
 お知らせ
南桜井駅北口・南口ロータリー
まちなかイルミネーション01

令和4年1/22㈯まで　 庄和高校美
術部がデザイン、庄和商工会青年部が制作　
商工振興課（内7756）、庄和商工会（☎ 

746-0611）
年末調整や確定申告の
国民年金保険料に係る控除証明書02

国民年金保険料は、社会保険料控除の
対象。控除証明書は、1/1～9/30に納め
た人には11月上旬に送付済み。10/1～
12/31に今年初めて納めた人には令和4
年2月上旬に送付予定。詳しくは、日本年
金機構ねんきん加入者ダイヤル（☎ 0570-
003-004）へ　※050から始まる電話は☎ 
03-6630-2525へ　 市民課（内2893）、
春日部年金事務所（☎ 737-7112）

償却資産の申告は
令和4年1/31㈪まで03

償却資産（※）は固定資産税の課税対象。
令和4年1/1㈷現在の資産の種類・名称・
価格などを市へ申告を　※会社や個人で工
場、商店などを経営している人、駐車場や
アパートなどを貸しつけている人などが、
その事業のために用いる構築物（アスファ
ルト舗装など）、機械・装置（太陽光発電設
備など）、工具・器具・備品など　 市内
に償却資産を所有している人　 資産税
課（内2354）

教育センターの臨時休館04
12/11㈯　 設備点検作業のため　
学校総務課（☎ 763-2443）

庄和図書館の臨時休館05
12/16㈭　 館内整理のため　 同

館（☎ 718-0200）
12月は県内一斉の滞納整理強化月間
～ストップ!滞納～06

税は私たちが安心して暮らしていくた
めの貴重な財源。春日部市では約98パー
セントの人が期限内に自主的に納付。期
限内の納付が難しい人は収納管理課（内
2391）に早めに相談を
休日開庁での相談… 12/19㈰　8:30～
17:15　 収納管理課（入り口は東側裏）　
※証明書発行などは不可

12/1㈬～14㈫は
冬の交通事故防止運動07

飲酒運転の根絶および路上寝込みなど
による交通事故防止
飲酒運転は「しない、させない、ゆるさな
い」。飲酒運転（二日酔い運転を含む）が悪
質な犯罪であることの自覚を。路上で寝込
んでいる人などを発見したら速やかに110
番通報をし、警察官が到着するまでその場
で待機を
子どもと高齢者の交通事故防止
子どもや高齢者の近くではスピードを落と
す、距離をとるなどの思いやりのある運転
を。高齢者はゆとりを持った行動を
夕暮れ時と夜間の交通事故防止
運転者は16:00からライトを点灯。歩行者
や自転車運転者は反射材を身に着けて
自転車の交通事故防止
自転車損害保険などに加入を。子どもも大
人も乗車用ヘルメットの着用を　 交通
防犯課（内2825）

令和3・4年度建設工事請負等
競争入札参加資格審査申請08

市が発注する「建設工事」「設計・調査・
測量業務」「土木施設維持管理業務」の入札
などに参加するため　資格有効期間…令
和4年3/1㈫～令和5年3/31㈮　 新規
申請…県電子入札共同システムの「建設工
事」「設計・調査・測量業務」「土木施設維
持管理業務」に登録のない者　追加申請…
同システムの同業務のいずれかに登録して
いる者　 新規申請は12/1㈬～17㈮、
追加申請は12/1㈬～24㈮に郵送（消印有
効）で県入札審査課へ　 契約検査課（内
7658）

就職支援セミナー「変化にも慌てない!
w
ウ ィ ズ

ithコロナのキャリアを考えよう」09
12/15㈬　14:00～15:10（オンライン）
30人（申し込み順）　※雇用保険受給者

には受講証明書を発行　 12/13㈪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　※㈱パソ
ナが厚生労働省より受託運営　
ライム（☎ 752-5540）

店舗出店のキソを学ぶ創業塾10

10:00～14:30　 春日部商工会議所　
出店を伴う創業希望者（創業後5年未満

の人を含む）　各20人（申し込み順）　
電話で商工振興課（内7755）へ

特定（産業別）最低賃金の改正11
12/1から特定（産業別）最低賃金の時

間額が改正。非鉄金属製造業は974円、電
子部品等製造業は981円、輸送用機械器具
製造業は990円、光学機械器具等製造業は
990円、自動車小売業は988円　 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）

正社員就職への支援
募集説明会12

1/19㈬　13:30～14:30　 市民文
化会館　 1カ月の研修セミナーと個別
カウンセリングで一人一人に合った企業
への就職をサポートする事業　 35歳～
55歳の離職・非正規雇用の人など（応募
要件有り）　 WEB、または電話でキャ
リアバンク㈱（☎ 711-2209）へ

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～13

12/22㈬　14:00～15:00　 正風館　
就活プランの立て方　 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　 12/20㈪
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

スキルアップ講習
A
オ ー ト キ ャ ド

utoCAD基礎14
令和4年2/12㈯・19㈯　9 :00 ～

16:00　 県立春日部高等技術専門校　
W
ウ ィ ン ド ウ ズ
indowsの操作ができ、CADを用い

た図面作成の基礎を学ぼうとする人　20
人　 2千円（テキスト代別）　 令和4
年1/1㈷～10㈷に、往復はがきで〒344-
0036 下大増新田61-1 同校（☎ 737-
3511）、または同校WEBへ

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程15

12/3㈮～7㈫・10㈮～13㈪・17㈮
～22㈬・28㈫～31㈮　 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4年度4/1採用保育士・看護師
（フルタイム会計年度任用職員）16

保育士または看護師の有資格者（書
類・面接・作文による選考）　 12/1㈬
～令和4年1/14㈮。詳しくは保育課（内
2591）へ　※応募書類は市役所1階同課、
または市WEBで配布

市立看護専門学校の学生17
試験…令和4年1/8㈯（1次）・14㈮（2

次）　 市立看護専門学校　 令和4年度
の入学希望者　15人程度　 受験料…1
万円　 12/7㈫まで　※受験案内・募集
要項などの希望者は同校（☎ 763-4311）
へ問い合わせを

令和4年度さわやか相談員18
市内の中・義務教育学校で、子どもた

ちの悩みや相談などに応える　 学校教
育に理解があり、相談に親身に応じるこ
とができる平成12年4/1以前生まれの人　
12/2㈭～24㈮の10:00～17:00に直

接、教育センター2階教育相談センターへ　
指導課（☎ 763-2220）

生涯学習市民推進員19
任期…2年（令和4年4/1㈮～令和6年

3/31㈰）　 生涯学習事業の企画・運営
および啓発、生涯学習交流紙の取材・編集
など　 次の条件を全て満たす人　8人以
内　①市内在住・在勤・在学、または市内
で活動する団体に所属　②満18歳以上（令
和4年4/1現在）　③生涯学習に関心があ
り、意欲的に活動できる　④国または地方
公共団体の議員でない　⑤市の審議会など
の公募による委員でない　 12/8㈬～令
和4年1/19㈬（必着）に応募用紙と課題作
文を直接、郵送、ファックス、またはメー
ルで〒344-0062 粕壁東3-2-15 教育セン
ター3階視聴覚センター（☎ 763-2425、
FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 763-2219、 s-kyoiku@city.
kasukabe.lg.jp）へ　※応募用紙は、教育
センター3階視聴覚センター・1階学習情
報サロン、市役所別館1階市政情報室、庄
和総合支所2階市政情報室、ハーモニー春
日部、ぽぽら春日部、各公民館、市WEBで。
選考結果は本人に通知し、応募書類は返却
しない

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。

とき 内容
令和4年
1/17㈪

創業者の起業体験談と
出店に当たっての心構え

令和4年
1/24㈪

ビジネスプランの作成
（事業計画・財務計画）

令和4年
2/18㈮

店舗の作り方
（お店のデザインなど）

令和4年
2/25㈮

物件選びのポイントと
貸店舗・営業店舗見学

2021年12月号 No.196 かすかべ情報10

12/27㈪納期限の市税など ●固定資産税・都市計画税の第3期　●国民健康保険税（普通徴収）の第6期
●介護保険料（普通徴収）の第5期　●後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第6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）

※去年の様子



令和4年2月からの交通指導員20

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　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　
20歳以上の人　各学区1人（選考）　※

謝金・制服貸与有り　 12/17㈮までに
電話で交通防犯課（内2825）へ

 福　祉

オレンジカフェ（認知症カフェ）21

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）

認知症サポーター養成講座22

12/17㈮　14:00～　 介護老人保
健施設みどり（上大増新田168）　 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ためのサポー
ターを養成　 電話で武里病院（☎ 733-
5111）へ　 介護保険課（内7575）

すまいるケア教室
（家族介護教室）23
1/22㈯　14:00～15:30　 武里地

区公民館　 知っておきたい! ～生活介護
のポイント～　 在宅介護をしている人、
在宅介護に関心がある人　20人（申し込み
順）　 電話で介護保険課（内7575）へ

かすかべ遊学フェスティバル参加事業
介護予防講演会
「高齢期の栄養について」

24

12/16㈭　13:30～15:30　 大池
憩いの家　 管理栄養士による講話　
おおむね65歳以上の市内在住者　20人
（申し込み順）　 電話で介護保険課（内
7575）へ

春日部そらまめ体操ボランティア
指導者（そらまメイト）養成講座25

令和4年1/25、2/1・8・15・22（全
て㈫）　13:30～16:30（全5回）　 あ
しすと春日部　 市独自の介護予防体操
「春日部そらまめ体操」の指導者（そらま
メイト）養成のための講義と実技　 次
の全てに該当する市内在住者　15人（申
し込み順）　▶全日程に参加　▶定期的な
普及活動　▶年1回の技術講習会の参加　
150円　 筆記用具、運動のできる服

装、参加申込書　 令和4年1/7㈮まで
に電話で介護保険課（内7573）へ

元気アップ教室
楽しみながら介護予防26

①12/9㈭　②令和4年1/7㈮　10:00
～11:30　 ①大池憩いの家　②正風館　
笑顔で ! 心の健康づくり　 おおむね

65歳以上の市内在住者　各30人（先着
順）　 30円　 動きやすい服装、飲み
物、タオル、上履き（②のみ。スリッパ不可）　
不要。団体での参加の場合は人数を高

齢者支援課（内7456）へ

健康づくりいきいき運動研修会27

12/14㈫　10:00～12:00　 豊野
地区公民館　 ストレッチ、楽しいリズ
ムダンス、筋肉運動など　 おおむね60
歳以上の市内在住者　30人　 動きやす
い服装、上履き（スリッパ不可）、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

シルバー人材センター入会説明会28
12/17㈮、令和4年1/21㈮、2/18㈮　
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

乳幼児応急手当講習会29
令和4年1/7㈮　14:00～15:30　

春日部市保健センター　 心肺蘇生法、
AEDの使い方、気道異物除去、家庭で起
こりやすい事故とその予防法　 未就
学児の保護者、または未就学児を預かる
ことがある市内在住者　10人（申し込み
順）　※託児有り（要相談）　 筆記用具
12/7㈫から直接、または電話でこど

も相談課（内2769）へ
風しん抗体検査・
定期予防接種第5期30

昭和37年4/2～昭和54年4/1生まれ
の男性にクーポン券送付済み。クーポン
券有効期限は令和4年3/31㈭。転入など
でクーポン券がない人は連絡を　 健康
課（内7515）　※詳しくはクーポン券の
同封物、または市WEBで

冬に流行する感染症の予防31

インフルエンザ
①予防接種を受ける（令和4年1/31㈪ま
で、65歳以上の人などを対象に定期予防
接種を実施中。詳しくは市WEBで）　②
小まめな手洗い　③せきエチケット（せき
やくしゃみの際はハンカチなどで口・鼻
を覆う）　④マスク着用　⑤室内は適度な
換気・加湿　⑥バランスの取れた食事、
適度な休息
感染性胃腸炎
①食事前やトイレの後は手を洗う　②加
熱調理は中心部まで十分に火を通す　③
おう吐物などの片付けはマスクや使い捨
て手袋を着用し、塩素系の薬剤で消毒
乳幼児のRSウイルス感染症、幼児・小学
生のマイコプラズマ肺炎は、インフルエ
ンザと同様の予防を
健康課（内7514）

からだ革命!お手軽クラス 
（ベジチェック・体幹トレーニング）32

令和4年1/13㈭　9:30～11:30　
春日部市保健センター　 健康講話、野
菜摂取レベルチェック、下半身の体幹ト
レーニング　 20歳～64歳の市内在住
者　20人（申し込み順）　 飲み物、タ
オル、バスタオル、筆記用具　 100

円　 12/14㈫から電話で同センター（☎ 
736-6778）へ

からだ革命!すっきりヨガクラス33
令和4年1/29㈯　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）　※1人年度内3回まで　 飲み
物、タオル、筆記用具　 100円　
12/20㈪から電話で同センター（☎ 736-
6778）へ

ノルディックウォーキング教室34

令和4年1/28㈮　9:30～11:30（受
け付け9:15～）　 中央公民館　 ノル
ディックウオーキングの実技、健康に関
する講座　 40歳～74歳の市国民健康
保険加入者　20人（申し込み順）　 50
円　 運動のできる服装、 室内用靴、飲
み物、タオル、筆記用具　 12/24㈮～
令和4年1/21㈮に電話で国民健康保険課
（内2786）へ

趣味・教養
体験講座
「しめ縄を作って新年を迎えよう」35

稲わらを使った正月飾りのしめ縄作り　
各日15人（申し込み順。②は親子参加

も可）　 ②のみはさみ、新聞紙、半紙　
12/1㈬から直接、または電話で申し込

み先へ

かすかべライブフェスタ202136
12/26㈰　13:00～16:00（開場12:30）　
中央公民館　 市内で活動する6組の

バンドによる演奏会　 175人（先着順）
同館（☎ 752-3080）

冬に流行する感染症の予防

とき ところ 定員 申し込み
12/12㈰
13:30～15:00 武里東公民館 20人 第5包括

（☎ 734-7631）

12/15㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎ 753-1136）

12/17㈮
13:30～15:30

あしすと
春日部 30人 第1包括

（☎ 754-3775）

12/18㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎ 738-5764）

12/23㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎ 734-7631）

1/4㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎ 738-0021）

1/7㈮
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）1/8㈯

13:30～15:00 武里東公民館 20人

とき ところ 申し込み先

① 12/17㈮
13:30～15:30 中央公民館

中央公民館
（☎ 752-3080）

② 12/18㈯・19㈰
10:00～12:00

教育
センター

郷土資料館
（☎ 763-2455）
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詐欺に注意 納税催告センターでは電話で納付の呼び掛けをしていますが、
口座を指定して振り込みを求めることはありません。振り込め詐欺に注意してください。



趣味・教養
図書館おみくじ
中身は借りてのお楽しみ37

令和4年1/4㈫～6㈭　9:00～　 中
央図書館　 おみくじの結果で図書館お
すすめ本を貸し出し　 各日、一般向け
15セット、児童向け15セット（先着順）　
同館（☎ 761-5911）

キッズフェスティバル38
令和4年1/9㈰　13:00～16:00　

中央公民館　 子ども向け体験学習会。
工作、レクリエーションなどのブース有り　
80人　 12/4㈯から直接、または電

話で同館（☎ 752-3080）へ

メンズアクションセミナー
ポジティブライフのすすめ
～元気に、ワクワク、自分らしく～

39

12/18㈯　14:00～16:00　 ハーモ
ニー春日部　 シニア産業カウンセラー
による講義とグループワーク。もっと幸せ
感を得る、生き生きと生きるためのヒント
を考える　 男性　10人（申し込み順）　
筆記用具　 12/1㈬から直接、また

は電話で同施設（☎ 731-3333）へ

生涯学習市民塾（後期）40
生涯学習人材情報登録者が講師となっ

た趣味や暮らしに役立つ学習会
共通事項
特に記載がない場合は、教育センター　
20歳以上の市内在住・在勤・在学者（申

し込み順。②⑨⑩は年齢制限なし）　
筆記用具　 12/10㈮の9:00から直接、
または電話で視聴覚センター（☎ 763-
2425）へ
①木目込人形（姫まり）づくり体験　 令
和4年1/6㈭・13㈭　13:30～15:30　
9人　 杯、目打ち、ボンド　 1,500円
②太極拳で体幹を鍛えよう　 令和4年
1/14㈮・21㈮・28㈮　9:30～11:30　
15人　 動きやすい服装、上履き

③公的年金制度の効果的活用法～知ると
知らぬで天地の差 !～　 令和4年1/15
㈯・22㈯　9:30～11:30　 20人　
500円
④マンガで読む老後の備え・その後の手続
き講座　 令和4年1/16㈰・30㈰、2/6
㈰　13:30～15:30　 15人　 300円

⑤のばして楽しいほかほかピザまん、バ
レンタインのハートパン♥　 令和4年
1/19㈬、2/2㈬　10:00～12:00　 中
央公民館　 10人　 エプロン、タオル、
持ち帰り用容器、飲み物　 各回2千円
⑥幸せの根源を求め、精一杯生きる喜びと
楽しさを実体験を交え、お伝えします　
令和4年1/21㈮・28㈮　13:30～15:30　
中央公民館　 30人

⑦文化箏
ごと
（ミニ琴）　 令和4年1/21㈮・

28㈮　13:30～15:30　 10人　
100円
⑧令和流　家の片づけ方　 令和4年
1/22㈯・29㈯、2/5㈯　9:30～11:30　
8人　 200円

⑨街道寄席　 令和4年1/23㈰、2/20㈰、
3/27㈰　13:30～14:30　 20人
⑩コリアクッキング　 令和4年1/30㈰、
2/6㈰・20㈰　9:30～11:30　 中央公
民館　 12人　 エプロン、布巾、三角
巾、持ち帰り用の容器　 各回1,800円

市民パソコンセミナー
（インターネット活用編）41

教育センター　 インターネット利用
のマナーや活用のための基礎知識　 パ
ソコンでマウス操作と文字入力ができ、イ
ンターネット利用経験のある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）　 12/14㈫
から直接、または電話で視聴覚センター（☎ 
763-2425）へ

大ホール音響でクラシックを
楽しむ会42

令和4年1/16㈰･30㈰　14:30～16:15　
教育センター　 インターネット配信

を使って名曲鑑賞。交響曲編と室内楽・
器楽曲編　 30人（申し込み順）　
12/16㈭から直接、または電話で中央図書
館（☎ 761-5911）へ

郷土資料館　考古学講座
花積貝塚を探る43

12/25㈯　10:00～12:00　 教育セ
ンター　 縄文時代の遺跡「花積貝塚」を
埋蔵文化財発掘調査報告書などから学ぶ　
50人（申し込み順）　 12/10㈮から

直接、または電話で郷土資料館（☎ 763-

2455）、または市WEB電子申請へ

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

44

12/26㈰　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）、パタパタ（板返し）作りで
遊ぶ　 幼児～小学生（保護者同伴可。蓄
音機は大人の参加も可）　 郷土資料館
（☎ 763-2455）

かすかべ探訪
～文化財マップ講座～45

令和4年1/20㈭　10:00～12:00　
教育センター　 幸松編　 15人（申
し込み順）　 100円　 12/8㈬の
9:30から電話でぷらっとかすかべ（☎ 752-
9090）へ

新春ウオーキング
～幸松地区を歩く～46

令和4年1/15㈯　10:00～12:30　

ぷらっとかすかべ（集合・解散）　 東福
寺、めがね橋、白山神社、樋堀大師、東八
幡神社参拝（彫刻見学）など　 10人（申
し込み順）　 12/10㈮の9:30から電話
でぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

日光街道「粕壁宿」を巡る
ガイドツアー47

9:30～12:00　 ぷらっとかすかべ（集
合・解散）　 10人（申し込み順）　
9:30から電話で同施設（☎ 752-9090）へ

コース とき
A 令和4年

1/13㈭
9:30～12:00

B 13:30～16:00
C 令和4年

1/14㈮
9:30～12:00

D 13:30～16:00

とき 内容 申込開始日

12/11㈯
街道絵図『増

ぞうほ
補行程記』

から粕壁宿を見よう!
八坂神社（天王社）・東
八幡神社・東陽寺など

12/5㈰

12/18㈯
粕壁宿・往時のにぎわ
いを感じながら
郷土資料館・東陽寺・東
八幡神社など

12/7㈫

令和4年
1/15㈯

街道絵図『増補行程記』
から粕壁宿を見よう!
山中観音・最勝院・新町
橋（大橋）など

12/14㈫

令和4年
1/23㈰

「粕壁宿」から「小渕
一
いちりづか
里塚跡と追分道し

るべ」へ
最勝院・仲蔵院・八坂香
取稲荷神社など

12/16㈭

変更・休止内容 問い合わせ
庄和児童センター｢スマイルしょうわ｣は、13:00まで臨時休館、
13:00～18:00開館（利用時間・人数の制限有り）

同センター
（☎ 718-0300）

庄和図書館は、14:00まで臨時休館、14:00～19:00開館 同館
（☎ 718-0200）

各公民館、市民文化会館、視聴覚センター、勤労者会館に設置さ
れている公共施設予約システムの利用を休止
※上記以外の市内施設や自宅などのパソコンなどからは利用可

各施設､または情報政策課
（内線2465）

マイナンバーカードなどを利用したコンビニエンスストアでの
証明書などの交付を休止

住民票･印鑑証明書
…市民課（内線2898）
課税（非課税）証明書
…市民税課（内線2323）
納税証明書
…収納管理課（内線2385）

開館時間の変更・システム休止
　12/18㈯に市役所・庄和総合支所で行う電気設備点検に伴い、下表のとおり開館
時間の変更、一部システムの利用を終日休止します。
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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）




