
磐田市の魅力発信やＰＲに繋がる商品やサービスを返礼品として提供していただく事業者を随時

募集しています。詳しくは市ホームページでご確認ください。 

▶応募資格：本社、営業所のいずれかを市内に有し、市税の滞納がない事業者 

▶対象商品：市内で、生産・製造・加工・サービスの提供のいずれかがされている商品 

▶と き：8月 29日（水）、9月12日（水）・29日（土）、10月 10日（水）・24日（水）、11

月 17日（土）・28日（水）、12月 22日（土）、1月16日（水）、2月9日（土）の

全10回 水・土曜日午後6時30分～8時 00分。 

▶ところ：豊田福祉センター3階大会議室 

▶内 容：ポルトガル語であいさつ、自己紹介などテーマを決めて対話をします。 

日本人と交流の機会が欲しい方、話すのが好きな方など、ポルトガル語を日本人に教える

方を募集します。 

▶申 込：申し込みは電話またはＥメール（ice@iwataice.jp）で磐田国際交流協会（37-4988）へ。

住宅・土地統計調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、平成30年 10月１日を調査

期日として全国一斉に実施されます。 

調査対象となる世帯には、９月中旬から統計調査員が調査書類を配布しますので、調査にご理解・

ご協力をお願いします。 ※パソコンやスマートフォンによる回答も可能です。 

総住民数 169, 976 人 

ブラジル人   4,374 人

2018年 6月末日

ⓒ磐田市 

磐田市イメージキャラクター

◆◇◆ 磐田市では「心と心の通い合うまち」を進めています ◆◇◆

広報いわた 8月号（日本語訳）

ポルトガル語版

8月１7日～9月13日

ふるさと納税返礼品の提案事業者を募集 

問い合わせ先：秘書政策課 Tel：0538-37-4781  Fax：0538-36-8954 
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平成 31年度入学予定児童を対象とした就学時健康診断実施について 

来年度市内小学校へ入学するお子さん（平成24年 4月 2日～平成25年 4月１日生まれ）を対

象とした就学時健康診断を10月から11月にかけて各小学校で実施します。詳細については、9月

以降、郵送にて保護者の方へ通知します。学校により、実施日や受付時間などが異なりますので通知

文書をご確認ください。（磐田市教育委員会ホームページにて日程一覧をご覧いただけます。） 

問い合わせ先：学校教育課 Tel：053８-37-4923 Fax：0538-36-3205 

国民健康保険被保険者証の更新について 

問い合わせ先：国保年金課 Tel：0538-37-4833 Fax：0538-37-4723

現在お使いの国民健康保険被保険者証（クリーム色）の有効期限は、9月30日（日）です。新し

い被保険者証（藤色）は、9月中旬に郵送します。10月 1日（月）からは、新しい被保険者証を使

用してください。なお、古い被保険者証は、ご家庭にて処分してください。 

市税等納期限 ・国民健康保険税（3期） 10 月 1日（月） 

ポルトガル語講座「バチパポ」ボランティア募集！ 

問い合わせ先：（一社）磐田国際交流協会Tel：0538-37-4988 Fax：0538-34-2496 (共有)

住宅・土地統計調査のお知らせ 

問い合わせ先：総務課 Tel：0538-37-4803  Fax：0538-37-4829 



ひと・ほんの庭 にこっとでは、ハローワーク磐田と連携し「にこっとハローワーク（愛称：にこ

ハロ）」を始めます。お仕事探しの窓口としてご利用ください。 

▶と き：毎週水曜日・金曜日 午後 1時 30分～４時30分 

▶ところ：ひと・ほんの庭 にこっと（上新屋304） 

▶対 象：主に子育て中の方 

▶内 容：職業相談・紹介、子育てと両立しやすい求人情報の提供、応募書類の作成・面接のアドバ

イス、各種セミナー・面接会のご案内 など 

▶相談員：ハローワーク磐田 職員 

▶申込 ：申込不要。お気軽にご相談ください。

▶と き：１回目８月29日（水） 19:30～21:00 西庁舎３階301～303会議室 

     ２回目９月２日（日）  19:30～21:00 i プラザふれあい交流室１ 

▶対 象：18歳～35歳の方(高校生不可) 

▶内 容：子ども達に雪とのステキな思い出を作ってもらうイベントのボランティアを募集します！ 

▶参加費：無料 

▶その他：いわたゆきまつりホームページ 

http://iwata-yuki.jimdo.com/ へアクセス。または、「いわたゆきまつり」で検索。 

問い合わせ先：地域づくり応援課 Tel：0538-37-4811 Fax：0538-32-2353

にこっとハローワークをご利用ください 

◆◇◆ 2018 いわた夏まつり花火大会！とき：8月25日（土）19:30～21:00  

荒天時は8月26日（日）に延期  ところ：はまぼう公園付近河川敷 ◆◇◆ 2018年8月 No.157

いわたゆきまつり2019実行委員募集説明会 

問い合わせ先：ひと・ほんの庭 にこっと Tel：0538-36-1711 Fax：0538-36-1713

健幸ないわた・健康長寿を目指して ９月１５日は老人の日、１５日～２１日は老人週間です

敬老事業へ参加しましょう！ 

昭和 26年に「としよりの日・としよりの週間」が始まりました。これが、世論を高める力となり、

全国各地で様々な運動が展開され、平成13年の老人福祉法の改正で９月15日が「老人の日」、同

月21日までが「老人週間」と定められました。 

平均寿命が男女とも80歳を超え、高齢者を取り巻くライフスタイルも大きく様変わりしています。

60歳を過ぎても現役で仕事をされている方や子ども達の登下校の見守りなど地域ボランティアに積

極的に参加されている方が増えています。交流センターを中心に、地域では講座やサークル、イベン

トなど、年間を通して地域活動を行っていますので、是非、この機会に興味のある高齢者の方がいま

したら交流センターに足を運んでみてください。 

 老人週間のみならず、多年にわたり地域や社会に尽力してこられた高齢者を敬い、活力ある長寿社

会の実現に向けて様々な活動を進めていきます。 

問い合わせ先：福祉課（ｉプラザ）Tel：0538-37-4831  Fax：0538-3７-6495

健幸とは･･･ 

 「健康は幸せの源であり、生涯を通

じて健康で生きがいを持ち、幸せな生

活を営んでいる」という考え方による

造語です。健幸には、自ら健康で自立

した生活ができるように努めること

が大切です。 

平成 30年度 市内の長寿の状況 

喜寿（77歳）・・1,872 人（男904人、女968 人）

米寿（88歳）・・・867人（男315人、女552 人）

百寿（100歳）・・・47人（男 10人、女 37人） 

100歳以上・・・・118人（男20人 女 98人） 

＊上記は年度内に年齢に達する方

最高年齢 男 105歳 女 107歳  

＊最高齢者は平成30年 6月 19 日現在



屋外広告物は、街を彩り、様々な情報を与えてくれます。しかし、適切な維持管理がされなかった

ときは、人に被害を与えるものにもなりかねません。 

▶高まる事故のリスク  

屋外広告物は、風や雨、強い日差しなどの厳しい自然環境にさらされています。 

きれいに見えても、気づかぬうちに部材の腐食やゆるみ、劣化が進み、落下、破損、倒壊等の事故を

生じ、取り返しのつかない事態を招くことがあります。 

▶定期的な点検で安全管理を  

看板事故の未然防止のため、定期的に点検を行い、安全管理に努めましょう。 

「危険サイン」を見つけたら、屋外広告業者に点検や補修等を依頼しましょう。早期対応が事故を

防ぎます。 

▶屋外広告物のルール  

屋外広告物の設置にはルールがあります。詳しくは、磐田市ホームページをご覧いただくか都市計

画課までお問い合わせください。 

平成 30年 4月 1日 から、磐田温水プールと福田屋内スポーツセンターでは70歳以上のトレー

ニング室・プール利用料を一部変更しております。夏のプール利用等の際には、磐田温水プール・福

田屋内スポーツセンターを是非ご利用ください。 

【磐田温水プール】【福田屋内スポーツセンター】 

 旧料金 新料金 

プール 

一般 510円 
一般 510円 

70 歳以上 300円 

3 歳以上 

高校生以下 
300円 

３歳以上 

高校生以下 
300円 

トレーニング室 

一般 510円 
一般 510円 

70 歳以上 300円 

中学生以上 

高校生以下 
300円 

中学生以上 

高校生以下 
300円 

施設利用の詳細につきましては、各窓口へお問い合せください。 

2018年8月 No.157

◆◇◆・こまめな水分・塩分補給・カーテンで日射を遮る・冷房を適切に利用し室温に留意するなど、

熱中症に対して十分な対策をとってください。◆◇◆

問い合わせ先：磐田温水プール Tel：0538-33-8855 Fax：0538-33-8857 

福田屋内スポーツセンター Tel：0538-58-3131 Fax：0538-58-3133

磐田温水プール・福田屋内スポーツセンターの利用料について 

９月 10日は『屋外広告の日』です その看板 大丈夫？ 

危険サインのセルフチェック

□  取付（支持）部分のサビ、腐食

□  主要部材の変形、サビ、腐食

□  ブラケットからのサビの汚ダレ

□  看板の傾き

□  パネル板のひび、破損

□    パネル板のがたつき、外れかけ

□  表示面の汚染、変色、剥離

□  照明の正常点灯

□  照明器具の傾き、外れかけ

□  部材･部品の欠落

内照式看板内部の腐食 看板底部の留め具の破損 

柱根元のサビを放置し、倒壊 看板本体からポールへの汚ダレ 

問い合わせ先：都市計画課 Tel：0538-37-4907  Fax：0538-36-2459 

※地震や大型台風の後などは、屋外広告業者に臨時点検を依頼しましょう。



★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 

                                                    ※上記の時間以外は、磐田市立総合病院へ

▶診療時間／9:00～12:00 

★休日救急歯科診療は医師の都合などで変更することがあります。 

確認は、磐田消防署ダイヤル医療情報Tel：0538-37-0124へ。 

担当医師：片桐智也

▶と き：9月 23日（祝）10:00～12:00 

▶ところ：磐田市立総合病院（大久保512-3）Tel：0538-38-5000 

地域連携小児休日診療

夜間・休日急患診療

9月の休日救急歯科診療 

★★★ 外国人情報窓口 ☎0538-37-4785 開庁時間 8:30～17:15 ★★★

2（日） きどがみ歯科医院 磐田市小立野252 0538-36-2378

9（日） キムラ歯科医院 磐田市小中瀬3 0538-66-8311

16（日） 磐田市立総合病院歯科口腔外科 磐田市大久保512-3 0538-38-5000

23（祝） はやし歯科クリニック 袋井市旭町２-４-３８ 0538-44-1182

日曜・祝日・年末年始 毎 日 

診療時間 9:00～12:00 ・ 14:00～17:00 19:30～22:30 

診療科目 内科・小児科・外科 
内科・小児科 

★夜間の外科診療はできません 
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特定初診料・特定再診料・自費診療料の料金改正のお知らせ  

問い合わせ先：市立総合病院医事課 Tel：0538-38-5000 Fax：0538-38-5041 

☆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 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/port/

◆問い合わせ：地域づくり応援課  Tel：0538－37－4811 ／ Fax：0538－32－2353

発行：磐田市役所 地域づくり応援課 地域支援グループ  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：http://www.city.iwata.shizuoka.jp/）

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 

国の診療報酬改定に伴い平成３０年９月１日から次のとおり料金の改正を行います。 

特定初診料は、初診時に他の医療機関から紹介なく受診された場合、特定再診料は、病状が安定し医師

が他の医療機関に文書による紹介を行ったにもかかわらず受診された場合、ご負担いただくようになりま

す。また、自費診療料は、日本の健康保険をお持ちでない場合、１点につき２０円となります。 

特定初診料 [現行] 2,700円（税込み） → 5,400円（税込み）

特定再診料 [現行] なし        → 2,700円（税込み）

自費診療料 [現行] 1点 10円で計算   → 1点 20円で計算 


