
（令和 2年 9月 30 日の市長定例記者会見時の情報です） 

各課(各部局)イチオシ事業 

担当名  こども部こども未来課 

項 目 内 容 

事業名 東部地区で新たな子育て支援センターの建設始まる 

目 的 

東部地区に新たな子育て支援センターの建設工事が 10 月から始まります。

センターの設計にあたっては、利用者と懇談を重ね、希望の多かった広いプ

レイルームや外遊び場などを盛り込み、子育て世代の市民が利用しやすい施設

となるよう努めました。 

なお、当センターは市内では初となる単独施設での子育て支援センターとな

ります。 

 

 

【施設の概要】 

延床面積 169 ㎡ 木造平屋建て 

≪内訳≫ プレイルーム、相談室、授乳室、事務室、駐車場（約 20 台）、

中庭など 

 

【施設の特徴】 

・市内初の単独施設 

・吹き抜け天井など木を生かした開放感ある室内空間 

・水遊びや泥んこ遊びもできる屋根付き屋外遊び場 

  

【建設予定地】  

  磐田市新貝１９２６番地１ （面積：874 ㎡） 

（現：新貝土地区画整理組合事務所 JR 御厨駅から東へ約 500ｍ） 

 

【今後のスケジュール】 

・令和２年１０月１０日(土)   起工式（現地にて） 

・令和２年１０月         支援センター建設工事 着手  

・令和３年 ３月           完成予定 

・令和３年  ４月          オープン予定 

 

 

【問い合わせ】こども部こども未来課 TEL0538-37-2012 

 







 

各課(各部局)イチオシ事業 
 

担当名 健康福祉部健康増進課  

項 目 内 容 

事業名 高齢者のインフルエンザ予防接種を推進 

目 的 

 新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、今冬は、季節性インフル

エンザとの同時流行が危惧されています。このことから、インフルエンザに

よる重症化を防ぐため、さらに予防接種を推進し、昨年度約 54％だった接種

率を 80％とすることを目指して、対象者へ呼びかけをしていくとともに、接

種費用の一部補助をしていきます。 

内 容 

【事業目標】 

 接種対象者の接種率 80％を目指す。 

 （参考）直近の接種率 

 Ｈ29：50.9％ Ｈ30：51.6％ Ｒ１：54.1％ 

【事業概要】 

１ 接種対象者 接種当日に磐田市に住民登録のある次のいずれかの方 

①65歳以上 …… 約 48,000人 

         ②60歳以上 65歳未満で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障

害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の

機能に障害を有する方 

…… 約 70～90人 

２ 接種回数 １回 

３ 接種期間 令和２年 10月１日～令和３年３月 31日 

４ 自己負担 1,600円（生活保護世帯の方は無料） 

５ ９月補正予算内容 

 

 

 

【問い合わせ】健康福祉部健康増進課 TEL0538-37-2011  

 

事務事業名称 当初予算額 補正額 補正後予算額 

成人予防接種事業 
203,459千円 

（25,590人分） 

51,012千円 

（12,771人分） 

254,471千円 

（38,361人分） 

 



（令和 2年 9月 30日の市長定例記者会見時の情報です） 

各課(各部局)イチオシ事業 

担当名 自治市民部地域づくり応援課  

項 目 内 容 

事業名 （仮称）竜洋西会館の建設始まる 

目 的 

竜洋西地区に新たな地域活動拠点となる（仮称）竜洋西会館の建設工事が

10月から始まります。 

竜洋交流センターの機能を補っていた「学習等供用施設竜洋会館」の閉館

に伴い新設するこの施設は、引き続き、竜洋交流センターのサブセンターと

して位置づけ、地域に愛される活動拠点を目指していきます。 

内 容 

 

【施設の概要】 

 延床面積 155.47㎡ 木造平屋建て 

  ≪内訳≫ 集会室 93.16㎡（内 会議室 14.49㎡×２） 

 

【施設の特徴】 

  集会室は広々としており、必要に応じて仕切ることで会議室として使用

できるようスライディングウォール（可動式間仕切り壁）を設置。合計で

３つの会議室に仕切って利用することが可能です。 

 

【建設予定地】 

  磐田市白羽 8番地 1（面積：981.11㎡） 

  （現：遠鉄バス掛塚バス停駐車場） 

 

【今後のスケジュール】 

 ・令和２年１０月１０日（土）  起工式（現地にて） 

 ・令和２年１０月         建設工事着手 

 ・令和３年 ３月         完成予定 

 ・令和３年 ４月         オープン予定 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】自治市民部地域づくり応援課 TEL0538-37-4811  

 

 



（令和 2年 9月 30 日の市長定例記者会見時の情報です） 

各課(各部局)イチオシ事業 

担当名  産業部農林水産課 

項 目 内 容 

事業名 農地 2,000 筆・253ha の貸借契約により担い手への集積面積拡大 

目 的 磐田市の農業を担う農業者に農地を集積するため 

内 容 

【事業概要】 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上げが減少する等の影響を受

けた高収益作物（野菜・茶・花き・果樹等）について、次期作に前向きに取

り組む農業者に対する国の支援策として「高収益作物次期作支援交付金」が

創設されました。 

本交付金は、正式に農地貸借の手続きを行っている、ほ場面積に応じて交

付（基本単価 10a あたり５万円等）されるものであるため、市は県、農協、

農業委員会と連携して農業者に対し交付金制度や農地貸借の周知、相談に丁

寧に対応することにより、農地貸借手続きを推進しました。 

 

【市及び農業委員会の対応】 

  市と農業委員会では、口頭での契約等により耕作されている場合、交付金

申請前に、農地貸借の申請手続きのサポートを丁寧に行い、申請を受付しま

した。 

  前年の９倍を超える申請に対して、迅速に事務処理を行った結果、９月開

催の農業委員会で承認された新たな農地貸借契約は、2,000 筆、253ha となり

ました。 

≪参考≫ 

農地貸借契約実績 筆  数 面  積 

令和２年 9月契約数 2,000 筆 253ha

令和元年度年間契約数 1,270 筆 122ha

令和元年度末契約数（累計） ― 2,400ha

  ※農地貸借契約は農業委員会で年間原則 4回申請を受け付けている。 

 

【今後の展開予定】 

  農地ごとの契約を明確化することは、貸借にかかる所有者及び耕作者の安

心感につながるとともに、将来に亘り農地を適切に維持していくためにも大

きな成果となりました。効率的かつ安定的な担い手農業者を育成し、農地を

面的に集積・集約化するため、農地貸借契約を推進していきます。 

【問い合わせ】産業部農林水産課 TEL0538-37-4813 

 

 



（令和 2年 9月 30日の市長定例記者会見時の情報です） 

 

各課(各部局)イチオシ事業 
 

担当名 自治市民部文化振興課 

項 目 内 容 

事業名 (仮称)磐田市文化会館の整備にかかる寄附のお願い 

目 的 
令和４年度開館予定の(仮称)磐田市文化会館の緞帳の制作等にかかる寄附

を募集します。 

内 容 

【募集内容について】 

・寄附対象者  個人・法人(団体) 

・寄附金の額  個人：1万円以上 

法人(団体)：10万円以上 

・募集期間   令和２年 10月中旬～令和３年 12月下旬(予定) 

 

【申し込み手順】 

 ①寄附申込書を担当課窓口(文化振興課)まで電子申請、FAX、郵送、持参

のいずれかの方法で提出 

 ②納付書を郵送で送付 

 ③指定金融機関窓口で支払い 

 ④寄附金の納付が確認でき次第、「寄附金受領証明書」を送付 

※募金箱については、市役所本庁舎・竜洋なぎの木会館の受付に設置を 

します。 

 

【寄附金の使途】 

・緞帳の制作 

・備品等の購入 

 

【特典について】 

 ①芳名板への名入れ…寄附者の氏名、法人名(団体名)を記載 

           新しい文化会館の 1階ロビーに掲出予定 

 ②磐田市ホームページへの掲載 

  ※名入れや掲載については、寄附者の意思を確認します。 

 

 

【問い合わせ】自治市民部文化振興課 TEL0538-59-3333  
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