ところ とき

⑪ 春日部市保健センター 1/22、2/5・19、3/12

⑫ 庄和保健センター 2/12

※ 感染症の流行状況によって、期間が変更となる場合が
あります。また、会場内の密集を避けるため、検診当
日の受け付けは時間を分けて案内します。受付時間や
日時の変更方法は、受診券および同封のご案内に記載
します

無料券の申請
検診 申請期間 持ち物

乳がん検診 12/6㈪～受診前日 受診券、
本人確認書類

子宮がん検診 受診前日まで 本人確認書類

自己負担金免除対象者
対象者 持ち物

①検診当日70歳以上の人 健康保険証・
運転免許証など

②一定の障がいのある65～69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

③生活保護受給者 生活保護受給証
④支援給付受給者 本人確認証
⑤住民税非課税世帯に属している人 無料券

※ 乳がん検診クーポン券対象者は、令和3年度乳がん
検診クーポン券を持参することで自己負担金を免除

検 診 を受けましょう
乳がん検診 子宮がん検診

共通事項
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防災行政無線定時チャイム　10/1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…16:30（10月～3月）

マイナポイントの付与期間が延長～マイナンバーカードの受け取りはお済みですか?～ 
問い合わせ／政策課（内線2114）

　マイナンバーカードを使って、スマート
フォンやパソコンからマイナポイントを申し
込み、申し込んだキャッシュレス決済サービ
スでチャージまたは買い物をすると、利用額
の25パーセント分のポイントが国から付与さ
れます。
　マイナポイントは、選択したキャッシュレ
ス決済サービスのポイントとして買い物で使
えます。
付与率…選択した決済サービスでのチャージ
額または買い物額の25パーセント（1人当た
り上限5千円）
付与期間…12/31㈮まで
対象者…4月末までにマイナンバーカードを
申請した人

その他…交付通知書（はがき）が届いている人
は、早めにマイナンバーカードの受け取りを
お願いします。また、ポイント付与のタイミ
ングや付与条件、有効期限に関する質問は、
選択した決済サービスに直接問い合わせてく
ださい

令和3年度の狂犬病予防注射 
問い合わせ／環境政策課（内線7719）、庄和総合支所総務担当（内線7015）

　犬の飼い主には、狂犬病予防法により、狂
犬病予防注射を年に1回受けさせることが義
務付けられています。
　まだ予防注射を受けさせていない飼い主
は、12/31㈮までに動物病院で個別に実施す
るようお願いします。
①動物病院で予防注射を受けさせてください
　3月に市から送付した「狂犬病予防注射のお
知らせ」のはがきを動物病院に持参し、予防
注射を受けさせてください。動物病院により、
注射料金、診療日・時間、予約の有無などが
異なりますので、直接お問い合わせください。
また、受診の際は、マスク着用の徹底、最少
人数での来院など新型コロナウイルス感染症
拡大防止に協力をお願いします。
②市役所で注射済票の交付を受けてください
　動物病院で発行された注射済証と市から送
付した「狂犬病予防注射のお知らせ」のはがき
を市役所第三別館環境政策課または庄和総合
支所2階総務担当に持参してください。注射
済票の交付には、1頭につき550円の手数料

がかかります。なお、下表の動物病院では、
予防注射後にその場で注射済票の交付を受け
ることができます。

令和2年度の情報公開などの
実施状況

問い合わせ／市政情報課（内線2860）

　春日部市情報公開条例および春日部市個人
情報保護条例の規定により、令和2年度にお
ける両制度の実施状況を公表します。詳しく
は、市WEBWEBWEBWEBに掲載しています。

簡易開示請求（試験結果など、あらかじめ定め
られた個人情報で口頭による開示請求、閲覧
できるもの）…169件
個人情報を取り扱う業務…3,800件
※ うち特定個人情報（マイナンバーが含まれる
個人情報）を取り扱う業務…213件

首都圏放置自転車
クリーンキャンペーン

問い合わせ／交通防犯課（内線2826）

　市では、県・首都圏各自治体と協調して放
置自転車クリーンキャンペーンを実施します。
キャンペーン期間中は、鉄道各駅などとも相
互に協力を図り、対策を強化します。
とき…10/1㈮～31㈰
自転車放置禁止区域
　市内8駅周辺の道路や駅前広場は自転車放
置禁止区域に指定されており、これらの区域
に自転車を放置することは条例で禁止されて
います。
　放置禁止区域内の放置自転車は随時撤去し
ており、引き取りには撤去手数料2千円が必
要となります。自転車は自転車駐車場などに
預けるようにしてください。
放置自転車はこんなに迷惑です
▶歩道や点字ブロックをふさぎ、歩行者や視
覚障がい者などの通行の妨げになる　▶救急
車や消防車などの救急・消火活動の妨げにな
る　▶災害時の避難活動の妨げになる　▶自
転車盗難などの犯罪の温床になる　▶街の景
観を損ねる
自転車の盗難防止と早期発見のため
防犯登録を
　盗難の被害に遭った自転車が、駅前などに
放置されるケースが増えています。自転車の
鍵の中には壊されやすいものもありますので、
鍵は二重に掛けるようにしてください。
　また、もし自転車が盗難に遭っても、発見
者からの連絡により所有者の元に戻る例が数
多くあります。防犯登録の手続きを行うよう
にしましょう。

令和2年度情報公開の請求等件数　353件（※1）

決定内容
公開…286件
部分公開（※2）…61件
不存在…40件

取り下げ 6件

令和2年度個人情報開示の請求件数　83件

決定内容
開示…32件
部分開示（※2）…45件
不存在…6件

取り下げ 4件

※1… 決定内容が請求等件数より多いのは、1件の請求に対して
複数の決定をしたものがあるため

※2… プライバシー保護のため、個人情報などが公表できないこ
とによるもの

注射済票の交付が受けられる市内動物病院（50音順）
病院名 所在地 電話番号

アシュア動物病院 粕壁1-4-36 ☎ 755-5555
アナイ動物病院 本田町1-173-5 ☎734-6401
井上動物病院 八丁目321-1 ☎763-1570

牛島ねこと犬の病院 牛島1544-3 ☎754-2231
小野どうぶつ病院 栄町1-346 ☎754-0020
春日部はる動物病院 大沼2-62-30 ☎737-1206
たきや動物病院 大沼4-63-1 ☎737-3025
東武動物病院 西金野井100-32 ☎746-7841

豊春ペットクリニック 南中曽根433-1 ☎754-3871
菜の花どうぶつ病院 千間1-8 ☎736-7091

ハダ動物病院 備後西5-7-34 ☎737-8187
ひなた動物病院 南3-10-4 ☎812-5200
ひろ動物病院 緑町1-15-21 ☎731-1122

本間獣医科医院春日部病院 小渕1249-3 ☎752-5196
緑どうぶつ病院 緑町2-8-55 ☎738-5550
森田動物病院 新宿新田327-318 ☎745-4871

やました動物病院 備後東5-15-39 ☎738-0119
ゆりのき通り動物病院 大沼4-11-2 ☎796-0017

動物病院で
予防注射を受ける 注射済票の

交付を受ける

注射済票を
首輪などに付ける予防注射を受ける 注射済票の

交付を受ける

詳しくは
国WEBWEBWEBWEBで▼

スマホ・タブレットで水道料金・下水道使用料の支払い開始　
問い合わせ／業務課（内線7815～7819）

　10/1㈮から、スマートフォンアプリを利
用して、水道料金・下水道使用料の支払いが
できるようになりました。銀行やコンビニに
行く手間が省け、非対面でいつでもどこでも
簡単に納付できます。

利用できるスマホ決済アプリ
P
ペ イ

ayB、楽天銀行コンビニ支払
サービス、L

ラ イ ン

INE Pay、PayPay、
F
フ ァ ミ

amiPay、au PAY
決済方法、注意事項は市WEBWEBWEBWEBで▶
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広告募集枠数
15枠（予定）

掲載料金
1枠5万円（税抜き）

募集期間
10/1㈮～29㈮

広告枠の大きさ
縦30ミリメートル×横140ミリメートル

印刷物の仕様
A4サイズ、フルカラー印刷

予定発行部数
12万部
※ 市広告掲載基準に基づく事前審査があります。詳
しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

　 問い合わせ／シティセールス広報課（内線2175）

　 問い合わせ／リサイクル推進課（内線7735）、
健康課（内線7512）、
こども相談課（内線2767）

10/1は春日部市民の日です

令和4年度
「ゴミニケーション・
健康情報カレンダー」
に掲載する広告を
募集します

休日窓口を開設します 問い合わせ／市民課（内線2898）

　市民課では、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。仕事の都合
などで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㈯　8:30
～12:00（システムなどの関係で開設日の変
更あり）
開設予定日（10月～令和4年3月分）…10/10㈰・
23㈯、11/14㈰・27㈯、12/12㈰・25㈯、
令和4年1/9㈰・22㈯、2/13㈰・26㈯、3/13㈰
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。詳しくは同
課、または市WEBWEBWEBWEBで

市有地を売却します 問い合わせ／管財課（内線2135）

入札日…11/12㈮
売却方法…一般競争入札（あらかじめ申し込
みをした人のうち、最低売却価格以上かつ最
高額を提示した人が落札する入札制度。原則
として誰でも参加可）
申し込み資格…次の全ての条件を満たす人　
▶地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）
第167条の4の規定に該当しない者であるこ
と　▶春日部市特別職および春日部市職員
（配偶者および1親等内の親族を含む）でない
こと　▶暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律（平成3年法律第77号）第2条
第2号から第6号までに定める者でないこと。
また、埼玉県暴力団排除条例第19条に違反

している事実がある者でないこと　▶無差別
大量殺人行為を行った団体の規制に関する法
律（平成11年法律第147号）第5条第1項の
規定による観察処分を受けた者でないこと
申し込み…10/29㈮～11/10㈬の8:30～
12:00、13:00～17:15に直接、市役所別館
3階管財課へ
※郵送による申し込みは無効です
入札案内書配布
とき…10/1㈮～11/10㈬の8:30～12:00、
13:00～17:15
ところ…市役所別館3階管財課、庄和総合支
所2階総務課、市WEBWEBWEBWEB

　安全な交通社会の形成に関し、総合的かつ
長期的な交通安全対策の推進を図るため、
交通安全に関する諸政策について定める計
画です。
　計画期間は、12月～令和7年3月（予定）です。
募集期間…10/1㈮～31㈰（消印有効）
公表場所…市役所別館3階交通防犯課・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、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

意見を提出できる人…市内在住・在勤・在学
者、または市内で活動する個人および団体
提出方法…原則として、公表場所で配布して
いる所定の様式を使用し、次のいずれかの方
法で提出してください　▶直接…公表場所
（教育センターは3階視聴覚センター）へ提出　
▶郵送…〒344-8577 （所在地不要） 春日
部市役所交通防犯課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX… 734-5516　
▶ …kotsu@city.kasukabe.lg.jp　 ▶

市WEBWEBWEBWEB

留意事項…意見を提出する人は、必ず氏名と
住所を記入してください。氏名と住所がない
場合は、原則受け付けできません。また、口
頭や電話での意見も受け付けできません
意見、市の機関の考え方の公表…皆さんから寄
せられた意見とそれに対する市の機関の考え方
を公表します。ただし、類似した意見はまとめ
て公表します。氏名や住所などは公表しません。
なお、意見を提出した人への個別の回答はし
ません

第11次春日部市交通安全計画（案）について皆さんからの意見を募集します 問い合わせ／交通防犯課（内線2826）

　春日部市民の日は、市民の皆さんに郷土の歴史と文化
を振り返り「ふるさとかすかべ」への愛着と誇りを持って
もらうとともに、春日部市民であることを自覚し、市民
同士の一体感や共感を育みながら、市の将来のまちづく
りを考えてもらうことを目的として定められました。

ハッシュタグ「#かすかべプラスワン」
を付けて発信してみませんか

　プラスワンとは、皆さんがそれぞれに
持つ、春日部の「好きなところ」のこと。
　「#かすかべプラスワン」は、春日部の
まちで体感した楽しいことや小さな感
動、まちの誰かを応援するようなワク
ワクする情報をSNSなどで発信する際
に付けるハッシュタグです。この機会
にあなたが思う春日部の魅力について、
SNSで共有してみませんか。

あなたも「かすかべ+
プラスワン

1サポーター」
になりませんか

　「かすかべ+1サポーター」は、春日
部について情報発信したり、春日部
で体験した「ワクワク」を共有したり、
ゆるやかにつながりながら、「春日部
が好き」を市内全体へ、市外へと広げ
る活動を進めています。◀ 「春日部市民の日」

には、古利根公園
橋が春日部市のイ
メージカラーである
緑色にライトアッ
プされます

詳しくは市WEBWEBWEBWEBで▶

10月の市税など納付 11/1㈪が納期限です　●市県民税（普通徴収）の第3期　●国民健康保険税（普通徴収）の第4期
●後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第4期

問い合わせ／収納管理課（内線2384～2396）
庄和総合支所総務担当（内線7017）
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●10月は「食品ロス削減月間」、10/30は「食品ロス削減の日」
●国民年金の手続きは忘れずに　●車上ねらいに注意

コンビニ収納をご利用ください

車上ねらいが多発しています
　市内では、1月～5月末で、自動車の車内
や自転車の前カゴなどからバッグや貴重品な
どが盗まれる車上ねらいが48件も発生して
います。
　防犯対策をしっかりと行って、被害を未然
に防ぎましょう。
防犯対策
▶車内に物を置いたままにしない
　車内にバッグや貴重品などがあれば、ガラ
スを割られたり、鍵を壊されたりして、盗ま
れてしまいます。車を離れる際は、車内に物
を置いたままにしないようにしましょう

▶カゴや荷台に荷物を置いたままにしない
　自転車やバイクのカゴから荷物を盗まれる
被害、トラックの荷台から荷物を盗まれる被
害も発生しています。カゴや荷台に荷物を置
いたままにしないようにしましょう
▶短時間でも施錠を
　無施錠の車からは、一瞬でバッグや貴重品
などが盗まれま
す。短時間でも車
から離れる際は、
施錠をしましょう

▶防犯設備の整った駐車場を利用する
　車を駐車する際には、防犯カメラや照明
などの防犯設備が整った駐車場を利用しま
しょう
▶防犯グッズを活用する
　イモビライザーや防犯フィルムなどの防犯
グッズを活用しましょう

車上ねらいに注意してください　 問い合わせ／交通防犯課（内線2828）

　国民年金制度は、日本に住む20歳～60歳
未満の全ての人が加入して保険料を出し合う
ことにより、老後の生活保障の他、病気やけ
がなどで収入が途絶えたときも安定した生活
を送れるよう社会全体で支え合う仕組みです。
国民年金の手続きはお済みですか
　日本に住む20歳～60歳未満の人は、下表
のとおり、国民年金第1～第3号被保険者の
三つの区分のいずれかに属します。
　就職や退職、結婚、離婚などをして被保険
者の種類が変わったときは、速やかに手続き
をしてください。
ご存じですか? 国民年金の任意加入制度
　国外に転出した人や、保険料の納め忘れが
ある人、年金受給権がない人などで次のいず
れかに該当する場合は、国民年金に任意加入
し保険料を納めることにより老齢基礎年金の
受給額を満額に近づけることができます。
　ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給中の
人や厚生年金・共済年金などに加入中の人は
任意加入できません。
対象…▶日本国籍を有する人で国内に住所が
ない20歳～65歳未満の人　▶国内に住所の
ある60歳～65歳未満の人
保険料の学生納付特例・免除･納付猶予の承
認期間がある人は「追納」がお勧め
　保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期

間がある場合、保険料を全額納めた人と比べる
と、老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
　そこで、老齢基礎年金の受給額を増やすた
めに、免除などが承認されている月から10
年以内に保険料をさかのぼって納めること
（追納制度）をお勧めします。申し込み、問い
合わせは春日部年金事務所へ。
こんなときには障害基礎年金の相談を
　障害基礎年金は、第1号被保険者期間中の
病気やけがが原因で障害が残ったときや、20
歳前の病気やけがなどで、法令に定める障害
の状態になった場合に受けられます。年金請
求の相談の際は、まず障害の原因となる病気
やけがで初めて医師の診療を受けた日（初診
日）を確認の上、本人確認書類を持って市役所
1階市民課、または春日部年金事務所に相談し
てください。

新型コロナウイルス感染症による国民年金保
険料免除制度
　新型コロナウイルス感染症の影響により、所
得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措
置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易
な手続きにより、保険料免除申請が可能です。
対象…次の全てに該当する人　▶令和2年2月
以降に、新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入が減少した　▶令和2年2月以降の所
得などの状況から見て、当年中の所得の見込
みが、現行の国民年金保険料の免除などに該
当する水準（本人・配偶者・世帯主に一定の
所得基準があり）になることが見込まれる
申請の対象期間…令和元年度分（令和2年2
月～6月分）、令和2年度分（令和2年7月分
～令和3年6月分）、令和3年度分（令和3年
7月分～令和4年6月分）
※ 制度の詳細は日本年金機構WEBWEBWEBWEBで確認できます

国民年金の手続きは忘れずに～11月はねんきん月間～ 問い合わせ／市民課（内線2893）、春日部年金事務所（☎ 737-7112）

国民年金の被保険者の区分と手続き
区分 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

職業など 自営業者や農業者などとその家族、学
生、無職の人など

民間会社員や公務員など、厚生
年金保険に加入している人

65歳未満の第2号被保険者に扶養されている
配偶者（年収130万円未満）

手続き先 本人が市役所または庄和総合支所の
年金担当窓口へ届け出

事業主（勤務先）が管轄の年金
事務所へ届け出

配偶者の勤務先（事業主）へ該当届を提出し、
事業主が管轄の年金事務所へ届け出

保険料
納付方法

日本年金機構事務センターから送られ
る納付案内書により自分で納付（前納
割引制度あり）

給与から天引き 配偶者の加入する年金制度が負担

　 問い合わせ／リサイクル推進課（内線7735）

10月は「食品ロス削減月間」、10/30は「食品ロス削減の日」
　食品ロスとは「本来は食べられるのに捨てられてしまう
食品」のことを指します。
　日本では平成30年度に年間約600万トンもの「食品ロス」
が発生していると推計されており、1人当たりでは年間約
47キログラムです。これは年間1人当たりの米の消費量（約
54キログラム）に近い量を捨ててい
ることに相当します。私たちのライ
フスタイルを見直しましょう。

▲食品ロス削減国民運動
　ロゴマーク「ろすのん」

家庭編
▶ 買い物前に、冷蔵庫や食品庫にある食材
を確認し、必要な分だけを買う

▶ すぐに食べる場合は、商品棚の手前にあ
る商品を選ぶ「てまえどり」をする

▶ 食品に記載されている保存方法に従って
保存する

▶ 体調や健康、家族の予定も配慮し、食べ
きれる量を作る

▶ 冷蔵庫や食品庫内を定期的に整理し、期
限の近い食品を手前にするなど、庫内に
残っている食品を管理する

外食編
▶ 小盛りメニューやハーフサイズを活用
し、食べられる量だけ注文する

▶ どうしても残ってしまった料理は、お店
の人と相談して持ち帰ることも検討する

  市では、埼玉県と協力して、食品ロスを
減らす取り組みをする「彩の国エコぐるめ
協力店」を募集しています。
現在、35店が県WEBWEBWEBWEBで紹介
されています。　　　

県WEBWEBWEBWEB▶

今日からできる! 食品ロスを減らすポイント!

食品ロスを減らすためには、
一人一人のちょっとした
心掛けが大切です!



10月・11月の予定
「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

子育てに役立つ
情報満載！

▲携帯版
　子育て情報ページ

スマートフォン版▶
かすかべ子育て

応援サイト

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…10月・11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
おりがみ教室
「かぼちゃおばけ」を作ろう

10/2㈯
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　10人（先着順）　
当日直接、同センターヘ

みんなでつくろう工作教室
「スクラッチアートでメッセージカード」を作ろう

10/9㈯
①10:30～11:30
②13:30～14:30

3歳児以上（未就学児は保護者同伴）　各10人（先着順）
当日直接、同センターヘ

おもしろ彩
サイ
エンス

浮いたり沈んだりする浮
ふ ち ん し
沈子おもちゃで君も

今日からサイエンスマジッシャン

10/10㈰
13:30～15:00

5歳児以上（未就学児は保護者同伴）　15人（申し込み順）
10/1㈮から直接、または電話で同センターへ

おとうさんといっしょ
音を体で表現しよう

10/24㈰
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、同センターヘ
ハロウィンフォトスポット＆クイズラリー
仮装してハロウィンを楽しもう

10/30㈯･31㈰
10:00～15:00の
開館時間中

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

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…10月・11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
パターゴルフ
カップイン目指して、楽しく遊ぼう

10/9㈯・23㈯
13:30～15:00

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修理して
もらいましょう

10/10㈰
10:00～12:00
13:00～15:00

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

ママとなかよしグー
フクロウのリースを作りましょう

10/21㈭
①10:15～10:50
②11:00～11:35

１歳からの未就学児と保護者　各7組（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

チョークアート
黒板にチョークを使って楽しく色付けしてみま
しょう

10/24㈰
13:30～14:30

小学3年生～高校生　8人（申し込み順）
直接、または電話で同センターヘ

オープン工房
松ぼっくりの妖精を作りましょう

10/31㈰
①10:15～11:30
②13:15～14:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各20人（先着順）
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…10月・11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
ハロウィン月間
フォトスポットでかわいいカボチャと写真が撮
れるよ。ハロウィンの雰囲気を楽しもう

10/1㈮～31㈰
①10:00～11:45
②13:00～14:45
③15:30～17:30

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

囲碁・将棋教室
初めてでも先生が優しく教えてくれます

10/9㈯
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、同センターへ

おしゃべりカフェ
学校のこと、友だちのこと…誰かに話したいけ
どどこに?スマイルしょうわに話しに来ませんか

10/15㈮
15:30～17:30

中学生以上
当日直接、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♪

10/19㈫
10:30～11:30

一人で歩けるお子様とその保護者　12組（申し込み順）
汗拭きタオル、水分補給できるもの
10/4㈪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

11/6㈯
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

　8/21・22、郷土資料館で夏休みの体験講座
を開催しました。
　21日は「d

ド キ ド キ
okidoki音楽作り」。國學院大學栃

木短期大学の中
なかむら
村先生と早

はやかわ
川先生を講師に招き、

小学5・6年生2人が参加しました。縄文土器の
文様を基に、貝や骨、木の実などの自然素材を
使って音を出してみました。
　22日は「桐の貯金箱をつくろう」。今年の夏季
展示「語り出したらキリがない！桐のまち春日部」展に合わせて、春日部桐箱工
業協同組合の先生を講師に招き、幼児から中学生19人が参加しました。貯金
箱背面の板を好きな形に切って、オリジナルの貯金箱を完成させました。
　郷土資料館では、子どもも大人も春日部の歴史を身近に感じてもらえる取り
組みに力を入れています。ぜひ、お越しください。

　新型コロナウイルス感染症対策が長期
化する中、学校給食では感染予防のた
め、子どもたちは、黙食を余儀なくされています。
　このような中、地元の農産物を使用したおいしいデザートを給食時
に提供することにより、子どもたちに、給食への楽しみをプレゼントし
ます。
　地域の農産物について理解を深め、生産者へ感謝の気持ちを持つこ
と、また、地域経済の活性化にもつながります。
〇対象校　市内公立小・中・義務教育学校
〇デザートの種類と提供回数
 ・春日部産のブルーベリーゼリー 1回
 ・春日部産のイチゴゼリー 1回
〇実施期間　10月～令和4年3月

子育てピックアップ①
給食プラスワン事業 夏休みの郷土資料館体験講座

子育てピックアップ②

問い合わせ／郷土資料館（内線4839）問い合わせ／学務課（内線4738）

▲ dokidoki音楽作り

▲ 桐の貯金箱をつくろう

▲ 給食を食べる子どもたち

自転車に　乗るならきみも　運転手
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　子育て中の親子をサポートする施設へ遊びに来ませんか。
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、おそびのひろば、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
小麦粉ねんど、ハロウィン仮装、
身体測定

信愛保育園（大場）
（☎734-9692）

㈪・㈬・㈮　月２回㈫開所
9:30～12:00、13:30～16:00

わかたけ
乳児園庭開放、親子講座（キッズ
ビクス）、手形・足形アートなど

一の割自然保育園（一ノ割）
（☎080-3429-0115）

㈪～㈮、月１回㈯開所
9:30～12:00、13:00～16:00

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）

㈪㈬㈮、毎月最終㈯
10:00～15:00

緑の森子育てひろば
ママロンベビー、ママロンキッズ、
ママストレッチ、お手軽エクササイズ

緑の森保育園（米島）
（☎746-7373）

㈪～㈮
9:00～12:00、13:00～15:00

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

C
コ ッ コ
occo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㈯
9:00～14:00

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））
※ 10/6㈬・13㈬・23㈯・30㈯
は武里南地区公民館

4㈪・5㈫・6㈬※・11㈪・13㈬※・
23㈯※・30㈯※
9:00～14:00

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、発育測定、
ベビーマッサージ＆産後ヨガ、誕生会

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
10/9㈯、手作りおもちゃを作ろう

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）
㈫㈬㈮・11㈪
10:00～15:00

地域子育て支援拠点施設

やなぎ保育園（保育園） 所在地:樋籠620-3（☎761-2085）

　やなぎ保育園は静かな住宅街の中にある保育園です。春は桜、夏はまぶしいほどの新緑、秋
は一面落ち葉のじゅうたん、冬は園庭で雪遊び。子どもたちが季節の移り変わりを感じながら、
のびのびと遊べる広い園庭がある保育園です。お茶室やレンガで作った石窯もあり、子どもたち
が体験から学べる活動にも力を入れています。異年齢保育を取り入れ、人との関わり合い、社会
性や協調性、思いやる気持ちや自己肯定感のある子どもを育てる保育を行っています。
開園日時：㈪～㈮　7:00～19:00、㈯　7:00～16:30
対象：0歳児（満8週）～5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10月 11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㈭ 25㈭

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） 5㈫ 2㈫

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㈭ 4㈭ 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㈭ 18㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 13㈬ 10㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 20㈬ 17㈬

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） 21㈭ 11㈭

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㈬ 17㈬

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:10/7㈭～11/4㈭

なし 18㈭

手をのばそう　あの子たちも　我が子供　（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
（武里図書館は第2・4㈯）

㈯
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

工
くどう

藤 奏
かな み

実ちゃん
平成28年8月29日生

笑顔いっぱい元気いっ
ぱい大きくなぁれ

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

蘒
はぎはら

原 舞
まい な

來ちゃん
令和2年9月15日生

元気にすくすく育って
ね♪一緒に頑張ろう

丹
に わ

羽 一
いぶ き

颯ちゃん
令和元年11月8日生

毎日笑顔をありがとう！
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 お知らせ
戸籍証明書・附票の写しの
コンビニ交付開始01

10/1㈮以降の9:00～17:00（年末年
始とメンテナンス日を除く）　 全国コン
ビニエンスストアのマルチコピー機設置店
で、戸籍証明書、附票の写しが取得可能
に（改製原戸籍・除籍に係るものは除く）　

マイナンバーカードを持っている人か
つ本市を本籍地とする人（本市に住民票が
無い人はマルチコピー機で本籍地登録手続
きが必要）　 戸籍証明書450円/通、附
票の写し200円/通　※証明書交換や手数
料返金は不可　 市民課（内2886）

宝くじ助成金により
コミュニティ活動を支援02

（一財）自治総合センターによる宝くじ
の社会貢献広報事業として、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。令和3
年度は本田上自治
会と藤塚新田自治
会で、パソコン・
書庫・掃除機・掲
示板・各種音響機
器などを購入　
市民参加推進課
（内2875）

空き家リノベーション助成03
市内空き家のリノベーション工事（内

装・水回りの改修、サッシや外壁の改修な
ど）に係る費用の一部を最大60万円補助
（空き家バンクに登録していない住宅・店
舗は最大30万円）　 空き家を購入し改
修する人、空き家バンクに登録している空
き家を改修する人、店舗を改修する個人所
有者（その他各種要件有り）　 工事14日
前までに直接、または郵送で〒344-8577 
（所在地不要） 春日部市役所4階住宅政策
課（内3620）へ　※申請書は同課、また
は市WEBで

結婚新生活支援事業04
結婚新生活に係る住居費・引っ越し費

用の一部を最大30万円補助　 婚姻届
の提出・受領日が令和3年1/1～令和4年
3/31㈭、夫婦所得の合算が340万円未満
（年収約480万円未満相当）、夫婦の年齢
がいずれも満34歳以下、夫婦いずれかの

親が市内に引き続き5年以上住んでいる人
（その他各種要件あり）　 直接、または
郵送で〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所4階住宅政策課（内3621）へ　※申
請書は同課、または市WEBで

ふれあい家族住宅購入奨励事業05

市内で親子が近居または同居するため、
初めて住宅を取得した世帯に最大30万円
の市内共通商品券を交付。住宅ローン「フ
ラット35」の利用を検討している人は、併
せて優遇金利を受けられる場合有り　
義務教育修了前の子を扶養し同居している
か妊娠中である子世帯、またはその親世
帯（その他、各種要件有り）　 登記完了
後3カ月以内に直接、または郵送で〒344-
8577 （所在地不要） 春日部市役所4階住
宅政策課（内3620）へ　※申請書は同課、
または市WEBで

浄化槽の正しい管理を06
浄化槽の機能を維持するため「保守点

検」「清掃」「法定検査」の実施を
▶保守点検（年3回～4回）…浄化槽の機
器の調整・修理、汚泥の状況の確認、清掃
時期の判断、消毒剤の補充などは、県の許
可を受けた業者（県WEBで確認）へ
▶清掃（年1回以上）…槽内汚泥の引き抜
きは、市の許可を受けた業者（リサイクル
推進課または市WEBで確認）へ
▶法定検査（毎年1回）…適切に維持管理
され、正常に機能しているかを確認する法
定検査は、（一社）埼玉県浄化槽協会法定検
査部（☎ 048-501-5707）へ

リサイクル推進課（内7735）

県民手帳（2022年版）の販売07
10/14㈭～12/17㈮　 市役所別館1

階市政情報課、支所2階総務担当　 黒、
グレイッシュブルー　 550円（税込み）　

同課（内2862）
就職支援セミナー「これからは諦めない!
女性の仕事との向き合い方」08

10/20㈬　14:00～15:10（オンライ
ン）　 市内在住者優先　30人（申し込み
順）　※雇用保険受給者には受講証明書発
行　 10/18㈪までにファックス、メー
ル、または専用WEB で埼玉キャリア形
成サポートセンター（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 799-3581、

carisapo_saitam@pasona.co.
jp）へ　※本事業は㈱パソ
ナが厚生労働省より受託運
営　 勤労者会館（☎ 752-
5540）

行政相談週間09
10/18㈪～24㈰　 行政相談制度の

利用促進週間。行政相談では、総務大臣か
ら委嘱された行政相談委員が、国の仕事（登
記・雇用・年金・相続・税金・道路・法律
問題・行政一般）などについて、「分からな
い」「説明に納得できない」「処理が間違っ

ているのではないか」などの苦情や要望な
どに対応　相談先　▶市…18面「そうだ
ん」参照　▶総務省関東管区行政評価局（き
くみみ埼玉）行政苦情110番…☎ 0570-
090110　 市政情報課（内2860）

行政書士制度広報月間
無料相談会10

10/19㈫　13:30～16:00　 市役所
別館1階相談室　 許可、認可、法人設
立、各種電子申請、相続・遺言などの書類
作成などの相談　 埼玉県行政書士会（☎ 
833-0900）

令和3年社会生活基本調査11
10月上旬～中旬　 10/20㈬現在で

調査を実施。国民の生活時間の使い方やさ
まざまな活動状況を調べ、暮らしや社会の
ための基礎資料として活用。調査員は、必
ず調査員証と従事者用腕章を身に着け訪問　

県統計課（☎ 830-2314）

10月は不正軽油撲滅対策強化月間12
不正軽油の製造・運搬・販売・使用は

悪質な脱税行為。公正な市場競争の阻害、
大気汚染など環境・健康に重大な影響。通
常とは異なる黒煙を出して走行していたな
ど、不正軽油に関する情報は連絡を　
県税務課（☎ 830-2658）

県最低賃金の改正13
10/1㈮から県最低賃金は時間額956円

（引き上げ額28円）に。年齢や雇用形態に
関係なく県内事業場で働く全労働者（パー
ト・学生アルバイト含む）に適用　※一部
の産業には特定（産業別）最低賃金も適用　

埼玉労働局労働基準部賃金室（☎ 600-
6205）、春日部労働基準監督署（☎ 735-
5226）

県東地域障害者就職面接会14
11/8㈪　13:00～15:30　 越谷市中

央市民会館　 就職を希望する障害者と
採用計画がある企業との面接・相談　 ハ
ローワーク春日部（☎ 736-7611）へ　※
電話後、部門コード43#を押す

県主催　就職支援セミナー15
11/2㈫　14:00～16:00　 東部地域

振興センター　 シニアのキャリアデザ
イン～多様な働き方の現状と新しい仕事観
～　 60歳以上の人　30人（申し込み順）　

10/1㈮から、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

労働保険料の納期限16
労働保険料（労災保険・雇用保険）第2

期分の納期限は11/1㈪。納付書は10/20
㈬ごろに各事業所へ発送。保険料納付の口
座振替手続きは厚生労働省か埼玉労働局

WEBへ　 埼玉労働局労働保険徴収課
（☎ 600-6203）

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～17

10/27㈬　14:00～15:00　 正風館　
就活プランの立て方を学ぶ　 50歳

未満の求職者　10人（申し込み順）　※雇
用保険受給者には受講証明書を発行　
10/25㈪までに電話で埼玉とうぶ若者サ
ポートステーション（☎ 741-6583）へ

シルバー人材センター入会説明会18
10/22㈮、11/19㈮、12/17㈮　

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

ハロウィンジャンボ宝くじ19
発売…10/22㈮まで　抽選…10/29

㈮　 1等・前後賞合わせて5億円　※宝
くじの収益金は市町村の明るいまちづくり
や環境対策、高齢化対策など地域住民の福
祉向上に活用。県内宝くじ売り場で購入を　
（公財）埼玉県市町村振興協会（☎ 822-

5004）
埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程20

10/1㈮～5㈫・9㈯～12㈫・16㈯～
19㈫・22㈮～25㈪　 ボートレース戸
田　 市は同組合に加盟し、配分金を市
政に活用中　 同組合（☎ 823-8711）

 人材募集
令和3年度（令和4年4/1採用）
市職員（第3回）21

試験日…12/5㈰（1次試験）　※集団
面接試験は別日程の可能性有り　 10/1
㈮～11/5㈮に電子申請の上、履歴書と返
信用封筒を11/5㈮（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（内7618）へ　※詳しくは
受験案内または市WEBへ
受験案内・申込書の配布
10/1㈮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。郵送の希望者は、封書に「受験
案内・申込書希望」と朱書き、140円分の
切手を貼った封筒（角形2号）を同封して
人事課へ

募集職種 試験科目

事務職
（障がい者対象）

一般教養試験、
小論文試験、集団面接

土木 専門試験、小論文試験、
集団面接建築

消防
（救急救命士を含む）

一般教養試験、
小論文試験、集団面接

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。
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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。



交通指導員22

採用…12月（予定）　 勤務学区…幸
松小学校、緑小学校、立野小学校、藤塚小
学校、江戸川小中学校　 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通整理など　 20歳
以上、各学区1人（選考）　 10/20㈬ま
でに、電話で交通防犯課（内2825）へ

県地球温暖化防止活動推進員23
地球温暖化の現状や重要性を伝える埼

玉県地球温暖化防止活動推進員を募集。任
期は令和4年4月～2年間　 10/1㈮～
11/30㈫　 県温暖化対策課（☎ 830-
3033）

 福　祉
春日部市障がい者作品展
展示作品24

作品展…11/30㈫～12/5㈰　 市内
在住・在勤・在学で障がいのある人（児童
含む）および障がい者団体　 10/7㈭～
11/5㈮に応募用紙を直接、郵送、ファッ
クス、またはメールで〒344-0061 粕
壁6918-1 中央公民館（☎ 752-3080、
FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 754-0158、 chuokou@city.
kasukabe.lg.jp）へ

心身障害者通所支援施設
令和4年4月からの通所者25

就労継続支援B型事業所
ふじ支援センター、ゆりのき支援セン

ター、リサイクルショップ、ひまわり園　
自立した日常生活を営めるように就労

の機会を提供し、生産活動での知識・能
力の向上のために必要な訓練を実施
生活介護事業所

あおぞら　 常に介護を必要とする人
に、日中、食事・排泄の介護などを行い、
創作・生産活動の機会を提供

共通事項
身体障害者手帳、または療育手帳を所

持する18歳以上の市内在住者で、自力で
通所可能な感染症疾患のない人。あおぞら
は、障害支援区分3以上の人（50歳以上
の人は障害支援区分2以上）　各施設若干
名（選考）　 10/1㈮～22㈮（必着）に
申請書を直接、または郵送で〒344-8577 
（所在地不要） 春日部市役所1階障がい者
支援課（内2546）、または直接庄和総合
支所2階福祉・健康保険担当（内7045）
へ　※申請書は申請場所・各施設で配布

認知症サポーター養成講座26

とき ところ 申し込み

10/15㈮
14:00～

介護老人保健施設
みどり
（上大増新田168）

武里病院
（☎ 733-5111）

10/21㈭
13:30～

第6包括
圏域集会所

第6包括
（☎ 738-0021）

認知症の基礎知識や認知症の人と接す
る際の心構えなどを学び、誰もが暮らし
やすい地域をつくっていくためのサポー
ターを養成　 介護保険課（内7575）

オレンジカフェ（認知症カフェ）27
とき ところ 定員 申し込み

10/16㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎ 738-5764）

10/20㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎ 753-1136）

10/22㈮
13:30～15:30 あしすと春日部 30人 第1包括

（☎ 754-3775）

10/28㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎ 734-7631）

11/2㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎ 738-0021）

11/5㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎ 753-1136）

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎ 734-7631） 
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　 介護保険課（内
7575）

介護予防講演会
「薬とのつきあい方」28

11/11㈭　13:30～15:30　 豊春
地区公民館　 薬剤師による講話　
おおむね65歳以上の市内在住者　30人
（申し込み順）　 電話で介護保険課（内
7575）へ

健康づくりいきいき運動研修会29
11/11㈭　10:00～12:00　 武里南

地区公民館　 おおむね60歳以上の市内
在住者　30人　 ストレッチ、楽しいリ
ズムダンス、筋力運動など　 動きやす
い服装、上履き（スリッパは不可）、飲み物、
タオル　 いきいきクラブ加入者…不要　
未加入者…直接、または電話で市役所第
二別館2階高齢者支援課（内7456）へ

元気アップ教室
楽しみながら介護予防30

とき ところ テーマ

10/15㈮ 武里南地区公民館 笑顔で!
心の健康づくり

10/21㈭ 中央公民館 正しい
ウォーキング

11/5㈮ 内牧南公民館 笑顔で!
心の健康づくり  

10:00～11:30　 おおむね65歳以
上の市内在住者　30人（先着順）　 30
円　 動きやすい服装、飲み物、タオル、
上履き（スリッパは不可）　 不要。団体の
場合は人数を高齢者支援課（内7456）へ

ひとり親のためのパソコン教室31
11/3㈷・4㈭　10:30～15:30（全2日）　
WithYouさいたま（さいたま市中央区）　
仕事に役立つワード講座　基礎・応用

編　 ひとり親家庭の親または寡婦　20
人（抽選）　 800円　※未就学児の保育
サービス有り　 10/19㈫（必着）までに
「パソコン教室（第5回）」と明記、郵便番号・
住所・氏名・年齢・電話番号・保育希望
者は子の年齢を記入し、往復はがき（1人
1枚）、またはメールで〒330-0074 さい
たま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合
同庁舎内（公財）埼玉県母子寡婦福祉連合
会（☎ 822-1951、 info@saiboren.
or.jp）へ

ひとり親家庭受験生応援事業32
図書カード（3千円）などの配付　※金

額変更の場合有り　 市内在住の高校進
学を希望する中学3年生の子がいるひとり
親世帯（生活保護世帯を除く）で児童扶養
手当受給世帯、または家計急変世帯（児童
扶養手当支給停止世帯）　※申請書など詳
しくは市社会福祉協議会窓口またはWEB
へ　 10/1㈮～29㈮（消印有効）に直接、
または郵送で〒344-0067 中央2-24-1 
市社会福祉協議会（☎ 762-1081）へ

県立特別支援学校 塙
は な わ ほ き い ち

保己一学園
（盲学校）高等部専攻科入学者33

あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅ
うの技能習得を希望し、次の条件を満た
す人　▶両眼の矯正視力がおおむね0.3未
満、または矯正視力が0.3以上で盲学校で
の教育を受けることが適当と判断される
人（身体障害者手帳未取得者を含む）　▶
高等学校を卒業した人、令和4年3月卒業
見込みの人、または高等学校卒業と同等
以上の学力があると認められる人　 第
1次…10/18㈪～11/5㈮（選考日11/26

㈮）、第2次…令和4年1/11㈫～21㈮（選
考日令和4年2/14㈪）に直接、または郵
送で〒350-1175 川越市笠幡85-1 同学
園同科（☎ 049-231-2121）へ　※第1次
で定員に達した場合、第2次募集なし

歳末援護金の配付34
市内共通商品券（2千円分）の配付　※

金額変更の場合有り　 本市に住民登録
があり、居住している人（施設入所者を
除く）で次のいずれかに該当する人　▶生
活保護が4/1～9/30に廃止になった世帯　
▶身体障害者手帳1級保持者　▶療育手帳
Ⓐ・A保持者　▶精神障害者保健福祉手帳
1級保持者　▶介護保険被保険者証要介護
4・5認定者　※申請用紙は市社会福祉協
議会窓口で配付　 10/1㈮～31㈰（消印
有効）に、郵送で〒344-0067 中央2-24-
1 市社会福祉協議会（☎ 762-1081）へ

 保　健
無料クーポン券で
子宮頸

けい

がん・乳がん検診35
令和4年2/28㈪まで　※受診期間終

了間際には受診できない場合もあるので、
早めの受診を　 市内実施医療機関（郵
送したがん検診手帳参照）　 7月下旬
に、対象者へクーポン券とがん検診手帳
を郵送済み　※乳がん検診は集団検診も
選択可。要申し込み。詳しくは、8面参
照　 市内在住の次の年齢の女性　子宮
頸がん…20歳（平成12年4/2～平成13
年4/1生まれ）　乳がん…40歳（昭和55
年4/2～昭和56年4/1生まれ）　 クー
ポン券、保険証　 春日部市保健センター
（☎ 736-6778）

令和3年度（後期）歯周病検診36

令和4年1/31㈪まで　 市内実施歯
科医療機関（ゴミニケーション・健康情報
カレンダー39ページ～42ページ、または
市WEB参照）　 10/1㈮～令和4年4/1
㈮に40歳・50歳・60歳になる市内在住
者（要予約）　 500円　自己負担金免除
対象者（受診時に必要な物）…生活保護
受給者（受給証）、市民税非課税世帯に属
する人（無料券　※受診日までに申請を）　

9月下旬に対象者宛て郵送した検診通
知書と保険証など本人確認ができるもの　

春日部市保健センター（☎ 736-6778）
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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（利用者用電子証明書）を設定したマイナンバーカードを使用して、住民票や印鑑証明書などを

全国所定のコンビニエンスストアで取得できます。窓口での交付より早く、安く取得できるので、ぜひ利用してください。
問い合わせ／
市民課（内線2898）



 保　健
高齢者インフルエンザ
定期予防接種37

10/1㈮～令和4年1/31㈪　 市内実
施医療機関（ゴミニケーション・健康情報
カレンダー39ページ～42ページ、また
は市WEB参照）　 市内在住で次のいず
れかに該当する人　▶65歳以上　▶60
歳～65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・
免疫不全などで身体障害者手帳1級相当
の人（身体障害者手帳、または診断書を医
療機関に掲示）　 自己負担金1,500円
（年度内1回）　自己負担金免除対象者（接
種時必要なもの）…生活保護受給者（受給
証）、中国残留邦人等支援給付受給者（本
人確認証）　 保険証　 接種前に各実
施医療機関へ　※市外で接種する人は接
種前に健康課（内7514）へ問い合わせ（予
診票を配付）の上、埼玉県住所地外相互乗
り入れ期間（10/20㈬～令和4年1/31㈪）
に接種を。春日部市予防接種等助成金制
度を利用する人は、接種前に別途、健康
課などに申請が必要

初回献血
＋ラブラッド登録キャンペーン38

11/30㈫ ま
で　 県内の
献血ルーム、県
内を巡行する献
血バス　※献血
バスの日程は
市 WEB で　
初めて献血する人が献血
Web会員サービス「ラブ
ラッド」に登録すると、埼
玉県限定の記念品を贈呈　

健康課（内7513）
からだ革命!すっきりヨガクラス 
「女性のヘルスアップ」39

11/26㈮　9:30～11:30　 春日部
市保健センター　 健康講話と椅子を
使ったヨガ　  20歳～59歳の市内在
住の女性　20人（申し込み順。妊婦を除
く）　※年度内の回数制限有り　 飲み
物、汗拭きタオル、筆記用具　 100円　

10/26㈫から、電話で同センター（☎ 
736-6778）へ

健康長寿サポーター養成講習40
11/2㈫・4㈭　13:30～14:30　

春日部市保健センター　 健康づくりに
役立つ講話　 18歳以上の市内在住者　
各20人（申し込み順）　 筆記用具　
10/6㈬から、電話で同センター（☎ 736-
6778）へ

健康長寿サポーター養成講習
応用編41

11/18㈭　13:30～16:30　 春日部

市保健センター　 健診結果の見方の話、
生活習慣病とフレイル予防の話、運動指
導（ロコモ・フレイル予防から体の使い方）　

健康長寿サポーター養成講習を修了し
た人で、自身・周囲の人の健康づくりに
ついて学びを深めたい人（申し込み順。妊
婦を除く）　 40円　 健康診断の結果
（ある人のみ）、飲み物、汗拭きタオル、筆
記用具　 10/6㈬から、電話で同セン
ター（☎ 736-6778）へ

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動42
10/1㈮～11/30㈫　 薬物乱用は健

康を害し、自分の人生だけでなく家族な
ど周りの人たちの人生までも狂わせてし
まい大変危険。特に大麻は「体に害がない」
などの誤った情報で若者を中心に乱用が
増加。薬物の誘いは、きっぱりはっきり
断る。薬物乱用は1回でも「ダメ。ゼッタ
イ。」。正しい知識を身に付け、薬物乱用
の根絶を。薬物で困っている人は相談を　

春日部保健所（☎ 737-2133）、県薬務
課（☎ 830-3633）

趣味・教養
秋の音楽鑑賞会
「石

いしかわりゅういち

川隆一　J
ジ ャ ズ

AZZ L
ラ イ ブ

IVE！！」43
11/6㈯　14:00～16:00（開場13:30）　
中央公民館　 春日部市出身のベー

ス奏者、石川 隆一
氏とその仲間たち
によるジャズライ
ブ　 175人　
10/9㈯ の8:30か
ら、同館（☎ 752-
3080）で整理券を
配布（1人2枚ま
で）。当日は先着
順で入場

ブックリサイクル用の
図書・雑誌募集44

10/9㈯～17㈰　 中央・武里・庄和
図書館　 家庭で不要になった本や雑誌
を受け付け（百科事典・漫画などは不可。
返却不可）　 直接各館へ　 中央図書
館（☎ 761-5911）、武里図書館（☎ 737-
7625）、庄和図書館（☎ 718-0200）

市民パソコンセミナー
基本操作・パソコン入門編45

コース とき
A

11/10㈬
9:30～12:00

B 13:30～16:00

C
11/11㈭

9:30～12:00

D 13:30～16:00

教育センター　 キーボード・マウス
操作、W

ウ ィ ン ド ウ ズ
indowsの入門、文書作成ソフト

W
ワ ー ド
ord2019の基礎　 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）　 10/8㈮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

市民パソコンセミナー
はがき作成編46

コース とき
A 11/17㈬

9:30～16:00
B 11/18㈭

教育センター　 Word2019を使っ
た絵入りはがき（年賀状）の文面作成、宛
名作成　 マウス操作と日本語入力がで
きる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）　 10/8㈮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

遊学1日体験教室47
生涯学習人材情報登録者が講師となる

入門者向けの講座
共通事項

特に記載がない場合は、教育センター　
特に記載がない場合は、20歳以上の市

内在住・在勤・在学者（申し込み順）　
筆記用具　 10/12㈫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
①頑張る自分を癒やす方法　 11/6㈯　
13:30～15:30　 15人　 色鉛筆　
100円
②健康体操～心も体もかろやかに～　
11/6㈯　13:30～15:30　 正風館　
おおむね65歳以上　15人　 バスタオ
ル、浴用タオル、動きやすい服装、運動靴、
飲み物
③漢詞、論語、中国（和書含む）古典全般の
講話　 11/13㈯　13:30～15:30　
20人　 100円
④わくわく科学体験教室　 11/14㈰　
13:30～15:30　 15人　 作品持ち
帰り用の袋　 200円
⑤美文字を書こう　 11/20㈯　13:30
～15:30　 15人　 100円　 鉛筆
（2Bまたは3B）、細字用サインペン（ボー
ルペン不可）
⑥安

やすぎぶし
来節だよアラエッサッサー♪　

11/21㈰　13:30～15:30　 15人　
動きやすい服装、タオル、飲み物
⑦気軽に茶道体験しませんか!　 11/27
㈯　13:30～15:30　 10人　 数

す き や
寄屋

袋（ある人）　 500円
⑧遺言、相続、成年後見の基礎知識　

11/28㈰　13:30～15:30　 30人　
500円
⑨折り紙教室（いろいろなものを折ろう）　

11/28㈰　13:30～15:30　 15人　
はさみ　 50円

郷土資料館小学校地域学習展
（第38回）「くらしのうつりかわり
―なつかしのくらしの道具展」

48

10/5㈫～令和4年2/27㈰　 郷土資
料館　 昔の道具を展示し、少し昔の生
活の様子を紹介。小学校3年生の社会科
学習に対応。大人も楽しめる　 同館（☎ 
763-2455）

郷土資料館「体験ワークショップ
蓄音機で音楽を聴いて
昔のおもちゃを作ってみよう」

49

10/17㈰　10:30～、14:00～　 郷
土資料館　 蓄音機でレコードを聴いた
り（10分程度）、簡単なおもちゃを作りな
がら遊ぶ　 幼児～小学生（保護者同伴
も可）　 同館（☎ 763-2455）

定期観光案内　粕壁宿史跡巡り
（郷土資料館コース）50

10/21㈭　10:00～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 郷土資料館
見学、往時の主要スポット（東陽寺、東八
幡神社、薬草園跡、碇

いかり
神社、道

みちしるべ
標、商家

の蔵、古利根公園橋）を巡る　 10人（申
し込み順）　 10/5㈫の9:30から電話で
ぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

かすかべ探訪
～粕壁宿からめがね橋へ～51

10/30㈯　9:30～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 10人（申し
込み順）　 10/6㈬の9:30から電話で同
施設（☎ 752-9090）へ

▲ラブラッド
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リサイクル推進課（内線7735）



スポーツ団体に加盟し、令和3年1月～
12月に開催されたスポーツの国際大会で
8位以内、全国大会で3位以内、関東大
会で優勝・準優勝、県大会で優勝のいず
れかの成績を収めた個人または団体　
12/3㈮までに推薦書を直接、教育セン
ター1階スポーツ推進課（☎ 763-2446）
へ　※推薦用紙は同課または市WEBで。
選考結果は後日通知
表彰式… 令和4年2/19㈯　10:00～　

中央公民館

健康づくりのつどい57

とき ところ 内容

10/16㈯

内牧小 フ

豊春小 フ・ビ・大縄

武里小 フ

中野小 フ・ビ・さ

10/30㈯
内牧小 フ

中野小 フ・ビ・さ

※フ…フラバレーボール　ビ…ビーチ
ボールバレー　さ…さいかつぼーる

19:00～20:30（豊春小は17:00～
18:30）　 市発祥のフラバレ―ボール（お
にぎり型の軟らかいボールを使ったバレー
ボール形式のニュースポーツ）の他、子ど
もから高齢者まで誰でも楽しめる軽スポー
ツ・ニュースポーツの実技指導。スポーツ

推進委員が講師　※かすかべ健康マイレー
ジスタンプカード対象事業　 小学4年生
以上の市内在住・在勤・在学者　40人（先
着順。小学生は保護者同伴）　 100円（武
里小のみ）　 運動のできる服装、体育館
履き、タオル、飲み物　 不要。当日会
場へ　 スポーツ推進課（☎ 763-2446）

健康エアロビクス
&いろいろエクササイズ教室58

11/4～12/2の毎週㈭（全5回）　10:00
～12:00　 庄和体育館　 エアロビク
スをはじめとしたさまざまなエクササイズ　
※かすかべ健康マイレージスタンプカード
対象事業　 18歳以上の市内在住・在勤・
在学者　40人（申し込み順）　 500円　

運動のできる服装、体育館履き、タオ
ル、飲み物、バスタオルまたはヨガマット　

10/7㈭の9:00から電話でスポーツ推進
課（☎ 763-2446）へ

市民体育祭
芋ほりサイクリング59

11/3㈷　8:30～　※予備日11/7㈰　
市役所前（集合）　 内牧サイクリン

グロード～折原果樹園で芋掘り　 小
学5年生以上の市内在住・在勤・在学者　
30人（申し込み順）　 500円（当日）　

昼食、飲み物、シャベル、軍手、タオ
ル　 10/27㈬までに市サイクリング連
盟 松

ま つ い
井 節

せ つ こ
子（☎ 735-7267）へ

市民体育祭
秋季ソフトボール大会60

11/21㈰・28㈰　9:00～16:00　※
予備日12/5㈰　 谷原中西側グラウン
ド他　 40チームによるトーナメント戦
（実績を考慮したクラス分け）　 一般男
子　1チーム10人～25人（申し込み順）　

2千円（当日）　 10/29㈮までに電話、
またはファックスでチーム名・代表者の
住所・氏名・電話番号を市ソフトボール
協会 荒

あらかわ
川 寿

す み お
夫（☎ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 735-3372）へ

定期観光案内
紅葉の最勝院から粕壁宿52

11/17㈬　10:00～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 成就院、最
勝院から日光街道の主要スポット（上

かみきぞう
喜蔵

河
か し
岸、永嶋庄兵衛商店、丸八商店、山中

千手観音堂、神明神社）を巡る　 10人
（申し込み順）　 10/7㈭の9:30から電
話でぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

かすかべ探訪
～須

す が よ し ろ う

賀芳郎先生の歴史講演会～53
11/4㈭　10:00～12:00　 教育セ

ンター　 かすかべの歴史余話　 15
人（申し込み順）　 100円　 10/8㈮
の9:30から電話でぷらっとかすかべ（☎ 
752-9090）へ

かすかべ探訪
～文化財マップ講座～54

11/17㈬　10:00～12:00　 教育セ
ンター　 粕壁編　 15人（申し込み順）　 

100円　 10/9㈯の9:30から電話で
ぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

県立大学公開講座 精神障害者家族
による家族自身のリカバリートーク55

10/30㈯　13:00～15:30　 オン
ライン（Z

ズ ー ム
oom）　 統合失調症・摂食

障害・パーソナリティ障害の家族会会員
が、困難を抱えながらも自身のリカバリー
人生体験を発表　 50人（申し込み順）　

千円　 10/16㈯まで
に応募フォームへ　※結果
は応募者全員に通知　
県立大学地域産学連携セン
ター（☎ 048-973-4114） 

スポ・レク

春日部市スポーツ賞の推薦56
市内在住・在勤・在学者、または市の

▲応募フォーム

地域巡回スポーツ教室61
共通事項… 市内在住・在勤・在学者（小学生以下は保護者同伴）　 運動のできる服装、体育館履き、タオル、飲み物　 不要。当日会場へ　 スポーツ推進課（☎ 763-2446）
地区 教室名 とき（全て㈯　※内牧地区のみ㈰） ところ 内容 対象

粕壁 オリンピック・パラリンピック応援スポーツ教室 10/16・30、11/6・13　19:00～20:30 上沖小学校 走り方教室、車いすバスケ、ボッチャ

30人

内牧 スローピッチソフトボール教室 10/17・31　13:30～15:30 内牧小学校（校庭） スローピッチソフトボール

豊春 楽しい軽スポーツ教室 令和4年1/15・29、2/12・26　17:00～18:30 豊春小学校 フラバレーボール、卓球他

武里 地域巡回スポーツ教室 10/23・30、11/6・13　19:00～21:00 武里小学校 スマイルボウリング、室内ペタンク、ソフトテニス、
フラバレーボール

幸松 楽しくスポーツ
11/6・13・20　19:00～21:00 小渕小学校 フラバレーボール、ファミリーバドミントン

12/4　10:00～12:00 幸松地区公民館 ドッヂビー 小学生　30人

豊野 三世代スポーツ 10/23・30、11/6・13　19:00～20:30 藤塚小学校 フラバレーボール、ビーチボールバレー、
さいかつぼーる、卓球、卓球バレー 30人

庄和 楽しくフラバレーボール教室 11/13・20・27、12/4　19:00～20:30 中野小学校 フラバレーボール、さいかつぼーる 小学4年生以上　40人

※かすかべ健康マイレージスタンプカード対象事業

「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。

「マチイロ」

　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
で読める。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
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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
（電話相談のみ）

㈪～㈮　9:00～12:00、13:00～16:30　※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
の電話相談のみ）

市 ㈭　13:20～16:25　
市民相談室（内2855）へ 庄

10/13㈬・27㈬、11/10㈬・24
㈬　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
10/20㈬、11/17㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
10/6㈬、11/4㈭　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
電話相談のみ）

市
10/18㈪、11/15㈪　13:00

～16:00
市民相談室（内2855）

庄
10/20㈬、11/17㈬　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 11/2㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
10/25㈪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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口相談は当面中止。再開
までの間、法務局の電話相談の利用を　 ㈪～㈮　8:30～17:15　

法務局専用ダイヤル（☎0570-003-110）
税務相談　
電話相談のみ（予約制）

10/11㈪、11/8㈪　10:00～12:00、13:00～15:00（相談時間
30分）　 前週㈭までに、市民税課（内2314）へ

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
電話相談のみ）

10/6㈬、11/10㈬　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
電話相談のみ）

10/19㈫、11/16㈫　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
電話相談のみ）

10/26㈫、11/30㈫　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）

10・11月の毎週㈫㈬　10:00～16:00（相談時間45分）　※11/3
㈷は11/5㈮、11/23㈷は11/22㈪に振り替え　 ㈫・11/22㈪…東
部地域振興センター、㈬・11/5㈮…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）

㈪～㈮　10:00～17:00
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㈰　10:00～17:00　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）、こども相談課（内2766）

㈮　10:00～17:00　※10/15㈮を除く　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-9140）、こども相談課（内2766）

㈪　10:00～17:00　※10/18㈪を除く　 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　 ふれあいキューブ6階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、栄養士による
健康相談、血圧測定 

①10/12㈫　10:30～13:30　②10/13㈬　11:00～14:00　③
10/21㈭　10:30～13:30　 ①豊春地区公民館　②武里大枝公民館　
③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
10/7㈭・21㈭・28㈭　
ふれあいキューブ6階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

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

手編み教室
11/2・16・30、12/7全て㈫　

13:30～16:00（全4回）　 庄和
社会福祉センター　 10人　
7千円　 10/1㈮～20㈬に電話
で五

い が ら し

十嵐（☎746-1499）へ
ターゲットバードゴルフ秋の体験
教室～春日部市ターゲットバード
ゴルフ協会

10/16㈯・17㈰、11/6㈯・
7㈰　9:00～11:30　 ウイング・
ハット春日部西側ターゲットバード
ゴルフコース　 市内在住・在勤

者（高齢者・女性歓迎）　各日10人　
各前日までに電話、またはメール

で原
はら

（☎090-4601-1936、
hiroyuki.hara.1954@gmail.
com）へ

書道研究　蒼
そうきゅう

穹会書作展
10/5㈫～10㈰　10:00～

18:00（5日は14:00から、10日は
17:00まで）　 ふれあいキュー
ブ　 漢字・仮名・篆

てんこく

刻・陶芸・学
生の書の展示、特別コーナー（草花
の名前を書く）　 川

かわかみ

上（☎746-
0657）

四季彩スケッチクラブ水彩画展
10/8㈮～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）
春日部工芸協会展
10/13㈬～16㈯　10:00～

17:00（13日は13:00から、16日は
15:00まで）　 ふれあいキューブ　

手工芸15部門の展示　 根
ね も と

本
（☎735-2730）
春日部マンドリンアンサンブル
定期演奏会
11/3㈷　13:30～15:30（13:00

開場）　 市民文化会館　 マ

ンドリン合奏による演奏会　
成人　750人　 最

も が み

上（☎090-
2669-6515、 mandoline.
kasukabe@gmail.
com）

春日部中央囲碁将棋クラブ
毎週㈪　12:30～17:00　

内谷区画整理記念館　 中高年　
阿
あ べ

部（☎080-3484-4966）
武里日本語教室
毎週㈰　10:30～12:30　

武里大枝公民館　 地域在住外

国人の日本語習得をサポート　
日本人ボランティア　 仙

せ ん ぶ

部（☎
070-6945-6873）
どじょっ子の会

毎月第1・第3㈬　10:00～
12:00　 武里地区公民館他　
ドジョウすくい踊り　 松

まつもと

本（☎
735-8451）
春日部ポールd

デ

eウオークを楽しむ会
随時（午前中または夕方）　

武里団地周辺　 2本の杖を
持って歩くポールウオーキング　
市内在住者　 青

あおやぎ

柳（☎793-
4189）

参加しませんか

お越しください
仲間になりませんか

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

最新情報（団体WEBWEBWEBWEB ）▶
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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）



　今月は、『新編　図録　春日部の歴史』の中から、「国
くにざかい

境の春日部」と「郷
ごうそん

村のくらし」について紹介します（図
録46ページ～59ページ）。
　南北朝や室町時代の古文書では、市内には武

むさしの

蔵国
くに

太
おおたのしょう

田庄花
はなづみ

積郷
ごう

と下
しもうさ

総国
のくに

下
しもこうべのしょう

河辺庄春
か す か べ

日部郷
ごう

の二つの地名が
確認できます。このことから、花積郷と春日部郷の間に流れる古隅田川が、中世には武蔵と下総の国境となっ
ていたと考えられます。古隅田川を境に、西側（現在の内牧地区と豊春地区の一部）には太田庄、それ以外
の市域の大部分には下河辺庄という荘

しょうえん

園（貴族や社寺などの私有地）がありました。
　「郷」とは、もともとは古代の行政単位でしたが、中世では郷村とも
いわれ、集落を表します。市内には、右図のとおり古隅田川の自然堤
防上に春日部郷が、台地には、①宝珠花郷、②金野井郷、③花積郷、
④内牧郷などがあり、古来から人々の生活拠点となっていました。
　春日部郷には鎌倉武士ゆかりの八幡神社、金野井郷には郷の鎮

ちんじゅ

守と
される香取神社の古社が現存しています。
　これらの中世の郷村名は、現代でも地名として残り、江戸時代の大
開発以前の様子を私たちに想像させてくれます。
　ぜひ、市域の中世の様子を学んでみてはいかがですか。

問い合わせ／文化財保護課（内線4834）

市史のささやき 第13話

10・11月の
◎ 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

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

11
／
3
（祝）

内科系 春日部嬉泉病院（中央1-53-16）
☎736-0111 内、循、透析

飛鳥薬局
春日部店

☎812-7641
みき薬局

☎763-1325

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
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

11
／
7
（日）

内科系 春日部内科クリニック（備後東1-22-32）
☎738-6161 内 共創未来

一の割薬局
☎737-5352
アイビー薬局

大枝店
☎733-2414

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 彩都レディースクリニック（大枝366）
☎731-1103 産、婦、小

11
／
14
（日）

内科系 春日部さくら病院（金崎702-1）
☎746-7071 内

薬樹薬局
庄和

☎746-9772
小児科系 安達医院（栄町3-287）

☎761-6398 内、小

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

11
／
21
（日）

内科系 三須医院（粕壁東1-11-12）
☎752-2200 眼、整、外、内、皮、胃 さくら薬局

春日部駅前店
☎760-1618
薬局キューピー・
ファーマシー
☎793-7848

小児科系 豊春内科小児科クリニック（上蛭田681）
☎760-2300 内、小

外科系 かすかべ整形（粕壁東2-1-35）
760-2551

整、リハビリ、
リウマチ

11
／
23
（祝）

内科系 桑島内科医院（大枝315）
☎735-0001 内 アイビー薬局

大枝店
☎733-2414
やはら薬局

☎795-6437
ひので薬局
☎746-0811

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 渡辺整形外科医院（西金野井309-12）
☎746-0007

整、リハビリ、
リウマチ

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

10
／
3
（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
薬局たんぽぽ
☎733-1411

小児科系 一ノ割クリニック（備後東1-28-22）
☎731-1771

整、リウマチ、
リハビリ、外、

小、
アレルギー

外科系 原田皮膚科医院（大衾307-28）
☎746-7770 皮

10
／
10
（日）

内科系 ふじクリニック（中央1-8-13）
☎754-5331 内、消、小 ウエルシア薬局

春日部西口店
☎753-1771
ポピー薬局
牛島店

☎762-0760

小児科系
ますだ春日部クリニック

（中央4-8-12 AYAKAビル1階）
☎606-3101

呼内、内、
アレルギー、小

外科系 山﨑整形外科（牛島1081-3）
☎763-5011

整、リハビリ、
リウマチ

10
／
17
（日）

内科系 東都春日部病院（大畑652-7）
☎739-2000 内

こはる薬局
☎872-6081小児科系

春日部在宅診療所ウエルネス
（内牧3701-1 エミナース春日部1階）

☎792-0772
内、小、

緩和ケア内

外科系 東都春日部病院（大畑652-7）
☎739-2000 外

10
／
24
（日）

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
わかば薬局
春日部店

☎797-8620

小児科系 あゆみクリニック（大枝400-4）
☎731-3283

内、循、
アレルギー、
小、リハビリ

外科系 内牧クリニック（内牧3149）
☎755-2118 外、消内

10
／
31
（日）

内科系 山本内科医院（牛島956-1）
☎755-7500 内、循

ポピー薬局
牛島店

☎762-0760
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 小笠原医院（新宿新田319-2）
☎746-0088 胃、外、内

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）
 音声ガイダンスに従ってください。
※ 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
●「埼玉県AI救急相談」で検索

※ 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

▲西金野井香取神社本殿（県指定文化財） ▲武蔵国と下総国の国境（推定）

古隅田川

春日部 下総国
下河辺庄

武蔵国
太田庄

①

②

③

④
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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）



ワクチン接種　関連情報　掲示板
※9/21時点の情報のため、今後変更となる場合があります。最新の情報は市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

問い合わせ／新型コロナウイルスワクチン接種担当（内線3675）

▶12歳の誕生日の前日から接種できます
▶接種時の持ち物…クーポン券、記入済み
の予診票、母子健康手帳（紛失の場合は上
記問い合わせ先へ）、子どもの本人確認書類
12歳～15歳の人
▶保護者（親権者（父・母）、または後見人）
の同伴が必要　▶保護者が同伴できない場
合は、親族（祖父母、20歳以上の兄妹など）
の同伴で接種可能。同伴者は保護者からの
委任状（市WEBWEBWEBWEBからダウンロード）の提出
が必要
16・17歳、18歳で高校生の人
▶保護者の同伴は必須ではないが、予診票
に保護者の緊急連絡先の記入が必要
※ 18歳で高校生以外の人は、本人の連絡

先を記入
　詳しくは、9月上旬に対象家庭に発送し
た接種案内ハガキをご覧ください。ハガキ
を持参しただけでは接種はできませんの
で、必ず、別途、接種予約をしてください。

　接種を受ける前は、副反応
や体への影響が心配でした。
それでも、コロナに感染して
重症化することの方が怖かっ
たので接種しました。
　受けてみたら接種自体すぐ
に終わって、副反応もほとん
どなかったので、深く考えす
ぎていたのだなと思いました。

※ 市内医療機関での個別接種も実施しています。対象
の医療機関は市WEBWEBWEBWEBに掲載中

　9/11・12に、妊婦とそのパートナーを対象
とした新型コロナワクチン優先接種を実施し、
2日間で287人が接種しました。
接種したご夫婦の声

「以前は接種する気持ちは
あまりなかったのですが、
他市の妊婦さんの例を知
り、接種しようと思いま
した」「早めに接種したい
と思っていたので、市の取り組みを知り予約し
ました。一緒に接種できて、ひと安心しました」
市ではこれまでに
■  アレルギーなどでファイザー社製ワクチン
を接種できない人に向けた、アストラゼネカ
社製ワクチンの特別接種

■  エッセンシャルワーカーや基礎疾患を有す
る人などへの優先接種

に取り組んできました。

20代　社会人

10月は次の四つの集団接種会場で
平日も接種実施

12歳～18歳のワクチン接種

　個別接種を行う一部医療機関では、子ども
の接種を行う際、年齢制限を設けています。
　医療機関の個別接種で子どもの接種予約
を行う際は、予約システムの説明文にある
医療機関の年齢要件をよく確認の上、予約
してください。
　なお、集団接種予約には年齢制限はあり
ません。

18歳以下の人は、接種予約の際に注意を!

若い世代の人に、ワクチン接種について聞きました

接種会場 実施日

イオンモール春日部、
谷中小記念館 毎日

消防本部 24㈰を除く毎日

市民体育館 5㈫・6㈬・24㈰を除く毎日

現在、ワクチン接種対象となっている
12歳以上の全ての市民が接種予約可能です

市では、11月末までに、希望者全員の接種完了を目指しています。
早めの接種予約をお願いします。

ワクチンの優先接種・特別接種

　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。

新型コロナウイルスワクチン　
予防接種済証は大切に保管してください
　ワクチン接種した事実を証明するものです。
接種を受けた際に、郵送されたクーポン券に
接種を受けた日付・場所と接種したワクチン
の情報などが記載され、証明書として渡され
ます。接種後も大切に保管してください。

春日部市の接種状況（9/21現在）

全接種対象者（12歳以上）2回接種　50.4%

全接種対象者（12歳以上）1回接種　67.0%

高齢者　2回接種　90.1%
※ 高齢者は約90％が接種済みなので、感染者数も大変
少なくなっています

　9/8から、39歳以下の全ての皆さんへワ
クチン接種の予約を開始しました。市内で
は、新規感染者数は減っていますが、感染
者の多くは20代～40代の若い世代が占め
ています。
　若い人たちは副
反応への不安で接
種をためらう人も
いると思います
が、正しい情報を
知って早めの接種
の検討をお願いし
ます。

若い世代への接種も進んでいます

　初めは受ける気は無
かったのですが、10代・
20代の感染者が多くなっ
てきたのをテレビで見
て、接種を受けた方が良
いと思い、予約しました。
　重症化予防を考える
と、ワクチン接種は必
要だと思います。10代　受験生

市内の集団・個別接種会場でのワクチン接種の予約方法
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コールセンター
　（8:30～17:15）

☎0570-030-630
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県内年代別感染者状況（9/7～13　7日間合計）

みんなで考えよう・行動しよう
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春日部市の世帯数と人口（9/1現在）　
●世帯数　109,368世帯　　●人口　233,151人（前月比17人減）　　男　115,665人　　女　117,486人

●ワクチン接種　関連情報　掲示板新型コロナウイルス関連情報
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