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休日当直医

10/06(日)

10/13(日)

10/20(日)

10/27(日)

11/03(日)

  

久松石油（越前町）

カネニ石油（旭町）

たけだ石油（元町）、三浦石油（三崎）

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町）

日曜営業ガソリンスタンド

総　数

男

女

出　生

死　亡

転　入

転　出

世帯数

13,409人
6,332人
7,077人
1人
28人
23人
39人

7,271世帯

前月比

－43人
－19人
－24人
－1人
3人
5人
17人

－17世帯

市民の動き 令和元年8月31日現在

「いのちの電話」相談電話 ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。

あなたがつらいとき、近くにいます。

高知いのちの電話協会
☎ 088－824－6300

ホームページ：http://www.find-j.jp

10/06(日)

10/13(日)

10/14(祝)

10/20(日)

10/22(祝)

10/27(日)

11/03(日)

11/04(振休)
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　今年も９月１４日（土）の敬老祝賀会を前に、土佐清水理容組合所属の理容師７名による散髪が９月９日（月）に
行われました。
　利用者様からは、「さっぱりした！」「気持ちよくなった！」との喜びの声が上がりました。
　ご参加いただきました理容師の皆さまありがとうございました。

小　川　裕　喜さん
永　井　喜代志さん
荻　田　久　海さん
森　田　　隆　さん
黒　原　一　明さん
濱　渕　昭　人さん
谷　村　早智子さん

「今年もありがとうございました！」「今年もありがとうございました！」
土佐清水理容組合がしおさいでボランティア散髪土佐清水理容組合がしおさいでボランティア散髪

「今年もありがとうございました！」「今年もありがとうございました！」
土佐清水理容組合がしおさいでボランティア散髪土佐清水理容組合がしおさいでボランティア散髪

「今年もありがとうございました！」
土佐清水理容組合がしおさいでボランティア散髪

　土佐清水ライオンズクラブが奉仕目標として掲げている「土佐

清水に生まれてくれてありがとう」の一環として、令和元年度中に

赤ちゃんが誕生した市内のご家庭に配布するバスタオル４０枚を、

昨年に引き続き寄贈していただきました。

　ライオンズクラブの三木達彦会長ら

が市役所を訪れ、贈呈式が行われまし

た。市でお預かりしたバスタオルは、健

康推進課を通じて各ご家庭にお渡しし

ます。

【お問い合わせ先】

健康推進課保健指導係

☎８２－１１２１

下ノ加江小学校の児童5名、下ノ加江小学校の児童5名、
バドミントン四国大会にバドミントン四国大会に
出場決定！出場決定！

下ノ加江小学校の児童5名、下ノ加江小学校の児童5名、
バドミントン四国大会にバドミントン四国大会に
出場決定！出場決定！

下ノ加江小学校の児童5名、
バドミントン四国大会に
出場決定！

土佐清水ライオンズクラブ
出産家庭にバスタオルをプレゼント

　平成31年1月の中央町商店街火災の被災者への支援を目的とし

て、中央町商店街振興組合から市へご寄附いただきました中央町

商店街火災復興義援金3,001,857円につきましては、中央町商店街

振興組合役員と健康推進課職員により、8月30日、対象となる被災

者の皆さんへ災害見舞金としてお届けしました。

　受け取られた皆さんから

「この度の多くの皆様のご支援、ご厚情に厚くお礼申し上げます。」

との感謝の言葉が届けられております。

　被災者の皆さんにかわりましてご報告いたします。

【お問い合わせ先】健康推進課社会長寿係　☎８２－１１２０

中央町商店街火災
「災害見舞金」配付のご報告

　9月7日（土）、第28回全国小学生バドミン

トン選手権大会四国ブロック高知県予選会

に、フェアウィンド（監督　川上　喜章さん）

より6名の選手が参加し、それぞれが好成績

を収め、10月に開催される四国大会へ出場

することが決まりました。

　四国大会でも日頃の練習の成果を発揮で

きるよう、頑張ってください！

5年生以下男子ダブルス

　優勝　川渕　航平さん、清水　大樹さん

5年生以下女子ダブルス

　4位　川渕　絵里香さん、宮川　愛彩さん
（黒潮町） 　　　

4年生以下男子ダブルス

　優勝　田村　悠人さん、早川　祥世さん

左から宮川さん、川渕（絵）さん、田村さん、早川さん、川渕（航）さん、清水さん

2令 和元年1 0 月号



第6回 とさしみずハロウィンパーティー開催
国際交流事業

◆主催：ウェルカムジョン万の会・いそあらし
◇協力店舗：池内写真館・えびふねや呉服店・おか柳・きずなの家・久保文具店・㈱五光商事・㈲コジマ洋品店・㈲笹工務店・
 　　　　　 テイクアウトかどた・㈲肉のなかおか・久松製パン所Pommie・ショッピングセンタープラザパル・吉本書道・
 　　　　　 えぶりでぃキッチン・森自転車店・カフェCocco
◆応募方法：イベント参加ご希望の方は、次の必要事項をご記入の上、メールにてご応募ください。　　　　
　　　　　  （必要事項）参加者及び参加代表者の氏名・年齢・学年・保護者氏名・電話番号・メールアドレス
　　　　　  （定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。）
　　　　　  ※小学校2年生以下は、保護者同伴での参加をお願いします。
◇応 募 先：【メールアドレス：isoarasi@gmail.com】
◆締め切り：10月18日（金）までにご応募ください。
◇問い合わせ先：ウェルカムジョン万の会　田中090-8696-3385　※電話ので申し込みは受付しません。

★仮装パレード★
参 加 費：1人300円
参加人数：先着150名（定員になり次第終了）　　
パレード：天神町～栄町の市内巡回　　　　　　　
時　　間：16時～17時（受付15時～15時50分）　
　　　　  参加者全員にバスケットをお渡しします。
　　　　  市内のお店を訪ねてたくさんのお菓子を
　　　　  もらおう♪

日 に ち：１０月２６日（土） 
集合場所：天神町ポミエ前駐車場（ハロウィン広場）

ハロウィンハウス
出現！！

ポミエ前駐車場（ハ

　 　　
　　　 　　

上映日時：１０月３日（木）

　　　　　１回目　１３時３０分～

　　　　　２回目　１８時３０分～

　　　　　（上映時間　１１０分）

場　　所：市民文化会館

内　　容：高校１年生の志乃は、喋ろうとするたびに言葉に

　　　　　詰まり、名前すらうまく言うことが出来ず笑い者

　　　　　になってしまう。ひとりぼっちの高校生活を送る

　　　　　志乃は、ひょんなことから同級生の加代と友達に

　　　　　なる。ギターが生きがいなのに音痴な加代は、思い

　　　　　がけず聞いた志乃の歌声に心を奪われ、バンドに

　　　　　誘う。文化祭に向けて不器用なふたりの猛練習が

　　　　　始まった。コンプレックスから目を背け、人との関

　　　　　わりを避けて来た志乃と加代。　互いに手を取り

　　　　　小さな一歩を踏み出すが・・・。

　あの頃、誰もが抱いた苦悩や

葛藤、戻れないからこそ現在を

照らしてくれる、つたなくて、

いとしい日々。

　

入場無料です。

ぜひ、ご覧ください。

【お問い合わせ先】

じんけん課

☎８２－１１２４

　保育士資格を有し保育関係の仕事に就きたいと考えている
方は、臨時職員登録をお願いいたします。

登録方法
　「臨時職員登録申込書」に必要事項を記載し、こども未来課
　または総務課人事係まで提出してください。
　申込書はこども未来課、各市民センター、市役所ホームペー
　ジにあります。
募集要項
　勤務内容：園児の保育
　資 格 等：保育士資格
　賃　　金：（経験年数に応じて）7,500円～8,500円／日

【お問い合わせ先】こども未来課幼保支援係
　　　　　　　  （担当 中久保・津野）☎87-9011

　県内を訪れる観光客の皆さまに気持ち良く観光をしていた

だくためのおもてなし運動として、毎年県内で一斉清掃を行

っています。

　今年は市内２か所（足摺岬、竜串）の清掃を予定しています

ので、皆さまのご参加、ご協力をお願いします。

日　　時：１０月１８日（金）９時～

　　　　  （１時間程度の清掃予定です）

清掃場所：足摺岬地域、竜串地域

集合場所：（足摺岬）白山神社

　　　　  （竜　串）桜浜シャワー室前　

集合時間：９時

　　　　  足摺岬、竜串、いずれかに現地集合をお願いします。

【お問い合わせ先】（一社）土佐清水市観光協会　☎８２－３１５５

保育士  臨時職員を募集しています！

秋のおもてなし一斉清掃
ボランティア募集 「志乃ちゃんは

　　自分の名前が言えない」
　　　　　　　 上映について

「志乃ちゃんは
　　自分の名前が言えない」
　　　　　　　 上映について

人 権 啓 発 映 画

※小雨決行。実施できない場合は、
　11月2日（土）に延期
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　11月1日（金）、2日（土）、金剛福寺に竹灯篭を、ジョン万次郎銅
像がある園地に光のモニュメントを設置します。幻想的な雰囲
気が楽しめる足摺きらりをぜひご覧ください。
　今年もフォトコンテストを開催します。市役所ホームページ
をご覧の上、ぜひご参加ください。入賞された方には、特産品な
どが贈られます。（※応募期間は11.1～11.29まで）
　また、3日（日）には、スターウオッチングを開催します。夜の
音楽祭等のイベントも実施予定ですので、あわせてご来場くだ
さい。
※３日はキャンドルの展示はありません。

『第13回　足摺きらり』
日　　程：11月1日（金）、2日（土）
　　　　  1日（金）16時～21時
　　　　  　足摺岬小学校の児童による太鼓演奏
　　　　  2日（土）16時～21時
　　　　  　ご当地アイドルＳＳＤ38のパフォーマンス
場　　所：金剛福寺、ジョン万次郎銅像前園地

【お問い合わせ先】足摺きらり実行委員会
　　　　  　　　  （市役所観光商工課内）　☎82－1212

『スターウオッチング』　
日　　程：11月3日（日）
　　　　  16時～00　　物販等販売開始
　　　　  16時30分～　夜の音楽祭 他
　　　　  20時～00　　スターウオッチング
場　　所：ジョン万次郎銅像前園地・足摺岬展望台

【お問い合わせ先】（一社）土佐清水市観光協会　☎82－3155
※両イベントとも、雨天等天候により内容が変更となる場合が
　あります。

　『出会い・ふれあいにより人権尊重の輪を広げ、自ら差別のな

い社会の実現をともにめざそう。』をテーマとして第３１回三崎

ふれあいじんけん祭を開催します。

　今年は千斗枝グローバル教育研究所の山中　千枝子氏をお招

きして、『ちえばぁのちょっといい話～今、何がおこっているの

～』と題して子どものネット利用とおとなのはたす役割やイン

ターネットの中でおこっていること等についてお話しいただき

ます。

　また、清水中学校生徒や三崎小学校児童によるじんけん作文

の発表、竜串解放子ども会メンバーによる人権劇の発表なども

ありますので、ぜひ、ご参加ください。

日　時：１１月２日（土）　９時３０分～

場　所：三崎小学校体育館

【お問い合わせ先】第31回三崎ふれあいじんけん祭実行委員会事務局

　　　　　　　　（竜串福祉センター内）　☎８５－０１００

足摺きらり・スターウオッチング開催
日時：11月2日（土）
　　 9時45分　　オープニング
　　 10時～14時　一般公開
場所：清水高校

各ホームによ
る催し

脱出ゲーム、写真撮影スポット、お化け屋敷、駄
菓子喫茶、カフェ＆ゲーム、日本伝統の遊び場
などを予定

模擬飲食店の
メニュー

焼き鳥、カレーライス、フライドポテト、チョコ
バナナ、ペラ焼き、焼きそば、ポップコーンなど
を予定

清水高等学校文化祭
Moment of Miracle ～70年目の僕ら～

第31回 三崎ふれあいじんけん祭

□日　時　１１月４日（月）　１０時～１４時３０分

□場　所　大岐区長場前広場及び大岐福祉センター

□主　催　大岐地区人権教育推進協議会

　人への優しさ、思いやりの心を深めることで人権意識の向上

を図ることを目的に今年も大岐地区において「大岐じんけんふ

れあい収穫祭」を開催します。

　幡陽小学校児童による鼓笛隊・じんけん作文・じんけん標語の

発表、その他、屋外テントでは新鮮な野菜の販売など行いますの

で、たくさんのご来場をお待ちしています。最後には餅投げも予

定しています！    

※会場には駐車スペースがありません。指定された周辺駐車場

　をご利用ください。 

    

【お問い合わせ先】大岐福祉センター　☎８２－８８４４

第11回 大岐じんけんふれあい収穫祭
｢美術展覧会｣のお知らせ｢美術展覧会｣のお知らせ｢美術展覧会｣のお知らせ

　第59回 土佐清水市美術展覧会が次の日程で開
催されます。

開催期間　10月18日（金）～10月23日（水）
　　　　　00　18日～22日　9時～17時
　　　　　00　　　0023日　9時～16時
開催場所　市民文化会館

【お問い合わせ先】生涯学習課　☎82－1257

通行止め期間　１１月３０日（土）まで（予定）
※現在、修繕工事中のためご協力をお願いします。
【お問い合わせ先】観光商工課　☎８２－１２１２

文化系部活動に
よる展示発表

家庭被服部（作品展示、製菓販売）、写真部（写真
展示、カレンダー販売）、美術部（作品展示）、書
道部（作品展示）、音楽部（屋外演奏）、図書部（し
おり作り）

ぜひ、70年の
集大成を

ご覧ください。

ジョン万ルームも開放しています。

【お問い合わせ先】清水高校　☎82－1236

白山洞門遊歩道
通行止めのお知らせ
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第36回 土佐清水市産業祭第36回 土佐清水市産業祭第36回 土佐清水市産業祭第36回 土佐清水市産業祭第36回 土佐清水市産業祭
　今年も冬の恒例「産業祭」を次のとおり開催します。

日時：１１月３０日（土）９時３０分～１５時

　　　１２月１日（日）９時～１５時

場所：西町、旧県合同庁舎前広場（越漁港）

※出店を募集します！（電話等でご連絡ください。必要書類

　を後日送付いたします。）

締切：１０月２１日（月）

（過去３年間出店されている方には、個別に出店募集の通知

をしています。）

（全ての応募で出店者多数の場合は、実行委員会で選考させ

ていただきます。）

　今年の4月より旧窪津漁協直販所「大漁屋」を地元で鮮魚の

仲卸業をしている福岡水産が運営を行っております。毎朝窪

津で水揚げされた多種多様な魚を仕入れ、販売しています。　

　店内では鮮魚だけでなく、干物・地元の野菜・惣菜・お土産な

ども置いておりますので、是非お立ち寄りください。10月は

サバやはがつおなどが旬となっています。

※天候・漁模様により販売する魚種は異なりますが、ご了承く

　ださい。

フェイスブック：https://www.facebook.com/tosashimizutairyouya/

【お問い合わせ先】大漁屋（窪津482-2）

　　　　　　　　☎82-7116（定休日：水曜日）

※農林水産課では農水産物直販所の紹介を不定期に行ってい

　きます。ご希望の方は農林水産課（☎82-1114）まで、ご連絡

　ください。

●●じんけんコーナー●●
　今回は、毎月各福祉センターが発行しているセンターだよ
り９月号に掲載されたものです。誰でも気づかないうちに他
人を傷つける言葉を言っていることがあるかもしれません。
　人の気持ちを理解し思いやりの心を持つためには、自分自
身がより大きな心をもつことが大切なことだと思います。

じんけん課
【大きなこころ】
　高知県人権啓発センターが作成している人権啓発ポスター
に「人権は大きなこころ」というものがあります。先日、こ
のポスターを題材に、解放子ども会で「大きなこころ」とは
どんなものなのかを考える人権学習をしました。
　最初に小さめのハートの絵の中に「自分の気持ち」と「○
○さんの想い」「○○くんの気持ち」「○○さんの願い」と
書いた四角いカードを入れました。すると「自分の気持ち」
以外には2人分のカードしか入りません。次に大きめのハー
トの絵の中にカードを入れていくと子ども会に参加している
5人全員分のカードが入りました。さらにもっと大きなハー
トの絵を描くと、「館長の願い」や「先生の願い」まで入り
ました。
　これはこころを大きく持ってみんなに接してほしいという
願いです。大きなこころでたくさんの人の気持ちを受け入れ
てほしいということです。家族や友達や周りの人を思うここ
ろ。こんな事をしたら相手はどんな気持ちになるだろう、こ
んな事を言ったら相手はどんな思いをするだろう、と考える
まあるい気持ちをもってほしいということだと考えます。し
かし、いつもいつもそんな気持ちを持つことは難しいことか
もしれません。
　私もわからないうちに人を傷つける言葉を言っているかも
しれません。できるだけそういうことがないよう、人権学習
を一緒にした子ども達に負けないくらい大きなこころでいた
いです。また、色々な仕事や地域活動をしていく中でも、相
手の思いを考える、大きなこころとまあるい気持ちを持っ
て、これからも頑張っていこうと思います。

【お問い合わせ先】

　土佐清水市産業祭実行委員会事務局

　（市役所農林水産課内）　☎８２－１１１４

至：大月町 至：四万十市

至：足摺岬●プラザ・パル

●市役所

●警察署

●文化会館

産業祭会場

R321

R
321

R
321

西町公園●

旧県合同庁舎●

次のとおり4回の講座を開催します。1講座のみでも受講できます。

日 時 ・ 会 場講座

10/21 （月）
13時30分～15時30分
中央公民館

3階多目的ホール

1

テーマ　「同和問題（部落差別の問題）とインター
　　　　ネットによる人権侵害について」
講　師　高知県人権啓発センター
　　　　高見　節生　さん
演　題　「同和問題の解決のために」

11/27 （水）
13時30分～15時30分
中央公民館

3階多目的ホール

2

テーマ 「ハラスメントについて」
講　師 高知県人権啓発センター
　　　　藤本　昌司 さん
演　題 「ハラスメントについて考える」

1/28 （火）
13時30分～15時30分
中央公民館

3階多目的ホール

3

テーマ 「性的指向・性自認（ＬＧＢＴ）
　　　　に関する人権について」
講　師 高知県人権啓発センター
　　　　池本　正明　さん
演　題 「性的指向・性自認に等について考える」

2/19 （水）
13時30分～15時30分
中央公民館

3階多目的ホール

4

テーマ 「子どもの人権について」
講　師 高知県人権啓発センター
　　　　藤本　昌司 さん
演　題　「子どもの人権について考える」

学習内容等

主催　土佐清水市

【お問い合わせ先】 じんけん課   ☎８２－１１２４

 受講無料です。お気軽においでください。

   「人権 （ひゅーまんらいつ）」　は、難しいものではな
く、心で理解し、感じることのできるものです。
　誰もが幸せで、住みよいまちづくりをめざして、みん
なでともに考え、学びあいましょう。

令和（2019）元年度 土佐清水市人権教育推進講座

あなたのとなりの「ひゅーまんらいつ（人権）」

市内農水産物直販所の紹介 『第１弾!!大漁屋』
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土佐清水市教育委員会では、令和2年度の奨学生を募集します。
※現在貸与を受けている方で、来春進学を予定し、進学先でも引
　き続き奨学資金の貸与を希望する方は、新規申込が必要です。

【貸与資格】
　本市に住所を有する家庭の学生で、高等学校以上の学校に入学
予定または在学し、学資の支弁が困難な者。
※申請は修業途中（2年生・3年生・4年生）からでもできます。
※選考により貸与できない場合があります。
【貸与する額】（いずれも無利子）
・高等学校又はこれと同程度の学校に在学する者
　月額13,000円以内
・短大・専修学校又はこれと同程度の学校に在学する者
　月額30,000円以内
・大学・大学院又はこれと同程度の学校に在学する者
　月額40,000円以内
【申請方法等】
受付期間：令和元年11月1日(金)～12月2日(月)　※期間厳守
提出書類：奨学資金貸与申請書
　　　　 （教育委員会こども未来課及び各市民センターで10月
　　　　 中旬より配布いたします）
選考基準：世帯の住民税課税総額がおおむね50万円以内
　　　　 （申請時、所得・課税状況等の確認について同意をいた
　　　　 だきます）
◎選考後、令和2年2月初旬に内定を通知します。
　その後、4月20日までに在学証明書を提出していただき、5月初
　旬に決定を通知します。
◎貸与決定後、次の書類を提出していただきます。
　①借受申込書兼支払確約書
　　（保護者1名を含む連帯保証人2名の署名・押印が必要です）
　②銀行口座振込依頼書
【お申し込み・お問い合わせ先】
こども未来課学校教育係　☎82－1116

　消費税法の改正により令和元年１０月１日から税率が８％

から１０％に引き上げとなります。

　水道メーターの検針は、毎月１日以降に検針しています。

　１０月からの水道料金は消費税率が１０％となります。

【お問い合わせ先】水道課　☎８２－１１１７

令和2年度 土佐清水市奨学生募集

お知らせ 水道料金の消費税率改正について

　消費税率が１０％へ引き上げられることに伴い、次の公共施設

使用料を改定します。

　１０月１日利用分から消費税率（１０％）が適用となります。

　市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

　○市民文化会館

　○中央公民館

　○市民体育館

【お問い合わせ先】生涯学習課　☎８２－１２５７

社会教育施設の使用料改定のお知らせ

１  日本年金機構幡多年金事務所による出張年金相談（※要予約）

【10月の年金相談】日時：10月08日（火）9時30分～15時（昼休みを除く）

【11月の年金相談】日時：11月12日（火）9時30分～15時（昼休みを除く）

※年金相談は毎月第２火曜日です。

○場所：土佐清水市役所

○受付：市民課住民年金係

☆予約申込は、市役所市民課住民年金係【82－1107】へ

　お待たせ時間を短縮するために、事前予約受付にしています。

※当日の窓口受付はできません。

【年金相談に必要なもの】

①年金手帳や年金証書

②定期便の相談であれば、送られてきた書類一式

③認印

④代理の場合は委任状（家族であっても必要です）が当日必要と

　なりますので、必ず住民年金係にお問い合わせの上、事前にご

　準備ください。また、代理人の本人確認ができるもの（免許証

　など）が必要です。

２  幡多年金事務所（四万十市）での年金相談（※要予約）

【幡多年金事務所　住所：四万十市中村東町2-4-10】

☆予約申込は、

●前日まで　ねんきんダイヤル　【０５７０－０５－４８９０】へ

●当　　日　幡多年金事務所　   【０８８０－３４－１６１６】

音声案内　１ ⇒　２　

☆予約相談希望日の１か月前から当日まで受付しています。

　ご予約の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書を

　ご準備ください。

　予約相談の実施時間帯は、

　●月　曜　日　８：３０～１８：００

　●火～金曜日　８：３０～１６：００

　●第２土曜日　９：３０～１５：００

年金相談のお知らせ年金相談のお知らせ年金相談のお知らせ

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付

猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料

を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる年

金）の受け取り額が少なくなります。

　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の承認

を受けた期間の保険料については、10年以内であれば遡って納

める（追納する）ことができます。

　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算し

て3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が

上乗せされます。

　追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点

にご注意ください。

◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されてい

　なければ追納はできません。

◎「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」よ

　り先に経過した月分である場合は、どちらを優先して納める

　か本人が選択できます。

 　詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」またはお近くの年金事務

所へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

ねんきん加入者ダイヤル　☎0570-003-004

幡多年金事務所　　　　　☎0880-34-1616

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
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みなさんの地域活動を応援します
コミュニティ助成事業

　8月に、プレミアム付商品券購入引換券交付申請書の用紙
（以下「申請書」）を対象と思われる方に送付しており、現在受
付中です。
　プレミアム付商品券のご購入を考えられている方は、申請
書を11月29日（金）までに市役所もしくは3市民センターにご
提出ください。また、申請時に本人確認を運転免許証等で行い
ますので、ご案内文を今一度ご確認いただき、手続きをお願い
します。
【本人確認の書類（運転免許証等）の添付漏れにご注意ください!】
　申請書は郵送でも受付しております。申請には本人確認の
書類（運転免許証等）の写しを添付する必要がありますが、申
請書だけを送っている場合が多く見受けられます。添付され
ていない場合は受付完了となりませんのでご注意ください。
なお、添付されていない場合は再度、こちらから通知させてい
ただきます。
【お問い合わせ先】観光商工課商工係　☎82－1212

　市では、昨年度よりNTT西日本に対し補助金を交付し、光ブ

ロードバンドサービス未提供地区の光回線整備を行なってお

りますが、第1期の下ノ加江地区の整備が完了し、10月17日よ

りサービスが利用可能となります。

　このことに伴い、同地区のADSLサービスは11月末をもって

終了予定ですので、インターネットを継続して利用される方

は、光回線を取扱う通信事業者（NTT西日本又は各光コラボ

レーション事業者）に直接申し込みが必要です。詳しくは、各

通信事業者へお問い合わせください。

　現在は、以布利・中浜地区の整備に着手しており、サービス

提供開始は来年度の予定です。

【お問い合わせ先】総務課情報システム係　☎83-0236

　少しでも林業に関心のある方や林業で収入を得てみたいと
考えている方を対象に、チェーンソー取り扱いの研修を開催
します。
　森林整備や林業に関心のある方はぜひご参加ください。な
お、②の研修を修了された方には修了証を交付いたします。
参 加 費　無料 ※研修用テキスト代（2,800円程度）は必要となります。
対 象 者　土佐清水市内在住の18歳以上の方　 ※ただし、学生は不可
研修内容　①チェーンソー取り扱い研修（入門コース）
及び日程　　11月17日（日）　9時～16時30分
　　　　　②チェーンソー取り扱い研修（スキルアップコース）
　　　　　　12月7日（土）～12月8日（日）
　　　　　　（1日目）8時～18時　（2日目）7時～17時
　　　　　　※内容、日程は都合により変更になる場合があります。
　　　　　　※スキルアップコースは①の日程を受講した　
　　　　　　　方、もしくは、昨年度実施したチェーンソー
　　　　　　　取り扱い研修を受講した方に限ります。
定　　員　①10名（先着順）　②6名（先着順）
申込期間　10月1日（火）から10月25日（金）まで
申込方法　農林水産課林業係までお電話をいただくか、
　　　　　①住所②氏名③性別④生年月日⑤電話番号
　　　　　⑥参加したい研修を入力し、次のメールアドレス
　　　　　　へお申込みください。
【申込・お問い合わせ先】農林水産課林業係　☎82-1228
　　　　　　　　　　  メールアドレス　nousui@city.tosashimizu.lg.jp 

　国の仕事や手続き、サービスについて、困っていることがあ
りましたら、総務省の行政相談をご利用ください。
　総務省では、多くの皆さんに行政相談を利用していただける
よう毎年10月に「行政相談週間」を設け、各種の行事を行ってい
ます。
　土佐清水市においても、次のとおり、「巡回行政・人権相談」（無
料・秘密厳守）を開催します。なお、行政相談委員のほか、人権擁
護委員や司法書士も参加しますので、お気軽にご相談ください。
●日　時：10月17日（木）13時～16時
●場　所：下ノ加江市民センター
●相談員：行政相談委員、人権擁護委員、司法書士、
　　　　 土佐清水市、高知行政監視行政相談センター

　相談は無料で秘密は固く厳守されますので、安心して
ご相談ください。

日　付：１０月１０日（木）
時　間：１０時～１２時、１３時～１５時
場　所：市役所２階　第３会議室

【お問い合わせ先】総務課広聴広報係　☎８２－１１３４

行政相談週間行政相談週間（10月7日(月)～13日(日)）（10月7日(月)～13日(日)）
～困ったら一人で悩まず行政相談！～～困ったら一人で悩まず行政相談！～

行政相談週間行政相談週間（10月7日(月)～13日(日)）（10月7日(月)～13日(日)）
～困ったら一人で悩まず行政相談！～～困ったら一人で悩まず行政相談！～

行政相談週間（10月7日(月)～13日(日)）
～困ったら一人で悩まず行政相談！～

行政相談のお知らせ行政相談のお知らせ

◆お問い合わせ先
高知行政監視行政相談センター　TEL：088-824-4100

医療保険・年金

医療保険や年金のこと
について教えて欲しい

公共施設

公共施設を
改修してほしい

相談窓口

手続きや申請をどこに
したらよいか教えてほしい

◆
高

プレミアム付商品券購入プレミアム付商品券購入
引換券交付申請について引換券交付申請について
プレミアム付商品券購入プレミアム付商品券購入
引換券交付申請について引換券交付申請について
プレミアム付商品券購入
引換券交付申請について

下ノ加江地区（一部を除く）
光ブロードバンドサービス提供開始について

森林を守る担い手育成研修の参加者募集

締 切

11月29日（金）
まで

  平成31年度一般財団法人自治総合センターの宝くじの助

成を受けて、養老地区で地域の集会やイベント等のコミュニ

ティ活動の活性化を図ることを目的に、液晶モニター・カセ

ットデッキ・マイク・エアコン等の備品を整備しました。

  今後も、地域住民の連帯感の向上及び地域コミュニティ活

動の活性化を図っていきます。

情報通信基盤整備事業
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防災、 は・て・な？

あなたの家のブロック塀は大丈夫？

組積造 （れんが造、石造、鉄筋のないブロック造） の塀の場合

１０月２７日（日）に土佐清水市総合防災訓練を行います

土佐清水市一斉避難訓練の実施について

実施会場　メイン会場：土佐清水総合公園、サテライト会場：清水中学校     
実施時間　９時～１２時
　この訓練では、倒壊建物からの救出や建物火災の消火などの様々な災害を想定して訓練を実施します。実際に訓練していると
ころを見学できますので、ぜひ会場にご来場ください。    
　訓練当日は、会場周辺においてヘリコプター等による騒音が予想されます。訓練の目的をご理解のうえ、ご協力のほどよろし
くお願いします。          

　本年度も、津波や土砂災害などを想定した「土佐清水市一斉避難訓練」を実施します。　 
　平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、沿岸地域を襲った津波により、甚大な被害が発生し、多くの尊い命が奪
われました。         
　高知県においても、今後３０年以内に南海トラフ地震が発生する確率は、70～80％程度と高まってきています。そのため、各
家庭や地域で備えをしっかりしておくことが重要になります。住民の皆様お一人おひとりが訓練を通じ、避難経路や避難場所な
どを確認し、その地域の実情に合わせた訓練を実施して次の南海トラフ地震に備えましょう。     
   
　なお、訓練当日は、防災行政無線で放送等を行います。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

　１．訓練日時　１０月２７日（日） ※地区により訓練実施日が異なりますので、ご注意ください。  
　２．訓練内容　避難訓練（地区で決めている指定避難場所へ避難）    
　３．訓練スケジュール　           
　　　　　　　 ８時５０分　訓練周知放送       
　　　　　　　 ９時　　　　訓練開始（防災行政無線のサイレン10回）   
　　　　　　　 ９時２０分　訓練終了（防災行政無線より訓練終了の放送）  

　平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震では、ブロック塀の倒壊による死亡事故がありました。国土交通省において、
ブロック塀の安全対策のためのチェックポイントを作成しましたので、塀の所有者の方はこれを参考に、ブロック塀の安全点検
に取り組むようにお願いします。

　点検の結果、危険性が確認された場合は、建築士や専門業者に相談し、速やかに付近通行者への注意表示、補修、撤去等の対応
をお願いします。

ブロック塀等の撤去・改修 205,000円 道路・避難路に面し
た部分のみ対象

倒壊により道路・避難路を塞ぎ、避難や消火活動の妨げとなるブロッ
ク塀の除却及び安全なフェンス等への改修

「代理受領」とは
　補助制度の活用者である住宅所有者の委任により、委任を受けた事業者が代わりに直接補助金を受領するというものです。

「代理受領」を行うメリット
　住宅所有者が補助金相当額の現金を用意する必要がなくなります。

　ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。まず外観で１～5をチェッ
クし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

出典 ： 
パンフレット「地震からわが家を守ろう」　
日本建築防災協会　2013．1 より一部改

□ １．塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か。
□ ２．塀の厚さは十分か。
□ ３．塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出し
　　   た控え壁があるか。

□ ４．基礎があるか。　　
□ ５．塀に傾き、ひび割れはないか。
□ ６．基礎の根入れ深さは20cm以上か。
　　＜専門家に相談しましょう＞

□ １．塀は高すぎないか
　 　・塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。
□ ２．塀の厚さは十分か
　 　・塀の厚さは10cm以上か。（塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下の場合は15cm以上）
□ ３．控え壁はあるか。 （塀の高さが1.2ｍ超の場合）
　 　・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
□ ４．基礎があるか
　 　・コンクリートの基礎があるか。
□ ５．塀は健全か
　 　・塀に傾き、ひび割れはないか。
□ ６．塀に鉄筋は入っているか
　　　＜専門家に相談しましょう＞
　 　・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦
　　   筋は壁頂部および基礎の横筋に、 横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
　　 ・基礎の根入れ深さは30cm以上か。（塀の高さが1.2ｍ超の場合）

危機管理課 ☎87-9077

○市ではブロック塀等の撤去・改修に補助をしています。
区　　分 対象・条件 補助限度額 備考

上記の事業について、代理受領制度を導入しております。
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益野発電所水路跡 お藤が轟 藤神社

市史編さん室だより

市域の歴史景観(6)　　「土佐清水市域に初めて電灯がともる」

　日本で初めて電灯がともったのは東京であり、明治20年（1887）のことである。それ以降、京都・大阪など次々と

電灯がともり、高知県では明治29年（1896）高知市の高知公園北側にともった。土佐清水市域に電灯がともるのはさ

らに年月を要し、大正７年（1918）南海電気株式会社の益野水力発電所が完成してからのことである。

　このダム建設の賛否は益野地区総会で議論された。総会では「お藤が轟に住む大蛇（淵の主）が年に一度益野浜に

汐を浴びに下ることができなくなり、祟りが生じる」という意見が出された。そこで①藤神社臨時大祭の実施、②神

社大鳥居の設置、③神社祠の設置の3点を会社側が費用負担することを条件にようやくダム建設が合意された。

　会社側は現場監督や工事経験者二十名余りを現場に投入し、臨時に雇い入れた人に作業を教えながら工事を開始し

た。若い男性労働者は堰堤わきの水路掘りや基礎工事のセメントの練り込みを、若い女性労働者は小槌で小岩や河原

石を砕いてバラスづくりを行った。中年の男女労働者は、馬を使い、桜浜にある浜砂と三崎港に陸あげされたセメン

トの運搬にあたった。このような作業が1年ほど続き、最後に発電機を設置した。特に下益野から発電所までの曲がり

くねった山道を運搬するのに苦労した。

　道々に厚板を敷き、ロクロをかけて毎日４～５人が３か月近くかけてやっとのこと運び上げた。工事完成後、電柱

が道辻や田畑に立てられ、送電線が張りめぐらされた。「節句の幟を立てるのに邪魔」という苦情が会社に寄せられ

た。また、益野地区に住むお爺ちゃんが若嫁に「自分たちのところは発電所に近いから早く電灯がついたが、清水は

３０分くらいしないとつかんろう。」若嫁「清水までここから歩いて何時間もかかるに、本当に３０分くらいで清水

に電灯がつくようになるろうか。」と。今となっては笑い話であるが、発電所が建設される前は、灯りにはランプが

使われていた。場所によっては、江戸時代となんら変わらない松材を燃やして灯りをとっている家さえあった。当時

の人々にとって、「電気とはどのようなものか？」そんな知識さえもちあわせていなかったのである。

　現代人にとって、もはや電気は生活に欠くことのできないエネルギーである。たまにキャンプなどのとき、電気の

ありがたさをあらためて実感することがある。こんな時代だからこそ、余計に資源を大切にすることを今一度考えて

みる必要があると思う。

土佐清水市生涯学習課・市史編さん室長 田村 公利

お問い合わせ先：月～金  ☎82-1151　担当：看護部長　竹林

薬剤師・介護職員

「渭南病院」職員急募！

でん とう

よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なんかいでんき　　　　　　　　　　ましのすいりょく　　　　　　　かんせい

さんぴ　　　　　　　　　　　　　　　　 ぎろん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふじ　とどろ　   す　　 だいじゃ　　ふち　  ぬし　　　　　　　　　　　 まし の はま　　 

しお　　 あ　　　　くだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たた　　　 しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふじじんじゃりんじたいさい　　  じっし

おおとりい　　　せっち　　　 じんじゃほこら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ひ よう ふたん　　　　　　　　　じょうけん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごうい

げん ば かんとく　　　　　 けいけんしゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　 とうにゅう　　　　　　　　 やと　　  い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　かい し

ろうどうしゃ　　えんてい　　　　　　すいろ　ほ　　　　  き  そ　　　　　　　　　　　　　　　    ね　　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こづち　　　　　　　　 かわら

くだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りく

うんぱん

あついた　　し

みちつじ　　 たはた　　　　　　　　　　　　 そうでんせん　  は　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せっく　　のぼり　　　　　　　　　　　じゃま　　　　　　　　 くじょう　　　　　　　   よ

じい　　　　　　　 わかよめ

あか　　　　　　　　　　　  

げんだいじん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

よけい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　も 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ちしき 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　土佐清水在宅医療多職種連携協議
会では、7月23日(火)に、「地域医療連
携推進法人とは」と題し第1回研修会
を開催いたしました。医療法人聖真
会渭南病院事務長　上岡太郎氏よ
り、高知県地域医療構想や地域医療

連携推進法人の制度について説明いただき、新たな制度を学び、
今後の土佐清水市の医療環境を考えるきっかけとなりました。
　また、8月2日(金)には「外国人技能実習制度」と題し、高知県中
小企業団体中央会　古木健雄氏より、外国人技能実習制度の概要
および、外国人実習生の思いや帰国後の進路等に関し説明いただ
きました。
　参加者からは、「技能実習生を受け入れるにあたり、大変勉強に
なりました。本研修により見識を深めることができました。」と、こ
れからますます必要となってくる外国
人技能実習制度について学びました。
　次回の合同会議等の日程は次のとお
りです。関係機関をはじめ市民の皆様
のご参加をお待ちしております。

土佐清水市在宅医療・介護連携推進事業の取組み・予定

　住み慣れた地域でいつまでもいきいきと元気に暮らすために
は、病気を予防するだけでなく、健康づくりに取り組み、心身の老
化を予防することが必要です。
　そして、地域の中で自分らしく生きがいをもって活動すること
が大変重要となります。
　今回、講師に高知赤十字病院、薬剤師の吉本　拓人氏と皮膚・排
泄ケア看護認定看護師の田村　收代氏を迎えて、薬の正しい使い
方やスキンケアについて講演を行います。　
　みなさんの参加をお待ちしております。

介護予防講演会のお知らせ

日時・場所 内　　容講　師 対　象

10月11日(金)
18時～19時

渭南病院8階
いなんホール

外国人在
住者の方
（未定）

「異文化を知る・
受け入れる」
土佐清水市に在住
している外国人の
方と、ゆっくりお話
しすることで、異文
化を知り、受け入れ
るきっかけとする
内容です

多職種連携協議会
メンバー及び、区
長・民生委員児童
委員の皆様

※一般の方もご参
加いただけます。
ぜひお越しくださ
い。

11月1日(金)
18時～19時

渭南病院8階
いなんホール

さんごは
うす共同
作業所（未
定）

「土佐清水市にお
ける障害者就労
支援」
土佐清水市の障害
者就労支援の歴史
とこれからについ
て学ぶ研修会です

第
３
回
合
同
会
議

第
３
回
研
修
会

お問い合わせ先：土佐清水在宅医療多職種連携協議会　☎８２－２２７７

 在宅医療・介護連携推進事業とは　

　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療と

介護の多職種の連携を推進する事業です。

実施日時

10月25日（金）
　13時30分
　～14時40分

下浦
青年会館

高知赤十字病院
薬剤師 吉本拓人氏

高知赤十字病院
皮膚・排泄ケア看護認定看護師
　田村收代氏

薬の正しい使い方

あなたの肌を守る
スキンケア

開催場所 講師 演題

◎主催 土佐清水市
～入場無料～

【お問い合わせ先】　健康推進課社会長寿係  ☎ 82－1120

　日ごろ、お子さんと生活する中で、「育児が大変」「ついつい叱っ

てしまう…」「子どもをもっとほめてあげたいけど・・・」など、お子

さんとの接し方で悩んでいる方がいらっしゃるのではないで

しょうか？

　お子さんと接するポイント、関わり方のコツがわかれば、育児

がラクになり、より良い親子関係を築くことができます。

　お子さんへのより良い関わり方について、講師

を交えてともに学びあってみませんか？  

　 お子さんとの接し方を学ぶことで、保護者の

方々が自信をもってお子さんと接することがで

きるようになることをめざしています。この機会

にぜひご参加ください。      

※内容は講師の都合により変更になることがあります。

途中休憩　コーヒータイムがあります☆

対象：2歳～就学までのお子さんの保護者  

　　  原則として4回を通して参加できる方　先着15名

費用：無料

託児：お子さんを預けるところがない場合は、

　　  開催中お預かりいたします。申し込み

　　  時にあわせてお申し込みください。 

お申し込みは10月24日（木）までにお願いいたします。

【お申し込み・お問い合わせ先】健康推進課保健指導係　保健師　☎８２－１１２１

　婚姻関係にある夫婦で、不妊治療を行っている方を対象に、安

心して子どもを生み育てることのできる環境づくりと、経済的な

負担を軽減するため、夫婦の年齢、子の人数に関わらず、次の対象

者へ一部助成をします。

＊対象者

①法律上の婚姻をしている夫婦で、医師より不妊症・不育症と診

　断され不妊治療等を受けた方

②夫婦で土佐清水市に住民票があり、かつ土佐清水市に居住して

　いる方

③夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満の方

④市税等の滞納がない方

⑤土佐清水市の交付の対象とする不妊治療等の期間中に、他の市

　町村から助成金に相当する助成・補助を受けていない方（高知

　県の助成を除く）

＊詳しくは下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】健康推進課保健指導係　☎８２－１１２１

テーマ：「今、私にできること。よりよい親子関係のために」
講師：山﨑　正雄氏　（精神保健福祉センター所長）
　　  山﨑　一子氏　（精神保健福祉士）

第1回

第2回

第3回

第4回

親の役目とは

子どものよりよい関わりについて

社会性を高めるために～親子を取り巻く環境～

自分を好きになるために～自尊感情を高める～

巣立ちにむけて～自立のために～

中央公民館

会議室

中央公民館

会議室

中央公民館

会議室

中央公民館

会議室

11月7日(木)

1 3時～15時

11月14日(木)

1 3時～15時

11月21日(木)

1 3時～15時

11月28日(木)

1 3時～15時

『子育て ハッピー教室』に参加しませんか？『子育て ハッピー教室』に参加しませんか？『子育て ハッピー教室』に参加しませんか？

不妊治療費等助成事業について

日　　　時 場　所 内　　　　　容

11 令 和元年1 0 月号



12令 和元年1 0 月号



13 令 和元年1 0 月号















お近くにお越しの際は、どうぞお立ち寄りください。

土佐清水ワールド五反田店オープン！土佐清水ワールド五反田店オープン！土佐清水ワールド五反田店オープン！土佐清水ワールド五反田店オープン！土佐清水ワールド五反田店オープン！

東京都品川区西五反田1丁目2番8号
FUNDES（ファンデス）五反田3階　

☎03-3494-1034

発 行 令和元年９月３０日発行 No.５５２ 土佐清水市役所総務課
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　９月１日（日）、四万十市の新ロイヤルホテル四万十にて、高知新聞社・ＲＫＣ高知放送等主催の「第６２回
金婚夫婦祝福式典」が開催されました。
　式典に参加したご夫婦は、お二人で歩んだ半世紀の道のりを振り返りながら、晴れやかに人生の節目をお
祝いしました。新しい時代である令和を迎え、これからの皆様のご多幸を願っています。

金婚式おめでとうございます

金婚式ご夫婦

二十組（敬称略）

うまれてきてくれてうまれてきてくれて
ありがとうありがとう

うまれてきてくれてうまれてきてくれて
ありがとうありがとう

うまれてきてくれて
ありがとう

上野上野　　池浦 李音池浦 李音ちゃんちゃん
平成31年3月4日生平成31年3月4日生
親親かかららののメメッッセセーージジ

「「にぃに、ねぇねと仲良く大きくなってね♪にぃに、ねぇねと仲良く大きくなってね♪」」

り   ねり   ね

上野　池浦 李音ちゃん
平成31年3月4日生
親からのメッセージ

「にぃに、ねぇねと仲良く大きくなってね♪」

り   ね
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