●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。

ページ番号：1004704

肺炎の予防接種費を助成しています

ページ番号：1001766

知

令和元年度対象者の予防接種期間は3月31日㈫まで

中学3年生の皆さんに「こども
医療費受給者証」を送付します

「こども医療費受給者証」の有効期

案内を郵送しています。接種を希望される方はお早めに接種してください。

限は3月31日㈫です。対象の方には、

予診票を紛失された方、年度途中に転入された方（どちらも過去に肺炎球菌

新たに4月1日㈬から使用できる高校

ワクチン〈ニューモバックス〉を接種していない方に限る）は、予診票を発

生年代用の受給者証（桃色）を3月

行しますので、健康増進課へご連絡ください。対象年齢、協力医療機関は、

末日までに送付しますので、差し替

市ホームページをご覧いただくか、健康増進課へお問い合わせください。

えをお願いします。なお高校生年代

問健康増進課☎37-2011

になると、通院1回、入院1日に付き

ＦＡＸ35-4586
ページ番号：1001773

知

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

500円の自己負担があります。
問こども未来課

し、就職に役立つ技能や資格取得のために指定講座を受講した費用の一部を

知

ページ番号：1001666

文化振興課が移転します

▶対象／ひとり親家庭で、児童扶養手当を受給している方（全部支給停止の

磐田市民文化会館と磐田市文化振

方は除く）または、児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準にある

興センターは、建築後40年余が経

と市長が認めた方

▶対象講座／雇用保険法に定める教育訓練給付金指定教

過し、設備などの老朽化により、3

育訓練講座の一部

※詳細は、こども未来課へお問い合わせください

▶支

月31日㈫をもって閉館します。こ

給額／対象講座を受講した費用の60％相当額（上限20万円） ▶申請方法／

れに伴い文化振興課は4月1日㈬か

受講開始前に電話で連絡の上、直接こども未来課（iプラザ3階）へ

ら竜洋なぎの木会館へ事務所を移転

問こども未来課☎37-4896

します。今後のお問い合わせは下記

あい

ＦＡＸ37-4631
ページ番号：1001918

障がいのある方への各種手当
手当

対象

特別児童
扶養手当

身体、知的（精神）障がい（身体障害者手帳1 ～ 3級と
4級の一部、療育手帳AとBの一部、または上記と同程
度の障がいのある方）がある20歳未満の在宅の児童を
養育している方

障害児福祉手当

身体、知的（精神）に重度の障がい（身体障害者手帳1
級および2級の一部、療育手帳Aの一部または上記と同
程度の障がい）がある20歳未満で在宅の方

催

ＦＡＸ37-4631

し

助成します。

☎37-4896

催

母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当支給水準の所得者に対

知

募

集

現在、中学3年生のお子さんの

担金3,000円で接種できます。対象年齢の方には、昨年3月末に予診票などの

募

肺炎予防のワクチン（肺炎球菌ワクチン）の接種費を一部助成し、自己負

知

お知らせ

知

連絡先へお願いします。
また文化振興センターで行ってい
た土日曜日、祝日の証明発行業務は
終了します。今後の証明発行は、マ
イナンバーカードを利用したコンビ
ニ交付サービスや本庁舎1階の毎週
木曜日延長窓口、毎月第2日曜日開
庁窓口をご利用ください。
▶移転先・連絡先／〒438-0231 豊
岡6605-3 竜洋なぎの木会館内 ☎
59-3333 ＦＡＸ66-7789 月曜日、祝日
休館（ただし祝日が土曜日または日

特別障害者手当

身体、知的（精神）に重度の障がい（①身体障害者手
帳2級以上の障がいが重複②身体障害者手帳2級以上の
障がいと3級の障がいが2つ、合計3つの障がいが重複③
身体障害者手帳2級以上の障がいと療育手帳Aが重複④
①～③と同程度の障がい）がある20歳以上で在宅の方

曜日の場合は翌火曜日以降の平日）
問文化振興課☎35-6861 ＦＡＸ35-4310

知

見え方が気になる方
無料相談

眼疾患のある子の子育てや眼疾患
▶その他／支給決定には原則として所定の診断書による審査判定が必要です。

による見え方、生活などに心配事が

本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上あると支給されません。

ある方の無料相談に応じています。

詳しくは、福祉課（iプラザ3階）へ

問浜松視覚特別支援学校

あい

問福祉課☎37-4919

ＦＡＸ36-1635

☎053-436-1261 ＦＡＸ053-438-2876
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●ページ番号検索について

 情報の右上に記載されている「ページ番号」は、市ホームページと連携しています。
各
市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力すると、関連情報をご覧いただけます。

お知らせ

知

募

募

集

市職員を募集（令和3年4月1日採用）

採用職種

年齢要件

受験資格
職種別要件

採用予定
人員

平 成7年4月2日 以 降
①事務職員A
に生まれた方（大学【①③】
院卒の場合は平成5 大学、短期大学もしくは高等
②土木技術職員A 年4月2日以降に生ま 学校を卒業した方、または令
れた方）
和3年3月末日までに卒業見込【①③】

昭 和 6 0 年 4 月 2 日 か みの方（同等の資格があると 計10人程度
ら平成7年4月1日ま 認められる方を含む）
③事務職員B
【②④】
でに生まれた方で、
民間企業などでの職【②④】
若干名
務経験が3年以上あ 土木の科目を専攻し、大学を
る方（詳しくは、試 卒業した方、または令和3年3
④土木技術職員B 験案内」でご確認く 月末日までに卒業見込みの方
ださい）

催

催

ページ番号：1002786

募

し

⑤保育士・
幼稚園教諭

⑥保健師

次の要件の全てに該当する方
・保育士資格を有する方、ま
た は 令 和3年3月 末 日 ま で に
昭和55年4月2日
当該資格を取得見込みの方
5人程度
以降に生まれた方
・幼稚園教諭免許を有する方、
ま た は 令 和3年3月 末 日 ま で
に当該免許を取得見込みの方
保健師免許を有する方、また
昭和60年4月2日
は令和3年3月末日までに当該
以降に生まれた方
免許を取得見込みの方

若干名

※身体の障がいなどにより、試験会場や受験時に配慮を必要とする方は、エン

知

ひとり親家庭の経済的負担を軽減
するため、次の事業を利用した場合、
利用料の2分の1を助成します。
▶対象／ひとり親家庭で、児童扶養
手当を受給している方（全部支給停
止の方を除く）
、または児童扶養手
当を受給している方と同等の所得水
準にあると市長が認めた方

▶対象

事業／①病後児保育②延長保育③休
日保育④ファミリー・サポート・セ
▶申請方法／事前に電話で

ンター

あい

連絡の上、直接こども未来課（iプ
ラザ3階）へ
問こども未来課
☎37-4896

募

ＦＡＸ37-4631

第70回静岡県勤労者総合美術展
出品作品を募集

▶展示期間／ 4月8日㈬～ 12日㈰

トリーシートの該当箇所に記入してください。また、障害者手帳などの交付

▶展示会場／グランシップ（静岡市

を受けている方は、交付番号などの必要事項を併せて記入してください

駿河区東静岡2-3-1） ▶対象／県内

▶第1次試験日／①③⑤⑥：5月下旬～ 7月上旬、②④：4月18日㈯・19日㈰

在勤の方

▶第1次試験の方法／態度や意欲、コミュニケーション能力についての面接試

にある方は除く

験および学力試験など（①③⑤⑥の学力試験は第2次試験で実施） ▶試験案

書、写真、手工芸、コンピューター

内などの取得方法／市ホームページに掲載

グラフィックなど

▶申込／①③⑤⑥：3月2日㈪～

※出品部門の指導的立場
▶募集作品／絵画、
▶出品料／無料

4月17日㈮、②④：3月2日㈪～ 4月6日㈪に直接（土・日曜日、祝日を除く）

▶申込／ 2月25日㈫～ 3月13日㈮に、

または郵送（締め切り日消印有効）で、職員課（〒438-8650 国府台3-1 本

県内労働金庫本支店および全労済県

庁舎3階）へ ※エントリーシートは両面印刷の上、自筆で記入してください。

本部各共済ショップ、静岡県労働者

最終試験までの内容や提出書類など、詳しくは試験案内でご確認ください。

福祉協議会の窓口へ

職種により申込期間が異なりますのでご注意ください

どは下記へお問い合わせください

問職員課☎37-4807

募

ＦＡＸ37-4829
ページ番号：1007777

市非常勤職員（会計年度任用職員）を募集（登録制度）

非常勤職員（会計年度任用職員）として登録を希望する方を募集します。
欠員が生じた場合に市から連絡し、面接による選考の上、採用を決定します。
▶募集職種／一般事務、保健師、管理栄養士など

※応募方法な

▶作品受付／ 3月27日㈮まで
問静岡県労働者福祉協議会
☎054-221-6241 ＦＡＸ054-273-3110

募

県営住宅の入居者を募集

▶雇用期間／令和2年4月

募集の詳細は、静岡県住宅供給公

～令和3年3月の任意の期間 ▶申込／履歴書（様式任意）に必要事項（希望

社ホームページ（http://www.sjkk.

職種、保有資格、職務経験、勤務条件など）を記入の上、直接または郵送で

or.jp）または県内の公営住宅関係

職員課（〒438-8650 国府台3-1 本庁舎3階）へ ▶その他／報酬などは職

窓口にある「県営住宅のご案内」で

種や勤務条件によって異なります。詳しくは選考の際にお知らせします。提

ご確認ください。

出された履歴書は取り消しの申し出を受けるまで最長1年間登録されます

問静岡県住宅供給公社西部支所

問職員課☎37-4807
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ページ番号：1001775

ひとり親家庭の
子育てサポート

ＦＡＸ37-4829

2020年（令和2年）2月号

☎053-455-0025 ＦＡＸ053-455-2344

市民農園

利用者を募集

ページ番号：1002273

農園名

所在地

年間使用料

募集区画 面積
（1区画）

夢農園RYUYO

駒場1775ほか

6,280円

10区画

49㎡

とよおかふれあい農園

上神増1265-5

5,230円

10区画

40㎡

ページ番号：1007731

募

介護サービス利用者の疑問や不満、
不安などを解消するための介護相談
員を募集します。
▶対象／次の全ての要件に該当する
方

①市内在住の方

の方

または耕作していない方

していない方

▶申込／ 2月17日㈪～ 28日㈮に直接または電話

④普通自動車免許を

有し、自家用車が使用可能な方

▶

けします。申込多数の場合は抽選となります

募集人数／若干名

問農林水産課☎37-4813

日～来年3月31日（任期終了後の継

手話奉仕員養成講座（入門編・基礎編）受講生募集

▶任期／ 4月1

続あり） ▶報酬／日額6,000円

▶

申込／ 3月6日㈮までに申込書（市
ホームペ－ジからダウンロ－ド可）

9月16日～来年3月10日の毎週水曜日（12月30日を除く） 午後7時15分～ 9

に必要事項を記入の上、作文（テー

時（初回は午後7時から） ※全46回（必須講座6講座を含む） ▶ところ／ i

マ：高齢者とのコミュニケーション

▶対象／市内在住・在勤の18歳以上の方（「入

で大切なこと）を

門編18講座・3講義」を修了している方は「基礎編22講座・3講義」のみ受

添 え て、 直 接 ま た

講可能） ▶内容／厚生労働省指定のカリキュラムの養成講座

▶定員／先

は郵送で高齢者支

▶受講料／ 3,300円（テキスト代） ▶申込／ 2月20日㈭～ 3月19日

援 課（ 〒438-0077

プラザ2階ふれあい交流室1

着20人

㈭に直接または電話、FAXで福祉課（iプラザ3階）へ

国 府 台57-7

問福祉課☎37-4919

ザ3 階）へ

募

ＦＡＸ36-1635

いわた大祭り遠州大名行列

☎ 37-4869

※雨天の場合は26日㈰に延期

▶対象／ 30歳以下の女性6人
こしもと

あい

iプ ラ

問高齢者支援課

参加者を募集

4月25日㈯に開催するいわた大祭り「遠州大名行列・舞車」の大名行列へ
の参加者を募集します。

※役柄

募

ＦＡＸ37-6495

静岡産業大学
宅建講座受講生を募集

は「腰 元」 ▶応募資格／ 4月25日㈯・

▶とき／ 4月7日～ 10月13日の祝日・

26日㈰の両日参加できる方。4月12日

盆休みを除く毎週火曜日（全25回

㈰・19日㈰・24日㈮午後7時から磐田

＋ 追 加 補 講 ） 午 後6時30分 ～ 9時

北小学校で行う練習に参加できる方

▶ところ／静岡産業大学磐田キャン

▶申込／ 3月28日㈯までに電話でいわ

パス

た大祭り実行委員会遠州大名行列担

用し、講師による完全対面式の講座

当・下村（☎090-2689-3285）へ

▶ 定 員 ／ 先 着25人

問経済観光課☎37-4819

80,000円（税込、市販テキスト代別

募

ＦＡＸ37-5013

令和2年度静岡県立静岡中央高等学校通信制課程の生徒を募集

▶受付期間／ 3月16日㈪～ 27日㈮で各出願区分により指定された日

▶内容／市販のテキストを使
▶受講料／

途）※2月28日㈮までの申し込みで
早期割引あり

▶申込／ 3月27日㈮

▶出

までに静岡産業大学ホームページの

願資格／中学校卒業（見込みも含む）
、高等学校転入学希望・中退の方など

申込フォームから申し込み、または

▶定員／ 1,000人

▶出願書類／直接または返信用封筒

申込書を印刷し郵送またはＦＡＸで

（角1・510円切手貼付）に住所、氏名を記入の上、郵送で西部キャンパス

静岡産業大学磐田キャンパス（〒

「願書配付係」
（ 〒431-0398

438-0043

※書類審査で選考

湖西市新居町内山2036

県立新居高校内）へ

▶その他／受付日程など詳しくは西部キャンパス（☎053-595-1300）へ
問静岡中央高等学校通信制入試係☎054-209-2431

ＦＡＸ054-209-2278

し

▶とき／入門編：4月8日～ 9月2日の毎週水曜日（8月12日を除く） 基礎編：
あい

催

催

募

ＦＡＸ37-1184

募

③介護サービス事業所に所属

集

▶その他／応募が少ない場合は随時受け付

②40歳以上

募

▶利用期間／ 4月1日㈬～来年3月31日㈬（更新可） ▶対象／農地を所有、
で農林水産課（西庁舎1階）へ

知

介護相談員を募集

お知 ら せ

募

大原1572-1）へ

問静岡産業大学磐田キャンパス
☎37-0191 ＦＡＸ36-8800

2020年（令和2年）2月号
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お知らせ

知

旗振り指導講習会
参加者を募集

募

▶ と き ／ 3月10日 ㈫
11時

午 前10時 ～

▶ところ／竜洋体育センタ

▶対象／地域の見守りボランテ

ー

ィアや幼稚園・こども園・小学校の

募

募

▶内容／通学路などで

保護者など

子どもたちの安全を確保するための

集

正しい旗振り方法を学びます
▶受講料／無料

▶持ち物／体育館

▶申込／不要。当日、直

シューズ

催

催

▶講

師／交通安全協会交通安全指導員

ページ番号：1002902

親子の絆づくりプログラム（BPプログラム）参加者を募集

初めて親になったお母さんのための「子育ての仲間づくり・親子の絆づく
り・育児知識の学び」の講座の参加者を募集します。
▶とき／ 4月6日～ 27日の毎週月曜日
あい

／ iプラザ2階健康づくり室
▶定員／先着20人

午後1時30分～ 3時30分

▶ところ

▶対象／生後2 ～ 5カ月の第1子とその母親

▶参加費／ 1,100円（テキスト代） ※初回に集金

持ち物／おむつ、授乳用品、バスタオル

▶

▶申込／ 3月25日㈬までに電話で

こども未来課へ
問こども未来課☎37-2012

募

ＦＡＸ37-4631

花いっぱいコンクール参加団体を募集

▶対象／自治会や花の会などの市内緑化団体、事業所、学校が管理している

し

▶

花壇（3.3㎡以上）、プランター（長さ60cm程度、20個以上） ▶申込／ 3月6

その他／参加

日㈮までに、都市整備課（西庁舎1階）にある参加申込書に必要事項を記入

者にしっぺい

の上、直接緑化推進委員会（都市整備課内）へ

柄オリジナル

問都市整備課☎37-4806

接会場へ

指導用旗を差

催

し上げます
問地域づくり応援課
☎37-4751

募

聴覚室

いわた消費者協会
会員を募集

図り、消費生活の向上を目指す団体
です。年間を通じて各種イベントや

ＦＡＸ37-8690

シニア世代の生活設計講演会

▶とき／ 2月28日㈮

ＦＡＸ32-2353

消費に関する正確な知識の普及を

午前10時～ 11時30分

▶ところ／ワークピア磐田視

▶内容／「これからの生活設計」と題し、60歳を迎えた方々の今

後の人生設計に役立ついわた消費者協会主催の講演会です。ぜひお気軽にご
▶講師／静岡県金融広報アドバイザー

来場ください
加費／無料

▶参

▶申込／不要。当日、直接会場へ

問経済観光課☎37-4819

催

池谷てる代氏

ＦＡＸ37-5013

SHIZUOKA福祉の就職＆進学フェア

講演会、視察研修などを開催してい

▶とき／ 3月5日㈭

ます。一緒に活動していただける方

松市中区成子町140-8） ▶内容／福祉分野への就労希望者対象の採用担当

を募集します。

者との面接相談や就職相談コーナー、福祉系学校などへ進学希望者対象の学

▶会費／年額1,500円

▶申込／電

話で経済観光課へ

催

やさしい健康教室

▶とき／ 3月18日㈬

午後2時～ 3時

▶ と こ ろ ／ 市 立 総 合 病 院2階 講 堂
▶対象／成人

／ 90人

▶参加費／無料

▶ところ／浜松市福祉交流センター
（浜

▶申込／不要。当日、直接会場へ

▶内容／患者相談支

☎054-271-2110

催
▶とき／ 4月3日㈮

ＦＡＸ054-272-8831
ページ番号：1006293

いわた・ふくろい就職フェア
午後1時～ 4時

▶ところ／アミューズ豊田

求職者 ※2022年3月以降卒業予定の学生も参加可能 ▶内容／県西部地域の
企業70社が集結し合同企業説明会を開催。出展企業からインター

佐野美智子ほか

▶定員

ンシップの概要を聞くこともできます（出展企業などの詳細は市

▶参加費／無料

▶持ち

ホームページ参照）。県西部地域で就職活動をする学生さん必見

物／筆記用具

▶申込／不要。当日、

直接会場へ
☎ 38-5031

▶参加費／無料 ▶申込／ 4月2日㈭までに参加申込フォームから
問磐田商工会議所☎32-2261

問市立総合病院健診センター
ＦＡＸ 38-5059

2020年（令和2年）2月号

▶対象／

2021年3月卒業予定の学生（大学院・大学・短大・高専・専門学校等）、一般

▶講師／市立総合病院

援室の役割
看護師長

校情報の提供など

午後1時～ 4時

問静岡県社会福祉協議会静岡県社会福祉人材センター

問経済観光課☎37-4819 ＦＡＸ37-5013
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募

磐田市商工会☎36-9600
経済観光課☎37-4819

ＦＡＸ32-2264
ＦＡＸ35-4859

ＦＡＸ37-5013

▲参加申込
フォーム

創造館ガラス作家展

▶とき／ 3月7日㈯～ 29日㈰

▶とき／ 3月5日㈭

午前

あい

午後1時30分～ 3時30分（受付は午後1時15分～） ▶と

ころ／ iプラザ2階ふれあい交流室

9時30分 ～ 午 後5時（ 月 曜 日、 祝 日

の個別相談、面接など

の翌日は休館） ▶ところ／新造形

る約20社を予定

創造館

▶内容／同じ竿、同じガラ

違う作品達たちが生まれます。3人

催

ワークピア磐田祭

利用者の皆さんに日ごろの感謝の気持ちを込めて、ワークピア磐田が贈る
い企画が盛りだくさん。軽トラ市と同時開催、楽しいことをしてつながろう

ＦＡＸ33-2382

♪総合司会は久保ひとみさんです。

午後1時30分

▶ところ／新造形創造館
おりがね

▶内

▶とき／ 3月8日㈰
田

午前9時30分～午後4時30分

▶申込／不要。当日、直接会場へ

問ワークピア磐田☎36-8381

催

ＦＡＸ36-8383
ページ番号：1006149

野鳥の楽園「大池野鳥観察会」

容／折金紀男氏（手製本工房ＯＲＩ

▶とき／ 3月21日㈯

ＧＡＮＥ）を講師に招き、平安時代

の野鳥観察塀周辺

の綴じ方「綴葉装」で自分だけのノ

の渡り鳥シギやチドリ類を観察します。大池周辺のウオーキングコースを歩

てつようそう

ートを作ります
▶参加費／ 2,600円

▶ 定 員 ／ 20人
▶申込／直接

午前9時30分〜正午（雨天中止） ▶ところ／大池南側
▶対象／一般

きながらの観察もおすすめ
料

▶持ち物／双眼鏡

▶内容／春

※小学生以下は保護者同伴

▶講師／静岡県環境学習指導員

※お持ちの方

▶参加費／無

▶申込／不要。当日、直接会場へ

または電話で新造形創造館へ

▶その他／駐車場の台数に限りがあるため、できる限り公共交通機関をご利

問新造形創造館

用ください

☎33-2380

ＦＡＸ33-2382

催

▶ところ／ワークピア磐

し

平安時代の綴じ方で
ノートをつくろう

▶とき／ 3月14日㈯
～

募

催

催

▶申込／不要。当日、直接会場へ

ＦＡＸ37-7447

年間最大級のお祭り。ミニコンサートやスタンプラリー、屋台村などうれし

問新造形創造館
☎33-2380

▶参加費／無料

集

▶入場料／無料

ご覧ください

▶参加企業／磐田市・袋井市・森町に就業場所があ

問ハローワーク磐田☎32-6181

が作り出した3つのガラスの行方を

▶内容／就職希望の障がい者と企業と

募

スを巻き、同じ場所で制作しても、

知

障害者就職面接会 in いわた

お知 ら せ

催

ページ番号：1006378

催

3WAY

問環境課☎37-4874

ＦＡＸ37-5565

Iwastagram photo Gallery
イワスタグラム フォト ギャラリー

フォ
ロワ
ー

5,0
00人
突

破！

写真・動画投稿 SNS「磐田市公式インスタグラム」に掲載した市内の「笑顔」や「美しい風景」の一部をご紹介します。
ぜひ、「磐田市公式インスタグラム」をフォローしてください。
■磐田市公式インスタグラム■

▶ https://www.instagram.

com/iwatacity_official/
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