
夜間・休日に急に発病したら
磐田市急患センターへ
▶ところ／上大之郷 51

【夜間（毎日）】
▶とき／午後 7時 30 分～ 10 時 30 分
　※上記の時間以外は市立総合病院へ
▶診療科目／内科・小児科

【日曜・祝日】
▶とき／午前 9時～正午、午後 2時～ 5時
　※上記の時間以外は市立総合病院へ
▶診療科目／内科・小児科・外科
問磐田市急患センター☎ 32-5267

▶とき／ 12月 24 日㈰ 午前 10 時～正午
▶担当医／片桐 智也 医師
▶ところ／市立総合病院（大久保 512-3）
問市立総合病院☎ 38-5000

平日（月～金曜） 午後6時～翌朝8時 
土曜  午後1時～翌朝8時 
休日（日祝年末年始） 午前8時～翌朝8時
固定電話（プッシュ回線）、携帯電話

局番なしの#8000
IP電話、固定電話（ダイヤル回線）

☎ 054-247-9910 へ

▶診療時間／午前 9時～正午
　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☎ 37-0124へ

とき 歯科医院名・住所 電話番号
3日㈰ 山口歯科医院

（草崎 845） ☎ 37-0114

10日㈰ やまなか歯科医院（大立野 178） ☎ 37-1721

17日㈰ 磐田市立総合病院歯科口腔外科
（大久保 512-3） ☎ 38-5000

24日㈰ 休日救急歯科診療はありません

30日㈯
野末歯科医院
（袋井市下山梨 2001-5） ☎ 49-1110

山田歯科医院
（森町森 2124-7） ☎ 85-2782

31日㈰ 西尾歯科医院（中泉 1944-1） ☎ 32-2614

市役所での相談
問　市民相談センター　☎37-4746

弁護士法律相談

 7 日㈭
10 日㈰
14 日㈭
21 日㈭

13:30～
17:00

※ 定員7組。予約制（予約受付は開催日の1週間前
の木曜日から。予約は原則電話のみ 受付8:30
～17:15）10日㈰の予約は11月30日㈭から。
司法書士

相続・登記相談
県司法書士会浜松支部主催

 5 日㈫
19 日㈫

13:30～
16:30

※ 定員6組。予約制（11月27日㈪から予約受付。
予約は原則電話のみ 受付8:30～17:15）

公証人
遺言・約束相談 26 日㈫ 13:30～

16:00
※ 定員6組。予約制（12月11日㈪から予約受付。
予約は原則電話のみ 受付8:30～17:15）

人権身の上相談  7 日㈭ 9:00～
12:00

行政相談
本庁舎 11 日㈪ 13:00～

15:00福田支所 25 日㈪
問　消費生活センター　☎37-2113
消費生活相談
（電話可）

毎週月～
金曜日

★8:30
～17:00

問　交通事故相談室　☎37-2112
交通事故相談
（電話可）

毎週月～
金曜日

★8:30
～17:00

問　国保年金課　☎37-4833
年金相談

本庁舎 1階第 1会議室 21 日㈭

★10:00
～15:00

年金相談
浜松市浜北区役所

 5 日㈫
26 日㈫

年金相談
浜松市天竜区役所  7 日㈭

問　外国人情報窓口　☎37-4785

外国人情報窓口 毎週月～
金曜日

8:30～
17:15

iプラザでの相談

問　福祉課　☎37-4919

身体障害者相談
竜洋支所 205 会議室 14 日㈭

13:30～
15:30

知的障害者相談
ふれあい交流室 13 日㈬ 19:00～

21:00

精神障害者相談会
ボランティア会議室 1 14 日㈭

13:30～
15:30

問　子ども相談室　☎35-4317

子ども相談 毎週月～
金曜日

8:30～
16:45

問　女性相談室　☎37-4844

女性相談 毎週月～
金曜日

9:00～
17:00

問　社会福祉協議会　☎37-9617

ボランティア相談
（社協本所・全支所）

毎週月～金曜日
★8:30～17:15
   16:45まで受付

心配ごと相談
（社協本所・全支所）

毎週月～金曜日
★8:30～17:15
   16:45まで受付

結婚相談

 9 日㈯
24 日㈰

9:00～
11:15

20 日㈬ 18:00～
20:15

市立総合病院での相談

問　市立総合病院　☎38-5000

がん相談
☎ 38-5286（直通）

毎週月～
金曜日

8:15～
16:45

よろず医療相談 毎週月～
金曜日

8:15～
16:45

ワークピア磐田での相談
問　ワークピア磐田　☎36-8381
外国人総合相談
コーナー

毎週月・金曜日
★9:00～16:30

職業総合相談
毎週火～土曜日
★9:00～17:00
水曜日／13:00～
17:00、18:00～21:00

内職相談 毎週火・木曜日
★9:00～16:00

はじまり 
窓口

（ 専門家
創業相談）
※要予約
☎30-6255

経営コンサルタント  毎週月曜日
10:00～／11:30～
中小企業診断士  毎週月曜日
13:00～／14:30～
税理士  毎週水曜日
13:00～／14:30～
キャリアコンサルタント  5日㈫／19日㈫
18:00～／19:30～
フードコンサルタント  9日㈯
9:00～／10:30～

その他の機関の相談
問　磐田地区労福協　☎32-2706
弁護士法律相談 23 日㈷ 14:00～

17:00
※定員6組。予約制（予約受付は毎月1日から）
問 ライフサポートセンター中東遠
 ☎33-3715（電話相談のみ）
暮らしの中の
何でも相談

毎週月～
金曜日

9:00～
17:00

問 県西部健康福祉センター
 ☎37-2252（※要予約）
精神保健福祉
総合相談 21 日㈭ 13:00～15:30
ひきこもり
個別相談

※ 定員2組

14 日㈭ 13:00～15:00～

28 日㈭ 9:30～
11:00～

高次脳機能障害
医療等総合相談 18 日㈪ 13:10～

17:00
問 県認知症コールセンター
 ☎054-564-9042（電話相談のみ）

認知症コールセンター 毎週月・木・土曜日
10:00～
15:00

市民の相談・意見などの総合的な窓口として、市民相談センター（市役所本庁舎 1階☎0538-37-4746） をご利用ください。
★は 12:00 ～ 13:00 を除く　※原則、祝日は休み（結婚相談を除く）

夜間・休日急患診療

地域連携小児休日診療

静岡こども救急電話相談 12月の休日救急歯科診療
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