６月 1４日〜７月 13 日

ポルトガル語版

広報いわた ７月号（日本語訳）
ⓒ磐田市
磐田市イメージキャラクター

2021 年 7 月 No.192
総住民数
168,885 人
ブラジル人
4,973 人
2021 年 5 月末日

◆◇◆ 磐田市では「心と心の通い合うまち」を進めています ◆◇◆

アンケートへご協力をお願いします！

磐田市に住む外国人市民の方を対象に、アンケートを実施します。
皆様が普段、どのようにして情報を取得しているか、どんな情報を求めているのかなどに
ついて教えてください。皆様の意見を、これからの情報発信に活かしていきたいと思います
ので、回答のご協力をお願いします。
回答は →
ＱＲコードをスマホで読み取ると、回答ページが開きます。
画面に表示される質問に従って回答をお願いします。
回答期間：７月 26 日〜８月 17 日
問い合わせ先：外国人情報窓口（本庁舎１階） TEL：0538-37-4785 FAX：0538-37-5034

重度障害者等防災用具給付事業のお知らせ
申請場所：福祉課（i プラザ３階）
、各支所市民生活課 市民生活グループ
対 象 者：人工呼吸器、酸素濃縮器等の電気式医療機器を使用する重度身体障害者および難病患者。
内
容：非常用電源装置等（発動発電機、蓄電池、DC/AC インバーター
（カーインバーター）等）
、電気式医療機器用外部バッテリー。
持 ち 物：障害者手帳等、医師の診断書、認印、見積書、カタログ。
そ の 他：市役所本庁舎では手続きできませんのでご注意ください。また、購入前の事前申請が
必要です。詳細は、福祉課障害福祉グループへお問い合わせください。
問い合わせ先：福祉課 (ｉプラザ３階) TEL：0538-37-4797 FAX：0538-36-1635

ひとり親家庭のための出張個別相談会
ひとり親家庭の方を対象に職業紹介、求職登録や生活相談、弁護士による養育費等の相談ができ
ます。
時
間：８月 19 日（木）9 時 30 分〜16 時（１人 30 分まで）
場
所：浜松市役所本館３階 32 会議室（浜松市中区元城町 103-2）
定
員：各相談内容毎（先着順）
参 加 費：無料（託児あり：要予約・無料）
申込方法：ひとり親サポートセンター（054-254-1191）へ電話連絡
問い合わせ先：こども未来課(ｉプラザ３階) TEL：0538-37-4896 FAX：0538-37-4631

市税等納期限

・国民健康保険税（2 期）
・個人市県民税（2 期）

8 月３１日（火）

☆いわたホッとライン：携帯電話やパソコンなどでポルトガル語の情報を受け取りましょう！☆
磐田市からのお知らせや、救急医療機関・イベント情報を配信するシステムです。登録手順は、
こちらをご覧ください。 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/1005523.html.
Tel：0538-37-4811／Fax：0538-32-2353
◆問い合わせ：地域づくり応援課
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いわた ICE 地域日本語教室
磐田国際交流協会（ＩＣＥ）が、磐田市内で日本語教室を行っています。日本語を身につける事がで
きます。そして、外国人のなかまと出逢える、日本人と交流が出来る場所です。８月〜10 月の期間
は、以下のチラシのとおり開催しますので、ご興味がある方は、問合せ先までご連絡ください。

問い合わせ先：磐田国際交流協会

TEL：0538-36−8381

FAX：0538-36-8383
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非課税者・家計急変者を対象に子育て世帯へ、新たな給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、低所得の子育て世帯の支援を行
うため、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）を支給します。
※ひとり親世帯への子育て生活支援特別給付金は別途申請を受け付けています。
■支給対象者
次の①養育要件、②所得要件の両方にあてはまる方
①令和３年３月 31 日時点で、18 歳未満の児童（障害児の場合、20 歳未満）を養育する父母等
（※令和３年４月１日から令和４年２月 28 日までに生まれた新生児等も対象になります。
）
②非課税者 令和３年度の住民税（均等割）が非課税の方
または
家計急変者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月１日以降の収入が急変し、
令和３年度の住民税（均等割）が非課税の方と同様の収入になったと認められる方
■給付額
児童 1 人当たり一律 5 万円
■給付金の支給手続き

申請不要で給付金が受け取れる方(８月 20 日までに支給予定)
非課税者のうち
ア 中学生以下のお子さんがいて、児童手当を受給している方
⇒ 児童手当の振込口座へお振込みします。 申請不要
イ 中学生以下のお子さんはいないが、障害児を養育し、特別児童扶養手当を受給している方
⇒ 特別児童扶養手当の振込口座へお振込みします。 申請不要
ウ 新生児が生まれた方
⇒ 児童手当の申請時に指定した振込口座へお振込みします。申請不要
※児童手当または特別児童扶養手当で登録している口座を解約している場合や、氏名の順番を
変更した場合など、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込口座を変更する手続
きが必要です。

申請が必要な方(申請期間：令和３年８月 20 日〜令和４年２月 28 日)
非 課 税者

のうち 高校生年代のお子さんのみを養育している方

家計急変者

すべての方

未 申 告者

（令和３年度の住民税が未申告の方）のうち

申告した場合、非課税となる方

⇒ 申請書に記入し、必要書類を添えて、こども未来課へ提出してください。申請必要
※給付金は、申請日の翌月末に支給します。
必要事項を申請書（市ホームページからダウンロード可）に記入し、提出書類を添えて、直接ま
たは郵送でこども未来課給付金担当（〒438-0077

磐田市国府台 57-7）へ提出してください。

詳細については、市ホームページをご確認いただくか、こども未来課へお問い合わせください。

お問い合わせ： こども未来課（i プラザ３階）TEL: 0538-37-4896 FAX 0538-37-4631

★★★ 外国人情報窓口 ☎0538-37-4785 開庁時間 8:30〜17:15 ★★★
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結核・肺がん・大腸がん検診 （豊岡地区）
対

象：磐田市に住所を有する４０歳以上の方（年度末）

受診費用：結核健診、肺がん検診（胸部レントゲン撮影） 無料、大腸がん検診（検便） 500 円
喀痰検査希望者 700 円 但し、受診日の年齢が７５歳以上の方は 500 円
◎豊田地区巡回日程表

日程

会 場
宮之一色公民館
8月23日(月)
森下自治会館
富丘下原公会堂
豊田東交流センター
8月24日(火)
赤池自治会館
青城交流センター
東原東公会堂
8月27日(金)
気賀東公会堂
富岡交流センター
8月31日(火)
匂坂西薬師堂
七蔵新田文化センター
9月3日(金)
池田交流センター

受付時間
１４：００−１４：２０
１５：００−１５：２０
９：００−９：５０
１０：３０−１１：２０
１３：００−１３：５０
１４：３０−１５：２０
１４：００−１４：２０
１５：００−１５：５０
１４：００−１４：５０
１５：３０−１５：５０
１４：００−１４：２０
１５：００−１６：２０

日程

会 場
中野戸公会堂
9月8日(水)
上新屋公会堂
海老塚公会堂
森本上公会堂
9月9日(木)
一言北原公会堂
井通交流センター
東原西会館
9月14日(火) 加茂東公会堂
下本郷公民館
池田交流センター
立野屋台蔵
9月17日(金)
気子島公民館

受付時間
１３：３０−１４：２０
１５：００−１５：５０
９：００−９：５０
１０：３０−１１：２０
１３：００−１３：５０
１４：３０−１５：２０
９：００−９：５０
１０：３０−１１：２０
１３：００−１４：２０
１０：００−１１：２０
１３：００−１３：２０
１４：３０−１４：５０
アミューズ豊田東側入口 １５：３０−１６：５０

問い合わせ先：健康増進課(ｉプラザ３階) TEL：0538-37-2011 FAX：0538-35-4586

夜間・休日急患診療

★急患センターでの診療は急で比較的軽い症状の受診になります。
▶ところ：磐田市急患センター（上大之郷 51）Tel：0538-32-5267

受付時間

日曜・祝日・年末年始
8:45〜11:30 ・ 13:45〜16:30

毎 日
19:15〜22:00

診療時間

9:00〜12:00 ・ 14:00〜17:00

診療科目

内科・小児科・外科

19:30〜22:30
内科・小児科
★夜間の外科診療はできません
※上記の時間以外は、磐田市立総合病院へ

生ゴミはしっかりと水切りを
皆さんが排出する家庭ごみの約３割が生ごみです。
生ごみは水分を多く含んでいるため腐敗や悪臭の主な原因となっています。生ごみの水切りを行えば嫌な臭いが減
り、ごみが軽くなってごみ出しもラクになります。生ごみは出す前にギュッとひと絞りしてごみを減らしましょう。
ごみ収集作業員のマスク着用について
ごみ収集作業では、引き続き新型コロナウイルス感染防止に細心の注意を払いながら業務を行っています。
なお、気温・湿度の高い中での作業であり、熱中症防止のため収集作業員はマスクを外して作業する場合が
あります。ご理解お願いします。

問い合わせ先： ごみ対策課(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内)

TEL: 0538-37-4812 FAX: 0538-36-9797

発行：磐田市役所 地域づくり応援課 地域支援・青少年育成グループ
TEL：0538-37-4811
広報広聴・シティプロモーション課 TEL：0538-37-4827 〒438-8650 磐田市国府台 3-1
★磐田市役所のいろいろな取り組みのひとつとして、広報いわたを通じて、日常生活に必要な情報をポルトガル語
で提供しています（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでもご覧になれます：https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/info/index.html）
広報をよりよくしていくために、みなさまの声をお聞かせください：chiiki-ohen@city.iwata.lg.jp

