
●ご利用にあたって
【生活情報誌　春日井ガイドブック】
※本誌に掲載されている行政情報は、平成 30年 4
月 1日現在のものです。その後内容に変更が生
じる場合もありますのでご注意ください。行政情
報は春日井市の協力により編集しました。

　「生活情報誌　春日井ガイドブック」は、春日井市と株式会社ゼンリ
ンが協力して発行する、暮らしの情報誌です。
　春日井市の行政情報をはじめとして、毎日の生活に欠かせない生活
情報や医療機関ガイド、お出かけに便利な情報などを掲載しています。
ご家庭の生活情報誌としてご利用ください。
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2018年2月16日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
00
000
清家不動産

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

2校

2018年2月7日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
5
000
昭和自動車学校

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校



●かすがいシティバス

●防災・災害対策

●区・町内会・自治会

出産
妊娠・

●母子健康手帳
●健康診査
●出生届
●国民健康保険

・・・・・・・・・・P.33
・・・・・・・・・・・・・・・P.32

・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.21
・・・・・・・・・・P.23

育児

●子育て支援施設
●児童手当
●育児相談
●予防接種

・・・・P.34
・・・・・・・・・・・・・P.33
・・・・・・・・・・・・・P.26
・・・・・・・・・・・・・P.32

教育

●転校
●教育・学習の相談

・・・・・・・・・・・・・・・・P.20,21
・・・・・P.27

成人

●国民健康保険
●国民年金

結婚
●婚姻届
●戸籍などの各種証明
●住民登録

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.21
・・・・・・P.22

・・・・・・・・・・・・・・・・P.20,21

●ごみの出し方
●税金
●国民健康保険
●国民年金
●各種健診（検診）

●国民年金
●介護サービス
●高齢者福祉サービス

生活

老後
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.23

・・・・・・・・・・・・・・・・・P.28
・・・・・P.29,30

・・・・・・・・・・・P.38,39
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.24

・・・・・・・・・・・・・・P.23
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.23

・・・・・・・・・・・・P.32

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.40,41

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.36,37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.19
・・・・・・・・P.23

・・・・・・・・・・・・・・P.23

このような時は必ず
市役所で届出を
行ってください。

「どうしよう・・・？」 
こんなときは、
まず市役所へ。

家族が亡くなったら

死亡届
死亡の事実を知った日から
7日以内に届け出

必要な方

印鑑登録

赤ちゃんが生まれたら

出生届
生まれた日から
14日以内に
届け出

市内で住まいが変わったら

転居届

引っ越した日から
14日以内に
届け出

市外へ引っ越して行くとき

転出届

引っ越す日の
約14日前から
届け出

結婚したら

婚姻届
届け出た日
から効力

・・・・・・・・・・P.21
・・・・・・・・・・P.21

・・・・・・・・P.20,21

・・・・・・・・P.21
・・・・・・・・P.20・・・・・・・・P.21

ライフサイクルインデックス
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2018年2月9日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
6.7
000
長縄石材株式会社

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校

2018年2月15日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
00_00
000
アローズ東海

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

2校

ハチ駆除
0120-974-482

Arrows 東海

〒486-0951 愛知県春日井市花長町2-2-15
株式会社Arrows東海1階の面積（㎡）×1,200円（追加料金なし）

最低料金

シロアリ駆除・予防 ハチ駆除
シロアリ
駆除・予防 1,200円

8,000円～
FAX 0568-33-1472TEL 0568-33-1471



■ 市の木「けやき」
（昭和 43 年 12 月　議会で議決） 
　大空に向かって伸びる「けやき」
の生きる力とたくましさが、 将来に
向かって成長する「春日井市」の無
限の可能性を象徴しているとして 

「けやき」を市の木としました。

■ 市の花「さくら」
（昭和 48 年 5 月　議会で議決）
　市制 30 周年を記念して、市章の
外わくに使われている「さくら」を
市の花としました。

■ 位置
名古屋都市圏の北東部にあって、名古屋市、小牧市、犬山市、瀬
戸市、西春日井郡豊山町、岐阜県多治見市に接し、気候は一般に
温暖です。

（市役所の位置）
東経 136 度 58 分 20 秒
北緯 35 度 14 分 51 秒
海抜 24m

■ 面積
市域　東西 15.7km、南北 13.7km　　面積　92.78㎢

■ 人口（平成30年1月1日現在）
人口　　31 万 1608 人
男　　　15 万 5128 人　　　　女　　　15 万 6480 人
世帯数　13 万 4465 世帯

春日井市

　昭和 18 年 6 月 1 日の市制施行を記念
して一般から募集し、制定されました。 
　市章の外わくは、平和な桜花で「春」を、
中央の日の丸は太陽のごとく燃え盛り永
久に発展する「日」を、「井」は合併した
町村が永遠に手を結びあっていく市民の
協和を表しています。

■ 国際交流
　春日井市は昭和 56 年 2 月 5 日にカナダのケローナ市と姉妹
都市の提携を結びました。
　ケローナ市は、カナダ太平洋岸のブリティッシュ・コロンビア
州にあり、バンクーバーから東へ約 400 キロメートルのところ
にあるオカナガン湖周辺の盆地に開けた都市で、面積は春日井市
の約2.3倍の約212平方キロメートルです。人口は2016年現在、
約 127,500 人です。ワインやジュース等の生産が盛んで、リゾー
ト地としても有名です。
　ケローナ市とは市民・団体の相互訪問や文化交流などを通じて、
国際理解の促進に努めています。
 

【問い合わせ】
ささえ愛センター 

☎ 56-1943

春日井市 市章

春日井市の姉妹都市

市の木、市の花

平成２9 年１０月１日現在

平成２9 年 5 月１日現在

年代別人口 就学・就園

春日井市プロフィール
33.2人 33.7人2.3人

7.1人 14.10％ 25.14％

3359人

7.4人

30 30

52園（5635人）

21園（4389人）

4園（642人）

37校（1万7629人）

16校（8971人）

8校（7911人）

1校（1万1653人）

2万8766人
3万1365人
3万1544人
3万8507人

3万5509人
3万8116人
3万6356人

1万6316人
3027人
90人

5万1944人
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2018年2月22日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
10.11
000
住友不動産

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

2校

■春日井市中央通1-90ウイング春日井3階■営業時間:9:30～18:20／定休日:毎週火･水曜日
(仲介)国土交通大臣免許(12)第2077号(一社)不動産流通経営協会会員(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

お客様の不動産売却・不動産購入
を全力でサポートさせて頂きます
土地・戸建・マンション・収益不動産・事業用不動産

不動産に関するご相談でしたら、

おかげさまで平成28年度も

どんな些細なことでもお気軽にご連絡ください。

0120‐258‐823

セブンイレブンセブンイレブン
春日井
中央ホテル
春日井
中央ホテル

春日井駅前
郵便局
春日井駅前
郵便局

国
道
19
号
線

愛知銀行愛知銀行

春日井消防署春日井消防署

バス
ターミナル
バス

ターミナル

フォトスタジオ
タートル
フォトスタジオ
タートル

喫茶あい喫茶あい

新地
蔵川

地下通路
(車両通行不可)

至名古屋

至名古屋

JR
中央
本線

JR
中央
本線

至桃花台

至多治見

至小牧

中央通1中央通1

梅ケ坪町梅ケ坪町

記念橋南記念橋南
JR 中央本線

春日井駅
JR 中央本線

春日井駅

北口北口

ウイング春日井3 階
JR 中央本線 春日井駅 徒歩 1 分

春日井営業センター

至多治見至多治見

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！
年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2018年2月16日
案件名 ：シティマップ 春日井ガイドブック
商品コード： 8RB510H0B
割付番号 ：13
コード番号：0
顧客名称 ：フラワーショップ花元

生花店 MAP E-8

様々なシーンにあったお花をご提供します。

■春日井市鳥居松町6-29-1 サンライフマンション1階
■TEL:0568-82-2957 ■FAX:0568-84-8328　■営業時間／9:00～20:00 日曜9:00～19:00
花元南下原店：春日井市南下原町3-5-2 TEL：0568-82-8741MAPE-6

バロー春日井西店： TEL：0568-34-8111MAPC-7
本店以外の店舗営業時間はお問い合わせ下さい あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 052－684－2808

2校

花のある暮らしを楽しむ、大切な人に花を贈る。花は様々なシーンであなたの日 を々豊かに
してくれます。花元は経験豊富な男女スタッフたちが、バリエーション豊かに提案します。ア
レンジフラワー、花束、鉢物、お祝いギフト、お誕生日、葬儀、お供え花、緊急性の高い社
用ギフトも承ります。お気軽にご相談下さい。

花元ナフコ不二屋春日井店：春日井市六軒屋町5-29 TEL：0568-82-6656MAPF-7

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年2月14日

春日井市ガイドブック2018
8RB763H0B

012
301

（有）自動車ガラスＳＯＳ 御中

くらし・サービス MAP J-7

ガラスのことならなんなりと

（有）自動車ガラスＳＯＳ
内外各種自動車ガラス販売修理
建築ガラス販売修理 カーフィルム・建築フィルム施工 フロントガラスリペア
修理 各種保険対応出来ます。この道35年のプロの職人が作業いたします。

何でもご相談ください。 お急ぎの方、携帯090-3383-6127

■本社 春日井市不二町1-1-11 ■第2工場 春日井市十三塚町字十三塚3016-42
■TEL:0568-52-5581
■FAX:0568-52-5927

あり

052－684－2808
春日井市ガイドブック2018

■画像著作権：確認済



 

小野道風肖像画（観音寺蔵）

「道風くん」は、市民のみなさんに選
ばれた、書のまち春日井のマスコッ
トです。市ホームページの「道風くん
の部屋」では、道風く
んの日常や活動予定
などを見ることがで
きます。

どうして書のまちなの？
平安時代の三跡のひとり、小野道風は、古くから春日井で生ま
れたと言い伝えられています。春日井の人々は、それを誇りにし
てきました。そして、「とうふうさん」と呼び親しんで、自然に書道
の盛んな土地柄になりました。
春日井市では、この文化的伝統を大切にして、「書のまち春日
井」をキャッチフレーズにし、全国的にも数少ない書専門の美術
館である道風記念館の事業、全国公募の書道展である道風展
の開催など、書道文化の振興に力を入れています。

市内全小学校で書道科を実施しています
子どもたちに「書」に親しんでもらえるよう、市内の小学校では1年生から書の時間（書道科）の授業を導入しています。低学年の児童も筆に触れる
機会を増やし、墨の代わりに水で字を書く水書板を使用することで安心して筆に親しむことができます。

書のまち

サボテンのまち

剣道のまち

道風くんをよろしくね！
とうふう

道風記念館

【問い合わせ】文化・生涯学習課 　☎85-6079 【問い合わせ】スポーツ課 　☎84-7117

道風展

サボテンが元気になる春に毎年開催している
「春日井サボテン」のお祭り。観賞用の珍しい
サボテンや、初心者にも安心して育てられる
サボテンなど多種集結し、育ててみたいサボ
テンを選んでお買い求めいただけます。

サボテンフェア

春日井はサボテン苗生産が非常に盛んです！
春日井市は、種から育てるサボテンの生産が盛んなまちです。金シャチなど大きな観賞用のサボテンや、かわいらしいデコレーションサボテンなどを
全国に出荷しているほか、食用サボテンの栽培にも取り組んでいます。
サボテンは、緑黄色野菜と果物の栄養素を併せ持ち、健康食品としての効果も徐々に分かってきています。市内のいろいろな店で食用サボテンを使
用した料理が提供されているほか、和菓子などの加工食品、化粧品、春日井サボテンキャラクターを用いた雑貨なども多々あります。

春日井市では、2つの剣道の全国大会が毎年開催されています。3月は
春桜旗をかけて熱戦を繰り広げる「全国高等学校剣道選抜大会」、11
月は女子大学生が全国一を目指して剣を交える「全日本女子学生剣
道優勝大会」、いずれも全国各地から剣士が春日井に集います。

ネピアのまち

【問い合わせ】
企業活動支援課 　☎85-6247

昭和46年、王子製紙が国内の技術のみでティシュペーパーを作る
ことに成功し、春日井工場でのネピアティシュの生産が始まりまし
た。現在では、国産のトイレットペーパーやティシュペーパーを生産
する国内最大規模の工場となっています。
王子ネピア、春日井商工会議
所、春日井市では、「ネピア」春
日井ブランド化推進プロジェク
トを実施しており、王子ネピア
は市内でのネピア商品の購買
量に応じて、子どもの健全育成
を目的とした寄附をする社会貢
献事業を行っています。

サボテンラーメン【問い合わせ】経済振興課 　☎85-6244

伝小野道風筆本阿弥切
（道風記念館蔵）

　春日井市内の見慣れたひときわ高く、大きい煙突のある工場で「ネピア」

は作られています。昭和４６年、春日井の地で誕生した「ネピア」は、今日まで

４5年以上生産を続けています。まさしく「ネピア」のふるさとは春日井であ

り、春日井市民の皆様の長きにわたる温かいご支援のおかげです。

　平成24年、春日井商工会議所、王子ネピア、春日井市は協定を締結し、

連携して「ネピア」春日井ブランド化推進プロジェクトを立ち上げました。

　春日井市へ感謝の気持ちを込めて、王子ネピアは地域社会貢献活動の一

環として、春日井市内のネピア商品購買量に応じて、平成２5年度から春日

井市内の小中学校の耐震工事事業、平成27年度から空調設備の設置、平成

29年度は、春日井市交通児童遊園で使用している子ども用の自転車や、休

憩所などの施設整備に寄附をしています。

　また、子育て支援団体「NPO法人あいちかすがいっこ」と連携し、ベビー

用紙おむつ“nepia Genki！”に加え、新ブランド“Whito(ホワイト)”の春日

井市におけるさらなる浸透に取り組んでいます。

　これらの取組により、春日井の子どもの健全育成を目的とした「ネピア」春

日井ブランド化推進プロジェクトと地域への社会貢献事業を推進し、春日井

市が掲げる「子はかすがい、子育ては春日井」宣言を応援します。

「ネピア」春日井ブランド化推進プロジェクト

（春日井商工会議所・王子ネピア・春日井市）

写真提供：春日井の家族写真カメラマン　みなかた　かつお

春日井ブランド
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2018年2月7日
春日井ガイドブック
8RB514H0B
16.17
000
サンアイ自動車㈱

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校

13,000 ＋消費税
（国産車限定）　※一部取扱除く

MAP B-9

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年2月16日

春日井市ガイドブック2018
8RB763H0B

014
302

（有）ベストルーフ 御中

建築・リフォーム MAP J-7

“仕事”に妥協なし！！

（有）ベストルーフ
創業37年！！
春日井を中心に、長年培った技術と信頼に責任をもってお客様の要望に社員一
丸となってお応えします。
雨漏り・外リフォーム（屋根・外壁・雨どい・塗装・車庫・門扉・小さな修
繕）まで、お気軽にご相談ください。《見積もり無料》

■春日井市気噴町北2-136
■TEL:0568-52-6565 ■FAX:0568-52-6555
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／日曜
■URL:http://www.bestroof.co.jp
■E-mail:info@bestroof.co.jp あり（10台）

052－684－2808
春日井市ガイドブック2018

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年2月15日

春日井市ガイドブック2018
8RB763H0B

015
353

株式会社 大塗 御中

大規模修繕工事・リフォーム MAP D-9

素直なハート・確かな技術

職人から出発して創業35年以上。
マンションの外壁を中心とした大規模修繕工事、各種塗装工事、防水工事、内装工事、駐車
場などの外構工事、戸建て住宅の各種リフォーム工事は株式会社 大塗にお任せください！
リフォーム関連製品を展示しているショールームもございますので、お気軽にお問い合わせ
ください。

■春日井市八幡町77-4
■TEL:0568-29-8631 ■FAX:0568-29-8632
■営業時間／9:00～18:00 ■定休日／日曜・祝日
■URL:http://k-daito.net/

052－684－2808
春日井市ガイドブック2018

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



4月29日(祝)～5月5日(祝)
緑と花のフェスティバル

東部丘陵の豊かな自然の中で、みんなでウォーキングを楽しむ「ウォーク大会」
やコンサート、人気の給食レストランなどさまざまなイベントが開催されます。

5月13日(日)
わいわいカーニバル

家族や友だちと一緒に、さまざまな遊
びや体験ができる子どもの祭典です。

10月20日(土)・21日(日)
春日井まつり

春日井のまちの一大イベント。書道パフォーマンスや「道風平安朝行列」などが
華やかにまつりを盛り上げます。

10月8日(祝)

　かすがい！
スポーツフェスティバル

体育の日に合わせ、幅広い年齢層を対象
に、体力測定や各種スポーツ体験を楽し
みます。昨年は棒高跳びアジア大会銅メ
ダリストによる親子かけっこ教室も開
催されました。

12月2日(日)
市民第九演奏会

市民から公募した市民第九合唱団と
アマチュアで結成された春日井市交
響楽団による演奏会です。

10月27日(土)
ハニワまつり

市民の皆さんが制作した「ハニワ」を
野焼きします。

1月13日(日)
新春春日井マラソン大会

大人から子どもまで毎年多くのラン
ナーが新春のまちを駆け抜けます。競
技の部と家族や仲間と楽しんで走る
ジョギングの部があります。

7月21日(土)
市民納涼まつり

夜空を彩る幾重もの大輪の花火が、日本の夏の美しさを感じさせてくれます。
また、盆踊り大会や氷の彫刻、風鈴コーナーなどのイベントの他、豊富なメ
ニューを取り揃えた夜店も出店します。

9月2日(日)
健康救急フェスティバル

健康チェックや救急活動体験など、子
どもから大人まで楽しく健康や救急
について学べます。

市では、季節ごとに、文化や豊かな自然などを生かしたさまざまなイベントを開催しています。
子どもから高齢者まで、誰でも楽しめるイベントが盛りだくさんです。

春 秋

冬夏

四季折々のイベント
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2018年2月7日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
20.21
000
フィールソーグッド

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校

アフターサービスが確かなお店で中古車を買いたい　 クルマを熟知したスタッフに担当してもらいたい
指定工場の認可を受けた整備工場に車検を任せたい　そんな要望にお応えするのが、当店です。

自動車販売・車検・
点検・板金・保険

気持ちのいいカーライフはフィール・ソー・グッド

☎0568-51-0200 高蔵寺駅から徒歩3分春日井市高蔵寺町3-2-11
【営】9：00～18：00　【休】月曜定休／日曜隔週休　http://www.feel-so-good.jp （株）フィール・ソー・グッド

高蔵寺オフィス受付

自社整備工場
SETO FACTORY

2018年2月19日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
19
000
石黒畳店

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

2校

0120-939-320
0568-81-4644☎
春日井市八事町2-158-4

安心安全国産熟成畳表取扱店

畳・襖・障子・網戸 内装一式
お盆・正月以外は不定休

（土日のご予約はお早めにお願いいたします）
8:30~18:30

営 業 内 容
営業・休日

営 業 時 間

石黒畳店

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年2月14日

春日井市ガイドブック2018
8RB763H0B

018
331

赤池タイヤ高蔵寺店 御中

タイヤ・ホイール MAP I-7

あなたの町のタイヤ屋さん

赤池タイヤ高蔵寺店
あなたの町のタイヤ屋さん、いつでも来てね！
タイヤとホイールだけの販売だからわかる事があります。タイヤのプロがここに居
る！夏タイヤ4本セット購入でローテーションが、スタッドレスタイヤ＆ホイールセ
ット購入で夏・冬付け替えが平日無料になるメンバーズカードを発行。安心＆快適な
ドライブに便利です。お気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちしております。

■春日井市出川町5-15-5
■TEL:0568-53-4018 ■営業時間／10:00～19:00 ■定休日／木曜
■URL:http://www.akaiketire.com
■E-mail:kouzouji@akaiketire.com

あり

052－684－2808
春日井市ガイドブック2018

■画像著作権：確認済



 

名古屋市に隣接し、現在はライフタウンとして発展を続ける春日井市。
名古屋駅や栄駅からの良好なアクセス、住環境のよさ、四季折々の表現を見せる豊かな自然。

洗練された都市空間と豊かな自然が調和したまち、春日井市。
まちと自然がちょうどいい。

だから、春日井市は選ばれています。

発展し続けるまち

自然を感じる

JR春日井駅周辺のにぎわい創出
自由通路や橋上駅舎の完成に引き続
き、安全で利用しやすい駅前の交通
環境が形成され、市の表玄関として
生まれ変わった駅周辺において、更な
る発展とにぎわいの創出を目指し、民
間活力の誘導などに取り組みます。

花と緑あふれる憩いの空間 都市緑化植物園
豊かな花と緑が四季折々の姿を見せる都市緑化植物
園。広い園内は、動物とのふれあい広場や芝生広場があ
り、休日は、アスレチックやサイクルボートなどを楽しむ
家族連れでにぎわっています。季節を感じるイベントも
随時開催。緑の中で行われるコンサートやワークショッ
プ、フードコートなどが、憩いの空間を提供しています。

朝宮公園から落合公園までの
「ふれあい緑道」を歩くコース

「ふれあい緑道」は八田川、生地川沿いに整備された、二子山公園、朝宮公園、落合公園、潮見
坂平和公園を結ぶ緑道です。木々が立ち並び、川の爽やかな風に吹かれ、街中でありながら、
森林浴を楽しみながら歩くことができます。

高蔵寺ニュータウンの魅力向上
平成28年3月に策定した高蔵寺リ・ニュータウ
ン計画に基づく事業として、グルッポふじとう

（高蔵寺まなびと交流センター）の開所やJR高
蔵寺駅周辺の再整備、自動運転車などの先導
的モビリティに関する取り組みなど、多様なプ
ロジェクトを推進しています。

朝宮公園

落合公園

3.8km
（55分）

マップイラスト：ひじやともえ

十
五
の
森
趾

勝川

城北線

味美 春日井

二子山古墳

十五の森趾 道風記念館
小野道風誕生伝説地

密蔵院

玉野川渓谷

市役所

ふれあい緑道
伊多波刀神社

下原古窯跡群

尻冷し地蔵

円福寺

少年自然の家

グリーンピア
春日井

シデコブシ自生地

郷土館

内々神社

神領
JR中央本

線
高蔵寺

愛知環状鉄道

定光
寺

間
内

牛
山

春
日
井

味
美

名
鉄
小
牧
線

15519

302

落合公園体育館

四つ建て民家
民俗考古展示室

勝川

名古屋第二環状自動車道

総合体育館
サンフロッグ春日井

落合公園

❹

❸
❷

❶

❷二子山古墳
６世紀初め頃に造られたと推定さ
れる市内最大の前方後円墳で、公園
内にある「ハニワの館」には発掘調
査で出土した埴輪の一部を展示し
ています。
●二子町2－11－5・6（二子山公園内）

❶民俗考古展示室・四つ建て民家
市内の遺跡や古墳から出土した土器や
埴輪、生業・日常生活に関する民俗資料
等を展示しており、古代から近現代ま
での春日井の歴史を学ぶことができま
す。敷地内には市指定有形民俗文化財
の四つ建て民家があり、明治時代中頃
の生活の様子を展示しています。
●柏原町1－97－1（中央公民館内）
　月曜休館

❹内々神社
平安時代の「延喜式神名帳」に
記載されている由緒ある神社
で、日本武尊の伝説と深い関係
があります。社殿は江戸時代後
期の名工立川一族によって造
られました。庭園は夢窓国師の
作と伝えられ、四季折々の美し
さが楽しめます。
●内津町24

❸密蔵院
嘉暦３（1328）年に慈妙上
人が開山した天台宗の寺
院です。国の重要文化財に
指定されている多宝塔と
木造薬師如来立像をはじ
め、指定文化財は29件あり
ます。多宝塔は室町時代の
建立で、禅宗の様式を取り
入れた珍しいものです。
●熊野町3133

春日井の歴史は古く、旧石器時代から近世まで 200 箇所を超える遺跡の所在が確認されています。なかでも二子山古墳は墳長 94 メートルの
大きな古墳で国史跡に指定されています。
春日井市には、本市の歴史を物語る文化財が多く残されており、文化財を広く市民の皆さんに知っていただくため、ハニワまつり、内津文化
財祭、企画展などを開催するとともに、「郷土誌かすがい」などの冊子の発行を行っています。
市内では、円福寺、伊多波刀神社、下原古窯跡群、シデコブシ自生地、中央公民館にある民俗考古展示室、四つ建て民家などで文化財に親し
むことができます。 

まちと自然がちょうどいい 春日井の歴史を感じる
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2018年2月14日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
22
000
石玉石材

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校

お墓と石に関するご相談ならなんでも！！

国家検定一級石材施行技能士の店

石玉石材（株）
春日井市大泉寺町大池下443-125

たまお

営業時間／午前9時～午後6時
☎0568-81-3081

い し 　 た ま

国家検定一級
石材施工技能士の資格を
有するスタッフが
豊富な知識と経験に基づき
対応いたします！

2018年2月7日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
23
000
JA尾張中央

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校

グーちゃん ピーちゃん

小小牧牧市市高高根根二二丁丁目目７７番番地地のの１１
ＴＴＥＥＬＬ．．

● 春日井中央支店 ℡

● 上 条 支 店 ℡
● 味 美 支 店 ℡

● 坂 下 支 店 ℡
● 春 日 井 支 店 ℡

● 明 知 支 店 ℡

● 田 楽 支 店 ℡

● 高 蔵 寺 支 店 ℡
● 関 田 支 店 ℡

● 不 二 支 店 ℡
● 堀 ノ 内 支 店 ℡

2018年2月14日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
24.25
000
石原石材株式会社

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

2校

春日井市大泉寺町443番地の300（平和公園前）



楽しく遊びながら友達づくりをしたり、さまざまなイベントも楽しめます。ぜひ一度のぞいてみてください。

❶子育て応援広場キッコロ
対象
0～2歳

対象
0～18歳

対象
0～18歳

対象
0～18歳

対象
0～18歳

対象
0～2歳

対象
0～2歳

対象
0～2歳

未就園時限定の広場です。老
人ホームに隣接し、アットホーム
な雰囲気です。

❻神屋子育て支援センター
神屋保育園に併設の未就園児限定の広場
です。自然豊かな環境でのんびりゆったり遊
べます。

❽グルッポふじとう児童館

旧藤山台東小学校施設を活用した施設です。
図書館やコミュニティカフェが併設しています。

❼東部子育てセンター

サンマルシェ・アピタ館内にあり、
地下駐車場から直結、雨天でも濡
れずに行けます。未就学児の1時間
単位の一時預かりもやっています。

❺児童センター

総合福祉センター内にあり、
園庭もあります。

❸春日井市子育て
　支援センター

上八田保育園に併設の未就園
児限定の広場です。園庭でも遊
ぶことができます。

❹交通児童遊園

蒸気機関車（SL）、消防車の
展示があり、運転席に座ること
ができます。自転車の練習も
できます。

「どんどん子どもが成長してできることが増えていく変化を身近に見守れ、子どもを通じていろんな経験ができること。」
「子どもたちが毎日元気に「いってきます」「ただいま」と言ってくれることが一番の幸せです！」
「家族でお弁当を持って行き、公園で食べた後、寝転がってそよ風を浴びながらゴロゴロ転がるとき。」
「子どもがお店で泣いているところに通りかかった人が「大変だろうけど頑張ってね」と声をかけてくれたとき。」
「子育て支援センターが近くにたくさんあるので、子どもを連れて行くと、他の親子と遊んだり、お話できたりして、気分転換になります。」

❷かすがいげんきっ子センター

JR勝川駅南口からすぐで、部屋から電車が見
えます。0・1歳のはいはいコーナーや積み木の
部屋があります。

春日井市は、子育て施策の一層の充実を図り、子育て世代を始めとするすべての世代の
「暮らしやすさ」の向上のため、「子はかすがい、子育ては春日井」宣言をしています。

「子はかすがい、子育ては春日井」宣言に基づき、子育て世代の声を把握す
るために実施したアンケートの中から「子育てママ・パパが身近なところで
感じた幸せ」を紹介します。（アンケート期間 平成29年６月19日～８月22日、回答者数580名）

Q.みなさんが身近なところで感じた幸せをお聞かせください

A.

妊産婦ケアデイサービス
さんさんルーム
お母さんが疲れたときや育児がつ
らいときに、休養や相談ができ、一
日ゆっくり過ごせるところです。

子育て情報発信サイト

市内の子育てに関するイベントや講座が簡単に検索できます。
イベント体験レポートや親子の写真、面と向かっては言いづら
いサンクスメッセージを掲載中です♪

気になる情報を
早速チェック

［※］東京都を除く。船橋市、堺市、八尾市も同順位。

詳しくは

検索ママハッピー度調査

子育ての広場へ行ってみよう

育児についての不安があるママや日中に独りぼっちで育児をしているママの元に、専門家ではないけれど、
育児経験があり研修を受けた「先輩ママ」が訪問します。詳しくは、市ホームページを見てください。

※開館時間など詳しくは、P34をご確認ください。

子育て家庭訪問支援事業（ノックノックホームサポート事業）

❶

❷

❸
❹
❺

❻❽ ❼

日経DUALの

「共働き子育てしやすい街2017」
ランキング全国編※で

春日井市が10位にランクインしました！

子はかすがい、子育ては春日井
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2018年2月7日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
29
000
柏井保育園

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校

柏井保育園
保育園は、生きる力を育み、
身に付ける場所

幼保連携型認定こども園

子どもたちが凄い！
ぶつかり合い、支え合い、子ども社会
という荒波でもまれ、葛藤しつつも、
互いの存在を認め合って育ち合う姿を
見せてくれます。

春日井市柏井町5丁目344番地
☎0568－84－1210

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年2月14日

春日井市ガイドブック2018
8RB763H0B

026
032

学校法人常泉寺学園 御中

幼稚園 MAP I-8

キラキラの心、ピカピカの元気

子供達が思いきり遊べる自由がいっぱい。「ピカピカの元気」が輝き、「やっ
てよいこと、いけないこと」のけじめを友達との関わりの中から学びながら
「キラキラの心」が輝き、まっすぐに、おおらかに、やさしい心が育つように
愛情を注いでいます。
自園調理により、給食を提供しています。

■春日井市大留町5-24-29
■TEL:0568-51-0725
■保育時間／10:00～14:30
■定休日／土曜・日曜・祝日、その他当園が定めた日

あり

052－684－2808
春日井市ガイドブック2018

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2018年2月14日

春日井市ガイドブック2018
8RB763H0B

028
219

子どものためのあいちＡＡＣ研究所 御中

言語聴覚士によることばの相談室 MAP E-9

ことばの発達と暮らしを応援します

子どものためのあいちＡＡＣ研究所
ことばの発達相談・指導を行います。
発達検査、知能検査、構音検査などを行います。
症状や特性に合わせ、種々の指導を行います。
ご家族・支援者向けの研修会を行います。
お子様が通う施設の相談や研修に応じます。

■春日井市弥生町2-105-1
■TEL:0568-85-4020 ■FAX:0568-85-4020
■URL:http://www.aichi-aac-center.jp

あり

052－684－2808
春日井市ガイドブック2018

■画像著作権：確認済



 

春日井市では、「暮らしやすいを日常に」をコンセプトに、シティプロモーションサ
イト「Da Monde 春日井」を開設し、まちと自然、利便性、子育ての３つのテーマで
春日井の魅力を紹介しています。

【問い合わせ】
広報広聴課
☎85-6036

「Da Monde春日井」で魅力発信

春日井市では、Facebook、LINE、Twitter を開設し、市の情報などを発信しています。市公認フェイスブッ
クページ「春日井みっけ隊」では、市民も隊員となって、春日井の魅力を発信しています。

SNSで魅力発信

広報大使で魅力発信

魅力発信
動画

配信中！

高蔵寺ニュータウンでのイベント情報などいろいろな魅力を発信しています。

高蔵寺ニュータウン公式サイト

（iPhone）

ダウンロードはこちらから

（Android ）

市の公式アプリがいよいよ配信開
始。「明日収集されるごみは何だっ
け」「私に合った市のイベントを探し
たい」など、一人一人の地域や好み
に合った市の情報を届けます。
※アプリは無料ですが通信料は利用
者負担です。

春日井市公式アプリ
「春ポケ」

【問い合わせ】ＩＣＴ推進室　☎85-6298

　春日井市は、春日井の魅力を市内外に広く PR し、市のイメージを向上させるために「春日
井広報大使」を設置。春日井市に縁があり、芸術、文化、スポーツ、教育などの分野で活躍し
ている14 組、15 人の皆さんに大使をお願いしています。

［ソプラノ歌手］飯田 みち代さん
［レーシングドライバー］井原 慶子さん
［元プロ野球選手・野球解説者］鹿島 忠さん
［DJ&マジシャン］タクマさん
［ピアニスト］内匠 慧さん
［イリュージョニスト］田中 大貴さん
［お笑いトリオ 東京03］豊本 明長さん
［シドニーオリンピック 競泳日本代表］萩原 智子さん
［津軽三味線奏者］馬場 淳史さん
［漫画家］ハロルド作石さん
［歌手 チェリッシュ］松崎 好孝さん・松崎 悦子さん
［北京オリンピック シンクロナイズドスイミング日本代表］松村 亜矢子さん
［タレント］宮本 忠博さん
［（公社）日本将棋連盟 女流棋士］室田 伊緒さん　

春日井広報大使～春日井の魅力を内外に PR！

市のホームページで
マップをダウンロード
できます。

【歩こうマップ　配付場所】
健康増進課、総合保健医療センター、保健センター、坂下出張所、東部市民セン
ター、各ふれあいセンター、各公民館、総合体育館、落合公園体育館、福祉の里レ
インボープラザ、春日井情報発信センターLirick（リリック）など

健康な体を一歩一歩つくり上げよう！
歩こうマップ（ウォーキングマップ）

毎日元気に過ごすためにも運動を始めたいと思っているあなたに、気
軽に始められる運動の１つとしてウォーキングを始めてみませんか。

かすがい健康マイレージは、食事や運動などの生活習慣の改善に取り組んだり、健診（検診）の受診、健康講座などへ参加することで、マイレージ（ポ
イント）をためて、楽しみながら健康づくりができる事業です。自分に合った健康づくりを始めるきっかけとして、あなたもぜひ参加してみませんか。　

「歩こうマップ」を持って出発
市は、ウォーキングを楽しみ、健康の保持増進につなげるため、自然
に囲まれた緑道など12コースを盛り込んだ「歩こうマップ」を配布し
ています。距離や所要時間、トイレの位置のほか、写真やイラストで見
所を紹介しています。安全面にも考慮したコースになっています。

かすがい健康マイレージに参加しよう！

かすがい
健康マイレージ

①ためる ②もらう ③つかう
自分にあった健康づくりにチャレ
ンジ！チャレンジシートまたはス
マートフォンのアプリでポイント
をためよう

対象：小学生以上の市内在住か在勤、在学の人
チャレンジシート配布及び「まいか」申請場所：健康増進課、総合保健医療センター、保健センター、坂下出張所、東部市民センター、各ふれあいセンター、各公民館

ウォーキングは「ロコモティブシンドローム」の予防にもなります。詳しくは市ホームページを見てください。

100ポイント以上ためて、
優待カード 「まいか」を
もらおう！

 「まいか」を
協力店で使おう！

「かすがい健康マイレージ」がアプリになりました。簡単な操作でポイントがため
られるほか、アプリ上で「まいか」の申請が行えるようになりました。アプリ限定の
楽しい仕掛けも満載です！

アプリからもかすがい健康マイレージに参加できます

【問い合わせ】健康増進課　☎85-6166

ダウンロードは隣りのページの「春ポケ」から！

ハロルド作石チェリッシュタクマ 井原慶子 宮本忠博 鹿島忠 室田伊緒

馬場淳史松村亜矢子内匠慧 萩原智子 田中大貴 飯田みち代 豊本明長

春日井で健康 春日井の魅力発信中！
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2018年2月9日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
33
000
中津川包装工業（株）

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校

〒486-0934
愛知県春日井市長塚町2丁目12番地
TEL:（0568）31-6161（代） FAX:（0568）31-5788

2018年2月23日
春日井ガイドブック
8RB510H0B
60＿61
000
長苗印刷

年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

FAX 052-684-2808

初校




