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●内容の分類について
　�情報BOXは内容により「　お知らせ」「　募集」「　催し」の3つに分けてあります。
子どもを対象としたものには マークが付いています。
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高齢者のおむつ代に係る医療費控除・障害者控除証明書の発行知
おむつ代に係る医療費控除

　前年におむつの医療費控除を受けた方で、介護保険法に基づく「主治医意
見書」により引き続き、おむつの使用が必要であると確認できる方は、医師
が発行する「おむつ使用証明書」がなくても、市が発行する確認書により、
おむつ代が医療費控除の対象として認められます。　※今年初めておむつ代
の医療費控除を申告する方や介護認定されていない方は、医師が発行する

「おむつ使用証明書」で申告してください
高齢者（65歳以上）の障害者控除

　介護認定されている65歳以上の方で、介護保険法に基づく「主治医意見
書」および「認定調査票」により、「6カ月以上にわたり寝たきりの状態」
もしくは「知的障害者に準ずる者」として確認できる方は、市が発行する認
定書により障害者控除の適用が受けられます。　※当日発行できない場合も
あります
問高齢者支援課☎37-4869　ＦＡＸ37-6495

入札参加資格など申請の受付知
　市との取り引き（入札、見積もりなど）を希望される事業者は、希望の内
容に応じた申請、各種参加登録をしてください。受付方法などはホームペー
ジをご確認ください。（①、②の郵送による受付の期限は2月7日㈮まで　※
消印有効）
①建設業関連業務委託（測量・設計コンサルタントなど）入札参加申請および

小規模修繕参加登録（見積金額50万円以下の建設業に関する修繕）
ア令和2・3年度分（2年に1度）：▶受付期間／ 1月15日㈬〜 2月14日㈮　▶
有効期限／令和2年4月1日〜令和4年3月31日　イ令和元年度追加分：▶受付
期間／ 2月14日㈮まで　▶有効期限／登録日〜令和2年3月31日
②建設工事・物品製造等（物品販売、リース、役務提供）入札参加申請

令和元年・2年度追加分：▶受付期間／ 2月14日㈮まで　▶有効期限／登録
日〜令和3年3月31日

③物品製造等見積参加（提出）登録
令和元年・2年度追加分：▶受付期間／随時受付　▶有効期限／登録日〜令
和3年3月31日
問契約検査課☎37-4802　ＦＡＸ33-9200

市役所のお仕事説明会（2021年卒対象）知
　磐田市職員としての仕事のやりがいや、地元で働くことの喜びなどを知っ
てもらうため、現役職員が市役所の仕事や自身の経験談を紹介します。
▶とき／ 1月6日㈪　午後1時30分〜 3時　▶ところ／本庁舎4階大会議室　
▶対象／ 2021年3月卒業予定の学生（家族も可）　▶内容／市役所の仕事

（事務職員、土木・建築技術職員、保健師、保育士・幼稚園教諭）
について、ブースを設け説明します　▶申込／ 12月24日㈫ま
でに電子申請で　▶その他／この説明会は、採用選考活動では
ありません
問職員課☎37-4807　ＦＡＸ37-4829

令和2年度小学校
入学説明会・体験入学知

　来年度に市内の小学校へ入学する
方（平成25年4月2日〜平成26年4月
1日生まれ）を対象に、各小学校で
入学説明会・体験入学を1月末から
2月に実施します。
　日程などは、就学時健康診断で案
内するか、または1月に各家庭に配
付します（各小学校によって通知方
法が異なります）。詳しくは、各小
学校にお問い合わせください。
問学校教育課☎37-2760　ＦＡＸ36-3205

▲電子申請

若年がん患者の方への
支援事業がスタート知

　若年がん患者の方の社会参加を応
援し、より良い療養生活となるよう
下記の事業に対し費用の一部を助成
します。条件など詳しくは、健康増
進課へお問い合わせください。

妊孕
よう

性温存治療支援
▶対象／ 40歳未満　▶内容／妊娠
の可能性を残しておくための治療に
対する助成　▶補助上限額／①精子
の採取凍結　2万円　②卵子・卵巣
組織の採取凍結、卵子の採取、胚

はい

（受精卵）の凍結　40万円
医療用補整具購入支援

▶対象／全年齢　▶内容／ウィッグ
や乳房補整具の購入に対する助成　
▶補助上限額／①ウィッグ　2万円　
②乳房補整具　ア補整下着　2万円　
イ人工乳房　10万円　※アイのい
ずれか一方

在宅療養生活支援
▶対象／ 40歳未満　▶内容／居宅
サービスや福祉用具の購入などに対
する助成　※サービス費用などの1
割および上限を超えた金額は自己負
担　▶補助上限額／①居宅サービス　
月額5万円　②福祉用具貸与　月額
3万円　③福祉用具購入　1人5万円
問健康増進課☎37-2011　ＦＡＸ35-4586
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●電話番号表記について
　�旧磐田市・旧福田町・旧竜洋町・旧豊田町の市外局番「0538」の表記は
　省略し、旧豊岡村の「0539」については表記しています。
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確定申告用納付済額
通知書の郵送知

　2019年中に納付された、国民健
康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の納付額をお知らせする

「確定申告用納付済額通知書（はが
き）」を1月下旬に郵送します。
　国民健康保険税と後期高齢者医療
保険料は国保年金課から、介護保険
料は高齢者支援課から郵送します。
　なお、国民健康保険税は納税義務
者（世帯主）宛てに郵送します。
※年金からの天引き（特別徴収）の
みで納付された方は、通知書の送付
は行いません。日本年金機構から送
付される「公的年金等の源泉徴収
票」で納付額をご確認ください
※遺族年金・障害年金から天引きさ
れている方は、「公的年金等の源泉
徴収票」は送付されませんので、市
から納付済額通知書を郵送します
問国保年金課☎37-4863　ＦＡＸ37-4723
　高齢者支援課
　☎37-4769　ＦＡＸ37-6495

年末年始のごみの搬入知
　12月31日㈫〜 1月5日㈰の期間、クリーンセンターが休場となります（リ
サイクルステーションは1月4日㈯まで）。また中遠広域粗大ごみ処理施設は、
12月28日㈯〜 1月5日㈰の期間休場します（詳しくは3ページ参照）。

クリーンセンターへのごみの搬入
　例年この時期は施設を利用される
方が多く、渋滞などが発生し、ご不
便ご迷惑をお掛けしています。12月
29日㈰・30日㈪と1月6日㈪は渋滞が
発生した場合、施設への搬入経路を
右図のとおり一方通行に規制します。
　混雑解消のため、少量のごみは家
庭ごみ収集カレンダーに従って、地
域のごみ集積所に出していただくようご理解とご協力をお願いします。

リサイクルステーション臨時開設について
　混雑緩和のため、12月29日㈰・30日㈪は、厚生会館駐車場で回収を行い
ます。

施設別の受け入れごみ

施設名 ごみの種類 費用

クリーンセンター 可燃ごみ 有料
（10kg 157 円）

リサイクル
ステーション

プラスチック製容器包装（指定袋に入れ
る）、空き缶（スプレー缶を含む）、空き
びん、ペットボトル、廃食用油（植物性
に限る）、古紙、古着（汚れた衣類は除
く）、有害ごみ（乾電池 ･ 蛍光管）、使い
捨てライター

無料

中遠広域粗大ごみ
処理施設 金物・小型電化製品、有害ごみ、埋立ごみ 有料

問ごみ対策課☎37-4812　ＦＡＸ36-9797

年末年始のし尿汲み取り知
　し尿汲み取り業者の年末年始のお休みは下記のとおりです。年内の汲み取
りを希望される方は、下記申込期限までにお申し込みください。

地区名 業者名 電話番号 申込期限 お休み

磐田
㈲磐田クリーンサービス ☎32-3813 12月24日㈫

12月29日㈰〜
1月5日㈰

㈱ハシモト ☎36-0031 12月25日㈬

福田
竜洋
豊田

磐南浄化槽㈱ ☎36-0051 12月24日㈫

豊岡 天竜二俣清掃㈱ ☎053-544
-6688 12月27日㈮ 12月28日㈯〜

1月5日㈰

問ごみ対策課☎37-4812　ＦＡＸ36-9797

国民健康保険の
医療費について知

　11・12月診療分の医療費通知は、
来年3月上旬に送付の予定です。確
定申告および市県民税申告の申告時
期には間に合いませんので、医療費
控除は領収書に基づいて「医療費控
除の明細書」を作成し、申告書への
添付をお願いします。なお、医療費
通知の再発行は行っておりません。
※確定申告は、磐田税務署へお問い
合わせください
問国保年金課☎37-4833　ＦＡＸ37-4723
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●ページ番号検索について
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コンビニ・文化振興センターの証明発行を一時休止知
　市ではマイナンバーカードを利用して、コンビニでの証明発行サービスを
行っています。また文化振興センターでは毎週土・日曜日、祝日の午前9時
から午後5時まで証明発行を行っています。
　これらのサービスについて下記の期間、証明書交付サービスを停止します。
ご理解とご協力をお願いします。
▶とき／①12月29日㈰〜 1月3日㈮　※年末年始の業務停止のため　②1月
18日㈯　※ネットワーク更新のため
問市民課☎37-4816　ＦＡＸ37-2871

2020年農林業センサスにご協力ください知
　全国一斉に“農林業の国勢調査”といわれる「2020年農林業センサス」を
実施します。この調査は、令和2年2月1日現在で、国の農林業・農山村地域
の実態を明らかにする最も基本的な調査です。1月中旬から農林業に従事さ
れる方のところに調査員が訪問し、調査票に農林業の経営状況などの記入を
お願いしますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、ご提出いただく
調査票については、統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されます。
問総務課☎37-4803　ＦＡＸ37-4829

市立総合病院　面会時はインフルエンザにご注意ください知
　インフルエンザの流行は、例年11月から3月ごろまで続きます。この時期
は病院内に対するインフルエンザウイルスの持ち込みや持ち出しを少しでも
防げるように、不要不急な面会はご遠慮いただき、来院される際は、マスク
の着用と手洗いを行っていただくようご協力をお願いします。
問市立総合病院感染対策室☎38-5000㈹　ＦＡＸ38-5050

鮫島海岸駐車場付近「初日の出」観覧自粛のお願い知
　毎年、鮫島海岸駐車場に車を止め、初日の出をご覧になる方が多くいます
が、12月現在、台風19号の影響で護岸が崩れて駐車場周辺は大変危険な状
態が続いています。
　このため、鮫島海岸駐車場付近での初日の出の観覧を自粛していただくよ
うお願いします。
問農林水産課☎37-4813　ＦＡＸ37-1184

ノロウイルス食中毒にご注意ください知
　冬季はノロウイルスが大流行します。食中毒防止のためのポイントをお知
らせします。①食事の前、調理の前、帰宅時、トイレの後には、石けんでし
っかり手を洗いましょう。ノロウイルス食中毒の大半は、調理する人の手に
ウイルスが付いていたことが原因です　②下痢・嘔吐の際は、1000ppmの次
亜塩素酸ナトリウムで消毒しましょう。消毒者が感染しないように使い捨て
手袋、マスクで身を守りましょう　③85℃〜 90℃で90秒間、食材をしっか
り加熱しましょう。二枚貝にはノロウイルスがいることがあるので、中まで
しっかり火を通しましょう。
問県西部保健所衛生薬務課☎37-2245　ＦＡＸ37-2603

国の教育ローン
（日本政策金融公庫）知

　高校、大学などへの入学時・在学
中にかかる費用を対象とした公的な
融資制度です。子ども1人に付き、
350万円以内を固定金利年1.66％

（11月1日現在）で利用でき、在学
期間内は利息のみの返済とすること
ができます。
　詳しくは、「国の教育ローン」で
検索いただくか、教育ローンコール
センターへお問い合わせください。
問教育ローンコールセンター
　☎0570-008656・03-5321-8656

フードドライブ事業に
ご協力を知

▶とき／ 1月6日㈪〜 31日㈮　▶と
ころ／磐田市社会福祉協議会（i

あい

プ
ラザ1階）前に設置している回収ボ
ックス　▶対象品／穀類（米・麺類）、
保存食品（缶詰・瓶詰）、インスタ
ント食品、調味料な
ど　▶注意事項／常
温で保存ができ、賞
味期限が2月末日以
降で破損のない未開封のもの
問福祉課☎37-4797　ＦＡＸ36-1635
　磐田市社会福祉協議会
　☎37-9617　ＦＡＸ37-4866

年末の交通安全県民運動知
　日没が早い冬の時期は、夜間の交
通事故が増加します。ドライバーの
方は、夕方4時には必ずライトを点
灯して、確実に安全を確認してくだ
さい。また夜間外出時は、反射材や
明るい色の服などを着
用して、ドライバーに
早く発見してもらえる
よう工夫しましょう。
▶とき／ 12月15日㈰〜 31日㈫
問地域づくり応援課　
　☎37-4751　ＦＡＸ32-2353
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若者就労支援
サポーター養成研修催

▶とき／ 1月11日㈯　午後1時30分
〜 4時　▶ところ／ワークピア磐田　
視聴覚室　▶対象／若者の支援に関
心のある方　▶内容／働くことに悩
みを抱える若者のサポーターを養成
する研修です。自分のできる範囲で、
若者を見守ってくださる方の参加を
お待ちしています　▶参加費／無料　
▶申込／不要。当日、直接会場へ
問NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡
　☎・ＦＡＸ37-1351　

磐田市急患センター
看護師募集募

▶資格／看護師、准看護師　▶業務
内容／臨時職員として診療補助など
を行う　▶勤務時間／シフト制　夜
間（毎日）午後7時〜 11時、日曜日、
祝日、年末年始　午前8時30分〜午
後5時30分（休憩1時間）　▶時給／
1,750円　▶手当／時間外手当（15
分単位で支給）、通勤手当（2㎞以
上で支給）　▶その他／有給休暇、
労災保険あり。応募など詳しくは電
話で健康増進課へ
問健康増進課☎37-2011　ＦＡＸ35-4586

干支のガラス絵を描こう　催
▶とき／ 1月4日㈯　①午前10時〜
②午後1時30分〜　▶ところ／新造
形創造館つくるっぺい　▶対象／小
学生（低学年は保護者同伴）　▶内
容／ガラス絵は描いた絵具がガラス
で保護されるのでいつまでも美しく
輝きます。来年の干支であるネズミ
の絵を描きます　▶定員／各回8人　
▶参加費／ 600円　▶持ち物／手拭
き用タオル、汚れてもよい服装　▶
申込／直接または電話で新造形創造
館へ
問新造形創造館　
　☎33-2380　ＦＡＸ33-2382

歴史文書館第23回企画展と歴史学習会催
第23回企画展「鉄道と磐田　―駅・東西路と南北路の交差―」

▶とき／1月11日㈯〜19日㈰　午前9時〜午後6時（土・日曜日は午後5時まで）　
▶ところ／中央図書館展示室　▶内容／歴史文書館での展示に加え、磐田駅
舎の写真・二俣線のダイヤグラム（昭和30 〜 40年代）などを展示します　

歴史学習会「鉄道と磐田」
▶とき／ 1月18日㈯　午後1時30分〜 3時　▶ところ／中央図書館2階視聴覚
ホール　▶講師／佐藤清隆（当館職員）　▶定員／ 100人程度　▶参加費／無
料　▶申込／不要。当日、直接会場へ
問歴史文書館☎66-9112　ＦＡＸ66-9722

ページ番号：1007571

やさしい健康教室催
▶とき／ 1月16日㈭　午後3時〜 4時　▶ところ／市立総合病院2階講堂　▶
対象／成人　▶内容／肺がんの外科治療　▶講師／市立総合病院呼吸器外科
部長　望月孝裕　▶定員／ 90人　▶参加費／無料　▶持ち物／筆記用具　
▶申込／不要。当日、直接会場へ
問市立総合病院健診センター☎ 38-5031　ＦＡＸ 38-5059

野生鳥獣被害対策研修会催
▶とき／ 1月17日㈮　午後1時30分〜 4時　▶ところ／豊岡東交流センター　
▶内容／野生鳥獣の生態や被害防止対策などの知識・技術を習得する研修会　
▶講師／静岡県農林技術研究所森林・林業研究センター上席研究員　水

みず

井
い

陽介
氏　▶定員／先着50人　▶参加費／無料　▶持ち物／筆記用具、帽子　▶申
込／ 1月6日㈪〜 15日㈬に直接または電話で農林水産課（西庁舎1階）へ
問農林水産課☎37-4813　ＦＡＸ37-1184

ページ番号：1007601

高校生と企業を結ぶ合同企業説明会の参加企業募集募
▶とき／ 3月19日㈭　午後1時30分〜 4時　▶ところ／袋井市総合センター（袋
井市新屋1-2-1）　▶対象／ 2021年3月卒業予定の高校生を採用予定の企業　▶
定員／ 50社（申し込み多数の場合、調整あり）　▶参加費／無料　▶申込／ 1
月31日㈮までに会社名、所在地、担当者名、電話番号、メールアドレスをFAX
またはEメール（sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp）で袋井市産業政策課へ
問袋井市産業政策課☎44-3136　ＦＡＸ44-3179　
　経済観光課☎37-4819　ＦＡＸ37-5013

ページ番号：1006234

いわた・ふくろい就職フェア参加企業募集募
▶とき／ 4月3日㈮　午後1時〜 4時　▶ところ／アミューズ豊田　▶対象／
2021年3月卒業予定の学生を採用予定の磐田･袋井市内または近隣地域に事業
所のある企業　▶内容／ブースの設置、学生へ企業説明など　▶定員／ 70社
程度（申込多数の場合は抽選）　▶参加費／磐田・袋井商工会議所、磐田市・
浅羽町商工会会員5,000円、非会員10,000円　▶申込／ 1月31日㈮までに市ホ
ームページ掲載の出展申込専用フォームで
問磐田商工会議所☎32-2261　ＦＡＸ32-2264
　磐田市商工会☎36-9600　ＦＡＸ35-4859

ページ番号：1006162

ページ番号：1006272
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▶とき／ 1月19日㈰　①午前10時〜
正午　②午後2時〜 4時　▶ところ
／ワークピア磐田多目的ホール　▶
内容／ワークピア磐田のグランドピ
アノ「ベーゼンドルファー」で子ど
もから大人までさまざまな年齢の方
が腕前を披露する発表会の観覧です。
今回はアンサンブルの演奏や合唱も
あります　▶参加費／無料　▶申込
／不要。当日、直接会場へ
問ワークピア磐田
　☎36-8381　ＦＡＸ36-8383

歴史講座「鎌倉仏教誕生前夜」催
▶とき／ 1月25日㈯　午後1時〜 4時30分　▶ところ／磐周教育研究所・ソ
フィア（国府台489-1）　▶対象／成人　▶講師／山本義孝氏（日本宗教学
会会員・日本山岳修験学会理事）　▶定員／先着100人　▶参加費／ 300円

（受講料・資料代）　▶持ち物／筆記用具　▶申込／直接または電話でふれあ
い交流センターへ
問ふれあい交流センター☎32-5028　ＦＡＸ34-2613

がんサロン「なごみ」催
▶とき／ 1月24日㈮、3月27日㈮　午後1時30分〜 3時30分　▶ところ／市立
総合病院　周産期母子医療センター講堂　▶対象／がん患者や家族　▶内容
／患者やご家族が自由に集い、語り合う場です。医療者によるミニレク
チャーもあります　▶参加費／無料　▶申込／不要。当日、直接会場へ
問市立総合病院がん相談支援センター☎38-5286　ＦＡＸ38-5050

ジュエリー講座「ホチキスと革でつくるアートなブローチ」催
▶とき／ 1月19日㈰　午後1時〜 4時30分　▶ところ／新造形創造館つくる
っぺい　▶内容／革のパーツにホチキス、カラースプレーなどを使いジュエ
リーを作ります　▶定員／ 10人　▶参加費／ 4,000円　▶持ち物／エプロン、
ホチキス　▶申込／直接または電話で新造形創造館へ
問新造形創造館☎33-2380　ＦＡＸ33-2382

専門家による無料合同相談会催
▶とき／ 2月1日㈯　午前10時〜午後3時　▶ところ／浜松市市民協働センタ
ー 2階（浜松市中区中央1-13-3）　▶内容／相続、経営、離婚、金銭、不動産
トラブルなどの相談を受け付けます　▶申込／不要。当日、直接会場へ
問東海税理士会静岡県支部連合会☎054-253-7080（平日午前9時〜午後5時）

図書館法律セミナー「やさしい相続と遺言の話」催
▶とき／ 2月1日㈯　午後1時30分〜 3時30分　▶ところ／中央図書館2階視聴
覚ホール　▶対象／ 18歳以上　▶内容／昨年、遺産相続に関する「民法及び
家事事件手続法の一部を改正する法律」「法務局における遺言書の保管等に関
する法律」が成立・公布されました。弁護士から大きく変わった相続のルー
ルを具体的な事例を交えながら学びましょう　▶定員／先着80人　▶参加費
／無料　▶申込／ 12月25日㈬午前9時から直接または電話で中央図書館へ
問中央図書館☎32-5254　ＦＡＸ32-5154

学校給食試食会催
▶とき／ 3月11日㈬　午前10時30分〜午後0時30分　▶ところ／大原学校給
食センター（大原2923-1）　▶対象／市内在住・在勤の方　▶内容／学校給
食試食、展示・施設見学、講話　▶定員／ 15人（抽選）　▶参加費／ 297円

（試食代）　▶持ち物／箸　▶申込／ 2月10日㈪までに電話で学校給食課へ　
▶その他／同時申し込み3人まで。抽選結果は郵送でお知らせします
問学校給食課☎37-4780　ＦＡＸ36-1517

ページ番号：1007592

野鳥観察会催
鶴ケ池

▶とき／ 1月18日㈯　午前9時30分
〜正午（雨天中止）　▶ところ／鶴
ケ池東側のあずまや付近　▶内容／
冬の鶴ケ池ではカモ類や渡り鳥を見
られることがあります。散策をしな
がら心地よい時間を過ごしませんか　
▶講師／静岡県環境学習指導員　▶
参加費／無料　▶持ち物／防寒服、
双眼鏡など（持っている方）　▶申
込／不要。当日、直接会場へ　▶そ
の他／小学3年生未満は保護者同伴
問環境課☎37-4874　ＦＡＸ37-5565

桶ケ谷沼
▶とき／ 1月19日㈰　午前9時30分
〜正午　▶ところ／桶ケ谷沼ビジタ
ーセンターと桶ケ谷沼周辺　▶内容
／ビジターセンターで野鳥の話を聞
いた後、桶ケ谷沼でマガモやトモエ
ガモなどの水鳥を観察します　▶参
加費／無料　▶持ち物／防寒服、双
眼鏡など（持っている方）　▶申込
／ 1月18日㈯までに直接または電話、
FAXで桶ケ谷沼ビジターセンター
へ　 ※ 受 付 は 午 前9時 〜 午 後5時　
▶その他／小学生以下は保護者同伴
問桶ケ谷沼ビジターセンター
　☎39-3022　ＦＡＸ39-3023




