
あしずり岬診療所 （天神町） ☎87-9100

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

あしずり岬診療所 （天神町） ☎87-9100

休日当直医

8/ 4(日)

8/11(日)

8/18(日)

8/25(日)

9/ 1(日)

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町）

カネニ石油（旭町）、三浦石油（三崎）

たけだ石油（元町）

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

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

13,479人
6,365人
7,114人
3人
19人
11人
23人

7,294世帯

前月比

－28人
－15人
－13人
1人
－4人
－3人
2人

－4世帯

市民の動き 令和元年6月30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

8/04(日)

8/11(日)

8/12(振休)

8/18(日)

8/25(日)

9/01(日)
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コンセプトはジョン万次郎。店内では、資料や船の模型の展示等、万次郎の生涯を紹介しています。
お近くにお越しの際は、どうぞお立ち寄りください。
　住所 大阪市北区芝田１丁目３－１ギャザ阪急３階　（※阪急梅田駅徒歩１分）
　TEL ０６－６３７１－１０３４

土佐清水ワールド梅田ギャザ阪急店が6月21日（金）にオープン!土佐清水ワールド梅田ギャザ阪急店が6月21日（金）にオープン!土佐清水ワールド梅田ギャザ阪急店が6月21日（金）にオープン!土佐清水ワールド梅田ギャザ阪急店が6月21日（金）にオープン!土佐清水ワールド梅田ギャザ阪急店が6月21日（金）にオープン!



退職消防団員に感謝状を贈呈
　6月26日（水）、本市消防団員として、永年にわたり勤められ、平成30年度末をもって退団された勤続年数20年以上の消防
団員に、市長より感謝状を贈呈いたしました。
　感謝状贈呈後、退職消防団員を代表して角田稔行氏（元消防団本部中央分団長）が消防団退団後も、一市民として防災に
努めていくことを市長に報告し勤務を解かれました。
　消防団員としての活動に対して、改めてお礼を申し上げます。
　また、今後も消防団及び消防団活動にご理解とご協力をお願いいたします。

感謝状が贈呈された退団者は次のとおりです。
　元消防団本部 中央分団長　角田　稔行　勤続年数27年
　元三崎分団 副分団長　　　安岡　俊和　勤続年数31年
　元立石部 部長　　　　　　池田　　護　勤続年数39年
　元小方部 班長　　　　　　濵田　稔哉　勤続年数37年

海のギャラリーだより海のギャラリーだより海のギャラリーだより
　海のギャラリーでは、約3,000種50,000点におよぶ世
界の珍しい貝を展示しています。ガラス越しに見る色鮮
やかな貝の展示空間はとても幻想的です。
　展示の他、貝殻やサンゴ、シーグラスなどを使ったフ
ォトスタンド、バレッタ、クリアキャンドル、ストラップ作り
が体験できます。夏の思い出に、夏休みの工作にオリジ
ナル作品を作ってみませんか。
　材料費、制作時間などは、海のギャラリーへお問い合
わせください。
【お問い合わせ先】海のギャラリー　☎85-0137

ジョン万次郎資料館企画展「ジョン万と琉球」

第58回 市民祭あしずりまつり 第58回 市民祭あしずりまつり 〜夏は清水ちや〜〜夏は清水ちや〜第58回 市民祭あしずりまつり 〜夏は清水ちや〜

　帰国の際にジョン万次郎が上陸の地に選んだ沖縄。

　帰国まもない万次郎は心温まるもてなしを受けました。

 　そんな、思い出の地である沖縄と万次郎を紹介する

企画展を開催します。

　この機会に是非お越しください。

会場：ジョン万次郎資料館（土佐清水市養老３０３）

期間：８月１日（木）～８月３１日（土）

時間：８時３０分～１７時

【お問い合わせ先】土佐清水市観光協会　☎82-3155

【日程】　8月3日（土）

荒天の場合は4日（日）、17日（土）、18日（日）に順延

【スケジュール】

・14時～　オープニングイベント

・15時～　あしずり踊り

・16時～　屋台村・物産店

・20時～　納涼花火大会

【開催会場】　

あしずり踊り：中央町商店街～元町

屋台村・物産店：JA高知県はた清水出張所前

納涼花火大会：清水港（鹿島周辺）

【お問い合わせ先】

市民祭あしずりまつり実行委員会　☎82-5547

ＨＰ：http://ashizuri-fes.com/

消防団員募集！
　市では、現在消防団員を募集しています。
　消防団では災害に備え、地域防災の強化を目
指しています。
　みなさんのご協力をお願いします！

　　　【お問い合わせ先】
　　　地域の消防団または消防本部
　　　担当：消防本部総務係　☎82-8119

2令 和元年 8 月号



夏の終わりに浴衣を着て、縁日気分を楽しみませんか。

開催日時：9月21日（土）17時30分～21時（受付17時～）

場　　所：みんぽう（土佐清水市栄町2-6）

対 象 者：20～49歳の独身男女

　　　　 （男性は土佐清水市在住・在勤、女性は市内外問いません。）

人　　数：男女各15名

参 加 費：男性5,000円、女性2,500円

ドレスコード：男女参加者ともに浴衣または甚平

　　　　 ※女性のみ無料で浴衣の貸付・着付けあり。

　　　　 　（事前に申し込みが必要です。数に限りあり。）

募集期間：8月1日～9月10日（先着順）

【お問い合わせ先】

Mail 企画財政課：kikaku-lg@city.tosashimizu.lg.jp

　    いそあらし：isoarasi@gmail.com

TEL  いそあらし（久保卓也）：090-4515-9017

盛夏の候、皆様ご健勝のことと存じます。

下記の日程で大会を行います。皆様の

ご参加をお待ちしております。

１．名　称　第22回　土佐清水市長杯争奪！将棋大会

２．期　日　8月18日（日）

３．会　場　土佐清水市立中央公民館

４．受　付　9時～　開始(予定)　10時～

５．会　費　○1,000円　○学生　無料

　　　　　　○弁当入用の方は別途500円

６．クラス　A級・B級・C級・小学生の部

７．主　催　日本将棋連盟土佐清水支部

８．お申込先及びお問い合わせ先

　　事務局　小島　久仁年　TEL　82-2024

　今回、土佐清水市内で募集を行う団地は、清水（1戸）団地です。

　申込方法や入居申込資格、家賃など、詳しくは「募集案内書」で

ご確認ください。

　日頃は清水高校同窓会に対しまして、ご支援ご協力を賜り感謝

申し上げます。

　清水高校は本年70周年を迎え、11月2日に記念文化祭、11月16

日に記念式典を開催する予定です。

　さて、市内外で活躍する1万人を超えた清水高校の卒業生の、年

に一度の同窓会総会を下記日程で開催します。清水高校卒業生な

ら誰でも参加できます。懇親会からの参加も歓迎です。

　「♪加久見川うるおす清水～」の校歌のもと、母校の思い出を語

り合いませんか。皆様のご参加をお待ちしております。

日　時：8月17日(土)18時～総会　18時半～懇親会

場　所：ちゃんこ西川（土佐清水市栄町10-8）

会　費：男性5,000円　女性4,000円

問合せ：清水高校同窓会事務局

　　　  担当　松本禎浩 82-1236　新谷英生 080-5669-6935

●募集案内書配布期間 

　8月1日（木）～14日（水）     

●配布場所

　 市役所1階まちづくり対策課、高知県住宅供給公社、

　 四万十市役所、宿毛市役所　他  

●申込書受付期間

　8月8日（木）～14日（水）    

　郵送の場合：8/8～14の郵便局の消印があるものが有効

　持参の場合：受付期間内の土・日・祝日を除く8時30分～

　　　　　　  17時15分まで（12時～13時昼休憩）

●申込書提出及び送付先、お問い合わせ先  

　〒781-0832 高知市九反田4番10-401号（トップワン四国4階）

　　　  　　　高知県住宅供給公社　☎088-883-0344

大 縁 会大 縁 会大 縁 会大 縁 会大 縁 会
～友達の輪をひろげよう～テーマ「人と人　～ともに新たな時代へ～」

将棋大会のご案内将棋大会のご案内将棋大会のご案内
清水高校同窓会総会・懇親会のお知らせ

　土佐清水を遠く離れていても、いつも目に浮かぶ故郷の風景。

世代を越え、なつかしい故郷の「清水弁」で楽しいひとときを過ご

しませんか。

　清水高校は本年70周年を迎え、11月16日に記念式典が行われま

す。

　また、「ジョン万キッズ未来会」が設立され、活動しています。

○日時：9月7日（土）12時～14時（受付11時15分～）

○場所：土佐清水ワールド新橋店

　　　　（JR新橋駅下車　烏森口改札を出て徒歩5～6分）

○会費：男性7,500円　女性6,500円(高校70周年お祝い含む)

○申込・問合せ先：佐野　正倫（TEL 043-274-0387・携帯 090-7198-2743）

　　　　　　　　河野　　綾（携帯080-4472-0430）

○その他：

⑴都合により、または体調不良等のため参加できない場合は早 

　目にご連絡をいただければ幸いです。

⑵ご家族、お知り合いの方で参加を希望される方がおられました

　ら、名前・連絡先等をお知らせいただければ幸いです。

「清水高校同窓会関東支部」and「清水高校同窓会関東支部」and
「関東土佐清水会」二会合同開催「関東土佐清水会」二会合同開催
「清水高校同窓会関東支部」and
「関東土佐清水会」二会合同開催

※詳細は今月号の広報紙と一緒にお届けする「しあわせ」をご覧ください。
【お問い合わせ先】　「２４時間テレビ土佐清水実行委員会」
　　　　　　　　　土佐清水ショッピングセンター プラザ・パル
　　　　　　　　　☎８２－４６０１

２４時間テレビチャリティ募金会場
土佐清水ショッピングセンター プラザ・パル ２階

参加者大募集！

８月２４日（土）
１４時～１８時

よさこい踊り、
バラ抜き節、

生バンドライブなど

８月２５日（日）
１０時～１８時

かるたとり大会や
じゃんけん大会など

県営住宅入居者募集県営住宅入居者募集県営住宅入居者募集

●募集団地

団地名

清　水

募集戸数

1

住戸番号

306

間取り等

6,6 LDK，風呂
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市職員採用試験
※令和元年１２月１日採用　受験資格等

①昭和４９年４月２日以降に生まれた人

②学歴は問いません　

③介護福祉士の資格を有する人

④採用後、土佐清水市に居住できる人

①昭和５４年４月２日以降に生まれた人　

②学歴は問いません　

③保健師の資格を有する人　

④採用後、土佐清水市に居住できる人

※令和２年４月１日採用　受験資格等

①平成２年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた人　

②学歴は問いません　

③採用後、土佐清水市に居住できる人　

①昭和４９年４月２日から平成２年４月１日に生まれた人で、民間企業等での正社員（正職員）の

　勤務経験が５年以上ある人（令和元年８月１日現在）

②学歴は問いません　

③採用後、土佐清水市に居住できる人

①昭和５５年４月２日以降に生まれた人　

②学歴は問いません　

③保健師の資格を有する人、又は令和２年３月３１日までに資格取得見込みの人　

④採用後、土佐清水市に居住できる人

土佐清水市給与支給条例等による

①受験願書

②履歴書

※受験願書と履歴書は、８月１日（木）から市役所総務課、各市民センターで配布します。ホーム

　ページからダウンロードもできます。

③写真３枚（上半身、脱帽正面向き、６か月以内に撮影したもの、縦４㎝×横３㎝、裏面に氏名を記載）

④介護員・保健師を受験される方は資格の写し（保健師資格見込みの方は不要）

日　　程　令和元年９月２２日（日）

場　　所　中央公民館（土佐清水市天神町11番15号）※変更となる場合があります。

試験内容　介護員は高校卒業程度の教養試験のみ、保健師及び一般行政職は高校卒業程度の教養

　　　　　試験と事務適性検査、一般行政職（社会人枠）は作文、事務適性検査

　　　　　※試験開始時間及び試験内容は、職種によって異なりますので、詳細については、募集

　　　　　　要項を参照してください。

１０月上旬頃に、合格者に文書での通知、市役所玄関前及び市ホームページに番号を掲示

日　　程　令和元年１０月２０日（日）予定　

※試験内容については、募集要項を参照してください。

　場所については、第１次試験合格者には文書で通知します。

１０月下旬頃までに、合格者に文書での通知、市役所玄関前及び市ホームページに番号を掲示

土佐清水市役所総務課人事係

〒787-0392　土佐清水市天神町11番2号

℡0880-82-1111内線213（詳細については募集要項を参照してください）

※募集要項の配布場所：市役所総務課、各市民センター（市ホームページにも掲載）

採用職種

介 護 員

保 健 師

採用職種

一般行政職

一般行政職

(社会人枠)

保 健 師

給　　　与

受験に必要な書類

第１次試験

第１次試験の合格発表

第２次試験

最終合格者の決定及び発表

お問い合わせ

採用人員

若 干 名

若 干 名

採用人員

数名程度

若 干 名

若 干 名
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ご意見・ご提案 反映状況

　さくらねこTNR活動の周知の依頼。
　※さくらねこTNR活動とは
　　飼い主のいない猫に対し、TNR（Trap/捕獲し、Neuter/不
　　妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印とし
　　て耳の先をさくらの花びらのようにV字カットする）を実施
　　することで、繁殖を防止し、殺処分の減少に寄与する活動。

　住民らの有志でつくる「土佐清水市のTNRを推進する会」のメン
バーやボランティアの方々により、今年１月と５月にTNR活動が
市内で実施されました。活動内容について、広報紙に２度掲載し、
周知を図っております。

（市民課環境室）

　夜間、市役所駐車場の車止めブロックにつまずき、転びそう
になった人がいる。改善できないか。

　該当の車止めブロックについて、夜間でも確認できるよう、蛍光
色で塗装しました。　　　　　　　　　　　　　　　　 （総務課）

　公園の落書きを消してほしい。 　すぐに現場を確認し、落書きを消しました。 （まちづくり対策課）

　市税等についてコンビニでも払えるようにしてほしい。 　今年度から水道料金はコンビニでの支払いが可能となりまし
た。
　市税等については、初期導入に係る費用や１件あたりの手数料
等の経費が高額となることから、県内の導入市町村の反応や効果
等を確認し、費用対効果を踏まえて検討していきます。  

 （収納推進課、水道課）

　市役所では、市民の皆様からのご意見・ご提案をお寄せいただくため、
「まぁ聞いてや通信」事業を行っています。
　昨年度は、26件のご意見・ご提案をいただき、市の施策等へ反映させました。
その内、４件を紹介します。

　市民の皆様からの声に耳を傾け、より一層信頼される市役所づくりを実現したいと考えています。日
頃から感じていることや考えていることをぜひお寄せください。
　ご提案方法等、詳しいことは、今月の広報紙と一緒にお届けする「まぁ聞いてや通信（黄色、A4両面）」
をご確認ください。
　より良いまちづくりのためのご意見・ご提案をお待ちしています！

【お問い合わせ先】総務課広聴広報係　☎82-1134

　今年度より、水道料金をコンビニで納付できるようになり
ました。曜日や時間を気にすることなく、納付書に記載されて
いるコンビニなら全国どこでも納付することができますの
で、ぜひご利用ください。
　納付書の様式はコンビニ対応の納付書に変わりますが、こ
れまで通り金融機関窓口等でも取り扱いできます。
　※水道料金以外（市税等）は、コンビニでは納付できません。

利用できるコンビニ
ローソン、セブン－イレブン、ファミリーマート、ヤマザキデ
イリーストアー、コミュニティ・ストア、セイコーマート、デイ
リーヤマザキ、ハマナスクラブ、ポプラグループ、ミニストッ
プ、ＭＭＫ設置店（ＡＩＲ有岡店、フジ中村店など）

コンビニで取り扱いできない納付書
　次の納付書は、コンビニで納付することはできませんので、
金融機関窓口等で納付してください。
　・平成31年3月29日以前に発行されたもの 
　・金額を手書きで訂正したもの
　・破損、汚損などによりバーコードが読み取れないもの
　・バーコードが印刷されていないもの
　・金額が30万円を超えるもの

【お問い合わせ先】水道課　☎82-1117

市政へのご意見・ご提案を
お寄せください！

水道料金のコンビニ払いについて 新足摺海洋館「カフェ」の新足摺海洋館「カフェ」の
テナント募集テナント募集

新足摺海洋館「カフェ」の新足摺海洋館「カフェ」の
テナント募集テナント募集

新足摺海洋館「カフェ」の
テナント募集

（オープンは令和２年７月予定）
【カフェの面積】

１F海側　約８０㎡
　屋外に設置されるウッドデッキも利用可

テナント料…売上金額の５～１０％
　　　　　　　光熱水費は実費負担
店内設備…主な設備は施設側で準備
契約期間…令和２年度から３年間
（その後継続の場合は５年間単位）
募集締め切りは８月３１日までとします

　ご連絡をお待ちしています‼
(株)高知県観光開発公社（レスト竜串内）
担当：中島、門田　☎ 0880-85-0201
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Ｊアラートを使用した訓練放送について
　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり防災行政無線により情報伝達訓練を行います。
　この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、全国で一斉に行われます。 

上りチャイム音
『これは、Ｊアラートのテストです。』 ×３
『こちらは、防災土佐清水市です。』
下りチャイム音

※全国瞬時警報システム（Ｊアラート）とは
　弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を国（内閣官房・気象庁から消防庁を
経由）から送信し、市町村防災行政無線等を自動起動することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステム

※訓練当日の地震・気象状況によっては、中止
　する場合があります。
※テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール）
　では、訓練用の放送はされません。  

◎８月２８日（水）　１１時頃
　放送内容

防災、 は・て・な？ 危機管理課（☎87-9077）

土佐清水市防災士養成事業のお知らせ
　「令和元年度　高知県防災士養成講座」が次の日程で開催されます。
　市としましても、各地域の防災力の向上を目的として、地域の防災活動の中心となり、積極的に活動する意志のある方を応援いた
します。

※講義時間は、1日目：9時20分～17時20分、2日目：9時30分～18時20分の予定です。
※2日間の講義以外に自宅学習として、履修確認レポートの提出が必要です。
※高知市、安芸市、香南市でも開催されますので、希望の方はお問い合わせください。

●受講者負担額　（１）防災士資格取得試験受験料 　3,000円
　　　　　　　　（２）防災士認証登録申請手続料 　5,000円
　　　　　　　 　※年度内に防災士の資格取得をし、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受ける必要があります。
　　　　　　　 　※試験に不合格となった場合は、３，０００円の補助となります。
　　　　　　　　 　その場合は次年度以降、資格取得に努めるようお願いします。
●申　込　先　〒780-0870　高知市本町３丁目３-３９（高知放送南館６Ｆ）
　　　　　　　　株式会社RKCプロダクション　防災士養成講座担当　まで　ＴＥＬ：090-5711-6513　ＦＡＸ：088-872-0896
  Ｅメール：bousai@rkc-pro.co.jp　※受付時間：月曜日～金曜日 9:30～18:00（土日祝を除く） 
●申込み方法　「受講申込書」を郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかにより、決められた期日までに提出してください。（申込み多
　　　　　　　　数の場合は抽選）
　　　　　　　　「受講申込書」については、「高知県のホームページ」または、危機管理課に準備しています。
　　　　　　　　※8月31日（土）必着
　　　　　　　　（注意１）　試験受験料は、防災士養成講座受講日までに支払うことが必須となります。
　　　　　　　　（注意２）　認証登録申請手続料は、試験に合格した方が必要となります。
　　　　　　　　（注意３）　試験に不合格の方が再度受験する場合には、再試験受験料は免除されます。
●主　　　　催　高知県危機管理部南海トラフ地震対策課　　　ＴＥＬ：088-823-9317
●補助金について　土佐清水市危機管理課　ＴＥＬ：87-9077

市が補助いたします。

開催日
11月09日（土）・
11月10日（日）・

会場
四万十市社会福祉センター

（四万十市右山五月町8番3号）

受講定員

70名

募集期限

8月31日（土）

　土佐清水在宅医療多職種連携協議会では、6月26日(水)に第1回合同会議を開催いたしました。「はたま
るねっとシステムについて」と題し、高知県健康政策部医療政策課の濵田文晴氏より、医療・介護情報共有
ネットワークの高知県内での取り組み状況について、また、大井田病院（宿毛
市）の看護師である井上綾子氏からは、「はたまるねっと」を実際に使用する
ことの意義や活用方法等について講演がありました。
　参加者からは、「知ることの大切さがわかった」、「はたまるねっとの活用を
利用者にどのように啓発していくのかが大事だと感じた」といった声があ
り、在宅支援に必要な情報の共有について、知識を深めることができました。

　次回の研修会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

日時・場所 内　　容講　師 対　象

8月2日(金)18時～19時

渭南病院8階いなんホール

高知県中小企業団体
中央会
古木　健雄　氏

「外国人技能実習制度」
制度の目的・趣旨・基本理念等、外国人
技能実習に関わる制度について知る
研修会です

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。

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　

　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。
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事業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　消費税率の引き上げが非課税者・子育て世帯の消費に与え
る影響を緩和するとともに、土佐清水市の消費を喚起・下支え
するためにプレミアム付商品券を販売します。
　　　販売について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10月1日（火）から販売開始予定
1冊4,000円【商品券金額5,000円（500円×10枚綴り）】
1人あたり商品券は最大25,000円（販売価格20,000円）まで
の購入が可能。
　　　購入対象者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．非課税者…令和元年度住民税が非課税の方。
　 (住民税課税者と生計同一の配偶者、住民税課税者の扶養親
　 族、生活保護受給者は除く)
　 ※申請が必要です。(申請がない場合は対象者であっても商
　　 品券を購入できません。)
　 ①購入対象と思われる方に市より申請書を8月9日（金）以
　　 降に、お送りします。
　 ②商品券購入引換券を発行希望の方は、市役所・3市民セン
　　 ターもしくは郵送にて申請書を提出。
　 ③市が審査したのち、商品券購入引換券を交付（9月下旬以
　　 降を予定）。
　　 申請書受付期間⇒8月15日(木)～11月29日(金)
　　 申請書受付場所⇒市役所・
　　 　　　　　　　　各市民センター(下川口、三崎、下ノ加江)
２．子育て世帯…平成28年4月2日～令和元年9月30日までに
　 生まれた子がいる世帯主。
　  ※申請は不要です。
　 ①世帯主宛に市より商品券購入引換券を交付します（9月
　　 下旬以降を予定）。
　　　○注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・代理人による申請も可能です。(委任状が必要です)
・申請の際は、本人確認のできる身分証明書をお持ちください。
・購入引換券・商品券は再発行いたしませんので、大切に保管
　してください。
・商品券は、土佐清水市内にある商品券取扱店舗のみでの利
　用になります。

特殊詐欺や個人情報の搾取に
ご注意ください！

・プレミアム付商品券自体を直接郵送することはありません。
・プレミアム付商品券を販売するために、市区町村や国など
　が手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・市区町村や国などがＡＴＭ(銀行・コンビニ等の現金自動支
　払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・現時点で、市区町村や国などが住民の皆様の世帯構成など
　の個人情報を照会することは絶対にありません。

※ご自宅や職場などに市区町村や国の機関の職員を名乗った
電話があった場合や、郵便が届いた場合は最寄りの警察署や
市役所観光商工課までご連絡ください。
　　　【お問い合わせ先】
〒787-0392　土佐清水市天神町11-2
市役所　観光商工課　商工係
TEL：82-1212　FAX：82-1126

　市では、令和２年３月３１日で指定管理期間が満了する次

の施設について指定管理者を募集します。

＊施設の名称及び所在地

　土佐清水市斎場（土佐清水市浦尻字大駄場山423-170）

＊指定管理期間

　令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間）

＊募集要項配布期間

　８月５日（月）～９月１９日（木）

　９時～１２時、１３時～１７時に市民課環境室で配布します。

＊応募資格

　市内に事業所又は営業所を有する事業者・団体（個人は不可）

＊説明会

　８月１５日（木）１３時３０分～

　市役所２階　第４会議室

＊受付期間

　８月２０日（火）～９月１９日（木）

　９時～１２時、１３時～１７時（厳守）

　詳細な応募方法等は、募集要項をご覧ください。

＊＊＊＊＊お申し込み・お問い合わせ＊＊＊＊＊

〒787-0392　土佐清水市天神町11-2

市役所　市民課　環境室

TEL：82-1214　FAX：82-1292

　収集場所に出された粗大ごみは、破砕機

で小さく破砕された後、溶融炉で溶融処分

されます。破砕できない物は粗大ごみとし

て市で収集することはできません。

　収集できない物は、収集場所に残りま

す。収集されているかを確認の上、残って

いれば持ち帰り、未収集の理由を確認の

上、適切に処分してください。そのまま放置されますと近所の

方が大変迷惑しますので、粗大ごみを出す際には、必ずルール

とマナーをお守り下さい。

☆粗大ごみを出す際は、粗大ごみ処理券(100円)を貼ってください。

　※粗大ごみ処理券は市内のスーパー・ドラッグストア・ホー

　　ムセンター等で取り扱っています。

☆粗大ごみの大きさの基準は、一辺の長さ50cm以上～2m以下

　の物で、２人で抱えられる重さの物です。

☆上記の基準内であっても次の物、又は同様の形状をした物

　は粗大ごみとして収集できません。

　(1)植木鉢、コンクリートブロック、瓦

　(2)テレビなどのリサイクル家電4品目

　(3)パソコン

　(4)爆発性のあるごみ

　(5)火災発生の危険があるごみ

　※ご不明な点がございましたら

　　市民課環境室 �☎82-1214 までご連絡ください。

(6)有毒性のあるごみ

(7)破砕不能なごみ

(8)事業活動に伴い生じるごみ(産業廃棄物)

プレミアム付商品券にかかる申請について斎場の指定管理者を募集します斎場の指定管理者を募集します斎場の指定管理者を募集します斎場の指定管理者を募集します斎場の指定管理者を募集します

粗大ごみの出し方・ルールとマナー粗大ごみの出し方・ルールとマナー
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開催期間　１０月１８日（金）～１０月２３日（水）

　　　　　１８日～２２日　９時～１７時

　　　　　　　　　２３日　９時～１６時

開催場所　土佐清水市立市民文化会館

審 査 員　洋　　画　森本　忠彦　　日 本 画　荒木　陽一

　　　　　書　　道　濱田　尚川　　写　　真　津野　廣幸

　　　　　彫塑工芸　大野　良一

出品規定　＊土佐清水市在住者及び出身者､又は縁のある者

　　　　　　（第３親等在住・勤務者も含む）で満１６歳以上

　　　　　　（高校生を含む）が、自己の創作（但し、書道の場

　　　　　　合は古典臨書も可）した、会期中の展示に耐えら

　　　　　　れ風教に害のない未発表の作品で、各部門１人

　　　　　　５点以内とする（合作も可）。但し、制作後５年を

　　　　　　経過したものは認めない。

　　　　　＊搬入・搬出は自己の責任で行い、受賞者は授賞式

　　　　　　に参加すること。

　　　　　＊ＳＮＳ等インターネット上での公表も発表作品

　　　　　　とみなします。

　　　　　◎洋　　画＝油絵・水彩画・版画等の枠装又は額装

　　　　　　　　　　　を含め縦横１８０cm以内のこと。

　　　　　　　　　　　ガラス使用は２０号以下。

　　　　　◎日 本 画＝１００号以内で枠装または額装。

　　　　　　　　　　　ガラス使用は２０号以下。

　　　　　◎書　　道＝縦２．４２ｍ、横４．０ｍ以内、裏打ち・

　　　　　　　　　　　表装のうえ楷書書きによる釈文を必

　　　　　　　　　　　ず添付。ガラス使用は半切まで。色紙

　　　　　　　　　　　や短冊は額装もしくは短冊掛けにか

　　　　　　　　　　　けること。

　　　　　◎写　　真＝４つ切り（２５．４cm×３０．５cm）

　　　　　　　　　　　以上全倍（７０cm×１００cm）以内

　　　　　　　　　　　で枠装又は額装のこと（ガラス張り

　　　　　　　　　　　は認めない）。

　　　　　◎彫塑・工芸＝２ｍ×２ｍ×１ｍ以内の陶芸・染色・

　　　　　　　　　　　木工・刺しゅう（文化刺しゅうを除く）・

　　　　　　　　　　　商業美術等とする。彫塑は、石こう又

　　　　　　　　　　　は実材に限り粘土は認めない。

　　　　　＊洋画・日本画・書道・写真は搬入時、作品の展示に

　　　　　　耐えられる「ひも」を出品者が付けておくこと。

搬入日時　１０月５日(土)～１０月６日（日）／９時～１７時

搬入場所　土佐清水市立市民文化会館

搬出日時　１０月２３日（水）　１６時～１７時

　　　　　１０月２４日（木）　９時～１１時

主　　催　土佐清水市・高知新聞社

お問い合わせ先　生涯学習課　☎８２－１２５７

第59回 土佐清水市美術展覧会
じんけんコーナー

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

　今回は各福祉センターが発行している、センターだより７

月号に掲載されたものです。自分では気が付かないうちに、

周りの人が近寄りがたい雰囲気を作っていることは誰しも

経験があるのではないでしょうか。仕事等で忙しく余裕がな

いときこそ、努めて笑顔でいられるようにしたいものです。

じんけん課

『笑顔で仕事をすること』

　私は、いままでいろいろな仕事についてきました。仕事の

内容は異なりますが、どの仕事についても笑顔を絶やさない

よう心がけるようにしています。

　その事に気づいたのは、データ入力の会社に勤めていた時

です。ちょうどバブルが弾けて、業績を上げるため安くなっ

た単価の仕事を大量にこなしていました。毎日、残業・残業息

つく暇もありませんでした。

　会社ではチーフをしていたので、社員指導をしながら大量

の仕事をこなすため社員が休息をとっている間も仕事をし

ていました。

　「今日は、怒ってるみたいだから聞くの止めよう」と社員同

士で話しているのが聞こえてきました。

　「えっ、怒ってる？」

　そういやあ、忙しくて眉間にしわがよってたなと反省し、

「怒ってないよ。どこが分からんの？」と、笑顔で聞き返した

事でした。

　自分としては、怒ってるつもりは無くても他の人から見る

と近寄りがたくなっていたのでしょうね。笑顔は、その人の

人格をプラスにもしてくれる要素だと思いました。

　私事ですが、この４月から希望していた地元の大岐福祉セ

ンターに勤務するようになりました。地域の人は、小さい頃

から知っているおんちゃん・おばちゃん達です。

　私は、センターに勤めるようになって、人に対する意識が

変わってきたように思います。何時でも、声をかけてもらえ

るよう笑顔を絶やさないよう心がけ、相手の立場になって話

すようになりました。笑顔で話しかけると、相手からも笑顔

で返ってくるので嬉しくなります。

　地元だからこその、気づきもあるのでおんちゃん・おば

ちゃん達が居心地良く元気に暮らせるようお手伝いできた

ら良いなと思っています。

　高知地方法務局と高知県人権擁護委員連合会では、学校に
おける「いじめ」や家庭内における児童虐待など、子どもの人
権問題解消に向け、電話相談の強化週間を実施します。
　児童・生徒の皆さんが安心して相談できるよう、相談は無
料で秘密は厳守します。学校や家庭、友達関係の悩みごとな
ど、何でもご相談ください。

１　実施期間　　８月２９日（木）～９月４日（水）
２　受付時間　　８時３０分～１９時
　　　　　　　　（※土日は10時～17時）
３　電話番号　　０１２０（００７）１１０
　　　　　　　　※フリーダイヤル
　　　　　　　　※ＩＰ電話からは接続できません。
【お問い合わせ先】高知地方法務局人権擁護課
　　　　　　　　☎088-822-3503
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　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

保育士  臨時職員を募集しています！

「児童扶養手当現況届」のお知らせ未婚の児童扶養手当受給者に対する未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金のお知らせ臨時・特別給付金のお知らせ

未婚の児童扶養手当受給者に対する未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金のお知らせ臨時・特別給付金のお知らせ

未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金のお知らせ

～児童扶養手当を受給されている方は、　
　8月中に必ず手続きをしてください～

特別児童扶養手当「所得状況届」のお知らせ

　手続きを行わないと、今年の８月分から

の手当が受けられなくなりますので、ご注

意ください。また、所得制限により手当が

支給停止となっている方も現況届の提出

は必要です。

　次のいずれかに当てはまる児童（１８歳に達する日以降最初の

３月３１日までの間にある者又は一定の障害の状態にある２０

歳未満の者）を養育している父・母、または養育者に対して支給さ

れます。

・父母が離婚　　　　　　　　　　・父又は母が死亡

・父又は母が重度の障害を有する　・父又は母が生死不明

・父又は母から１年以上遺棄　　　・父又は母が１年以上拘禁

・未婚の母の子など

※父・母が婚姻もしくは事実婚の状態にある場合、児童が施設に

　入所する場合には手当を受けることができません。その場合喪

　失の事由が発生した時期にさかのぼって資格喪失となります

　ので、手当の返還が発生することのないよう、必ず事前に申し

　出をしてください。

　児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親の方に対
し、令和元年度に臨時・特別の措置として、給付金を支給し
ます。

【支給対象者】（次のすべての要件を満たす方が対象です）
　①令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父ま
　　たは母
　②基準日（令和元年10月31日）において、これまでに婚姻
　　（法律婚）をしたことがない方
　③基準日（令和元年10月31日）において、事実婚をしてい
　　ない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方

申請期間　8月1日（木）～12月6日（金）
必要書類　①申請書　　　　　③本人確認書類
　　　　　②戸籍謄本（抄本）

　特別児童扶養手当を受給されている方は、８月分以降の
受給資格の有無を確認するため所得状況届の提出をお願
いします。

特別児童扶養手当とは
　精神、知的又は身体に障害を有する児童について、特
別児童扶養手当を支給することにより、これらの児童
の福祉の増進を図ることを目的としています。
　対象者は、２０歳未満の障害のある児童の父母又は
父母に代わって養育をしている方です。

【お問い合わせ先】
福祉事務所福祉児童係　☎８２－１１１８

対象者の方には必要な書類をお送りします

受付期間

8月01日（木）

～

8月30日（金）

（土・日・祝日は除く）

福祉事務所

福祉児童係

（市役所１階

④番窓口）

場　　所 時　　間

対象者の方には必要な書類をお送りします

受付期間

8月09日（金）

～

9月11日（水）
（土・日・祝日は除く）

福祉事務所
福祉児童係
（市役所１階
④番窓口）
又は

各市民センター

08：30～12：00
13：00～17：15

※市役所での受付は　
　事前に連絡をいただ
　  ければ、上記時間外も 
　受付いたします。 　 

場　　所 時　　間

児童扶養手当一部支給停止適用
除外事由届出書について

　児童扶養手当を受給している方は自ら進んで自立を図

り、家庭生活の安定と向上に努める必要があります。そのた

め、現況届を提出することとされている令和元年８月にお

いて、児童扶養手当の受給から５年を経過する等の要件に

該当している方については、児童扶養手当一部支給停止適

用除外事由届出書及び添付書類を提出し自立を図っている

証明をしていただいております。該当者には事前に通知を

送付しておりますので、現況届と一緒に提出してください。

※手続きを行わないと、児童扶養手当の２分の１が支給停

　止となりますので、必ず手続きをしてください。

・この手当には受給者本人と同居親族の所得制限があります。

・受給者本人が届出においでください。

08：30～12：00

13：00～17：15

※事前に連絡をいただければ、

　上記時間外も受付いたしま

　す。
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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）
【8月の年金相談】日時：8月13日（火）9時30分～15時（昼休みを除く） 
【9月の年金相談】日時：9月10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

　病気やけがで医療機関等を受診する際、支払った月々の医療
費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は高額療養費とし
て後日支給されますが、事前に申請をして発行された「限度額適
用認定証」等を医療機関に提示すれば、窓口での医療費の支払い
を自己負担限度額までに抑えることができます。
　有効期限は毎年7月末日となっているため、8月以降も引き続
き使用するためには再度申請が必要です。
限度額適用認定証の対象者
・国民健康保険加入者で69歳までの方
・70歳～74歳で世帯主及び国保の被保険者全員が非課税の方
・70歳～74歳で負担割合が3割の課税世帯のうち、課税所得が
　145万円以上690万円未満の方
食事療養標準負担額減額認定証の対象者
国民健康保険加入者で世帯主及び国保の被保険者全員が非課税
の方
（※70歳～74歳の方には限度額適用認定証と一緒になったもの
を交付します）
※国保税の滞納がある方、世帯内に住民税の申告をしていない
　国民健康保険加入者がいる場合は、申請の受理や認定証の発
　行までに、時間を要する場合があります。
申請場所
市民課国保係・各市民センター
申請に必要なもの
国民健康保険証・印かん・現在お持ちの認定証（更新の方）・申請
に来られる方の身分証明書
※申請した月の初日から有効となりますので更新の方は８月中

　に、新たに必要になる方もお早めのお手続きをお願いします。

【お問い合わせ先】市民課国保係　☎82-1108

○保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳児クラスの
　子どもたちの保育料が無償化されます。

○０歳から２歳児クラスの子どもたちは、住民税非課税世帯を
　対象として保育料が無償化されます。

　無償化の範囲や上限額は、保育の必要性の認定の有無、住民税
非課税世帯であるか否かなどによって異なります。
　市が保育料を決定している世帯については、令和元年９月分以
降の保育料は例年どおり９月に保育料決定通知書を送付します。

（※注）無償化の対象となるためには、住所地の市区町村に申請
　　　をし、新たに「保育の必要性の認定」を受ける必要があり
　　　ます。

■障害状態確認届（診断書）の送付時期が変更となりました。

　障害年金を受けている方で障害の程度を確認する必要がある

方は、「障害状態確認届」に診断書が付いている届書※が送付さ

れます。

　その届書の送付時期が、これまでの誕生月の前月末から２か

月前倒して送付されることに変更となりました。

　これにより、届書に記載いただく医師の診断につきましても、

受給者の方の誕生月の月末から３か月以内の診断を記入いただ

くように緩和されました。

※レントゲンフイルムが必要な方は、レントゲンフイルムを添

　えてください。

年金相談のお知らせ

　国民年金保険料をまとめて前払い（前納）すると保険料が割引

されます。

■前納のお申し込みはお早めに

　令和元年度分６か月前納（１０月～翌年３月分）のお申し込み

の締切日は、令和元年８月３０日（金）です。

※保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用

　いただけません。

お問い合わせ

市役所市民課住民年金係　【８２－１１０７】

幡多年金事務所【０８８０－３４－１６１６】

障害年金を受給されている方へ障害年金を受給されている方へ

国民年金保険料前納申込期限のお知らせ国民年金保険料前納申込期限のお知らせ

障害年金を受給されている方へ

国民年金保険料前納申込期限のお知らせ

国民健康保険

限度額適用認定証及び食事代等の
減額認定証の更新について

令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が始まります

保育料（利用料）無償化対象施設・事業

【お問い合わせ先】こども未来課幼保支援係　☎87-9011

保育の必要性無償化上限額（月額）

0～2歳児
（※住民税非課税世帯）

3～5歳児

全額

3～5歳児 全額

3～5歳児 11,300円

3～5歳児

0～2歳児
（※住民税非課税世帯）

37,000円

42,000円

必要

不要

必要（※注）

必要（※注）

施設・事業 対象者（クラス年齢）

保育所
認定こども園
（保育部分）

認定こども園
（幼稚園部分）

一時預かり事業等

幼稚園・認定こども園
（幼稚園部分）の
預かり保育事業
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日本人の 2人に 1人が「がん」になり、3人に 1人が「がん」で亡くなっています。
そして日本で亡くなる方の死因で 1番多いのは「がん」です。
また、「肺がん」は、男性が女性の 3～ 4倍もなる人が多く、高齢になるほど多くなります。
さらに、高知県民の中で、死亡率が一番高いのが「肺がん」です！！

最大の原因は喫煙です！
　たばこを吸わない人に比べて吸う人では、肺がん
になる危険度が 3～ 4 倍になります。また、たばこ
を吸わない人でも受動喫煙（他人のたばこの煙を吸
わされること）で肺がんのリスクが上がることが報
告されています。

がん検診 受けてますか？！

ステージごとの5年生存率(がんの統計’18）
90

65

45

25

0

ステージ2

50.2％

ステージ3

21.3％

4.9％

ステージ4

●肺全体をエックス線で撮影します。

●検査時間は数分で、痛みなどもありません。

【検査内容】胸部エックス線検査

４０歳以上 年に１回

早期発見ができれば・・・

治療の選択肢も多く、治療後における経過も良好と言われています。

【申し込み・お問い合わせ先】健康推進課保健推進係　☎82-1121

定期的に検診を受けて、早期発見・早期治療につなげましょう！！

ステージ1

80.2％80.2％80.2％

肺がんの原因は？

肺がんの予防法は？

禁煙する！！

野菜や果物を
食べる！

受動喫煙を
避ける！

今月のテーマ…

肺がん検診

平成30年度の　　　　
　　　　　　の受診状況です！

めざそ
う！

健口寿
命

対象者

40歳

50歳

60歳

70歳

合計

129人

151人

199人

331人

810人

8人

8人

14人

19人

49人

0人

2人

3人

2人

7人

0人

1人

1人

5人

7人

8人

5人

10人

12人

35人

29.4本

25.9本

25.6本

23.2本

26.0本

6.2%

5.3%

7.0%

5.7%

6.0%

受診者 受診率
異状なし 要経過観察 要精検

受診結果 現在歯数
平均

　今や国民の8割が歯周病にかかっているといわれています。
　市の歯周病検診受診者のうち、71.4％の人に歯周病やむし歯など、
なんらかの異常がみつかっています。

かんたん歯周病のセルフチェック
●朝起きた時、口の中がネバネバする
●ブラッシング時に出血する
●口臭が気になる
●歯ぐきがむずがゆい、痛い
●歯ぐきが赤く腫れている（健康な歯ぐきはピンク色）
●固いものが噛みにくい
●歯が長くなったような…気がする

ひとつでもあてはまれば、歯周病かも・・・

　１年に１回、歯科健診や特定健康診査を受けましょう！　１年に１回、歯科健診や特定健康診査を受けましょう！　１年に１回、歯科健診や特定健康診査を受けましょう！　１年に１回、歯科健診や特定健康診査を受けましょう！　１年に１回、歯科健診や特定健康診査を受けましょう！

風しんにご注意ください風しんにご注意ください風しんにご注意ください風しんにご注意ください風しんにご注意ください
今年に入ってから６月上旬までに、
約１,７００人の風しん患者が日本全
国で発生しています。
これは去年の同時期までの約５０倍
もの猛威です。
風しんの疑いがある症状が出たら、
必ず医療機関へ事前連絡をして、診
察・治療を受けてください。

○症　　状：発しんや発熱・リンパ節の腫れ
○感染経路：咳やくしゃみ等のヒトからヒトへの飛沫感染
○感染期間：発しんの出る７日前から発しん出現後の７日間ぐらい
○注意事項：風しんに感染した妊婦より、母子感染で児    
○注意事項：胎も風しんにかかります。感染した胎児は、    
○注意事項：胎高い確率で先天性の難聴や白内障などを患    
○注意事項：胎う可能性があります。

【風しん基本情報】

≪成人男性の風しん抗体検査と予防接種が始まります≫
　次に該当する方は抗体検査と必要に応じて予防接種を
『無料』で受けられます。
①　昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性
②　昭和37年４月２日～昭和47年４月１日生まれの男性
　　のうち、希望する方
※抗体検査の結果等によって、予防接種を受けられない場
　合があります
◎受診する際に、市が発行するクーポン券が必要です。　
　対象の方には、別途お知らせしています。
◎上記の方以外で妊娠を希望する女性とその同居人等を　
　対象とした抗体検査を高知県が実施中です。
　ぜひご利用ください。詳しくは『高知県　妊娠を希望　
　する女性　風しん』で検索してください。

【申し込み・お問い合わせ先】
　健康推進課保健推進係　☎８２－１１２１

歯周病検診歯周病検診歯周病検診歯周病検診歯周病検診

　40、50、60、70歳の方を対象に成人歯科健診を実施しています。

●自己負担：無料　※治療については医療保険の対象となります。
●実施期間：年度内１回受診
　　　　　  平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
　　　　　  対象者の方には、4月に受診券をお送りしています。
　　　　　  紛失された方は、再発行できますので、お問い合わせ
　　　　　  ください。
●健診項目：歯の状態・歯肉の状況・口腔内清掃状況・問診 他

【お問い合わせ先】健康推進課保健推進係　　☎８２－１１２１
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訪問歯科診療のことなら まずお電話を！

お電話での相談は無料です。

高知県からの委託を受けて、高齢や障害等の理由で歯科医院に
通院できない方々がいつまでも口から食べ続けられるよう、
在宅で歯科診療が受けられるように相談窓口を開設しています。

受付時間：月～金・９時～１７時 ※祝日・年末年始を除く
不在時には高知市内の中央窓口に電話転送されます。

高知県
歯科医師会在宅歯科連携室
幡多窓口 0880-34-8500

【特定（後期高齢者）健診】
対象者：40歳以上　受診料金：無料
【肺がん検診】
対象者:40～64歳　受診料金：300円
【結核健診】
対象者：65歳以上　受診料金：無料
【胃がん検診】
対象者：40歳以上　受診料金：1,000円
※胃を全部摘出した方は受診できません。
※日常生活の中で飲食物でムセたり、誤
　嚥（飲み込んだ飲食物が誤って肺や気
　管支に入ること）される方は、バリウ
　ムの誤嚥事故を防止するために医療
　機関での受診をお勧めします。
※慢性的に便秘のある方（検診前３日以
　上便通がない方）はお勧めできません。
【乳がん(マンモグラフィ)検診】
対象者：４０歳以上・偶数年齢
受診料金：８００円   　　　
※検診1時間あたりに定員があるため
　予約制となっています、受診を希望さ
　れる方は早めにご連絡ください。
※ペースメーカーを装着している方
　や豊胸術を実施している方ならび
　に水頭症シャント術後の方は受診
　できません。

【市が実施するがん検診を受診できない方】
・ 職場等で同様のがん検診を受診する機会のある方
・ 各種検診の対象年齢以外の方
・ 土佐清水市に住民票を置いていない方

※「がん検診」の結果は、1か月をめどに「要
　精密検査」の結果であった方のみに通知
　しています。
※「特定健診」の結果は、約1か月後に受診者
　全員に送付します。

《健診・検診の年齢》
令和2年3月31日時点における満年齢

日　程

9月7日(土)

9月3日(火)

下益野土居ノ下

上野区長場

斧積区長場

爪白区長場

竜串福祉センター

三崎浦区長場

09：30～10：00

10：10～10：30

10：40～11：00

11：20～11：40

13：30～13：50

14：10～15：00

中央公民館
（市役所敷地内）

三崎

市街地

下川口

受付時間 会　場 対象地区検診（健診）内容

受診票に記載された
時間にお越しください

各種がん検診・特定健診等健診

セット健診（健康診査・がん検診）となっております。
一度に複数の健診を受診できます。

（乳がん）

（肺がん）

【申し込み・お問い合わせ先】健康推進課保健推進係　☎82-1121

【 がん検診（個別検診）について 】
●個別検診では、指定の医療機関（病院）で市の発行する受診券を使用して、都合の良い日程で受診していただけます。

種　類
乳がん検診
子宮頸がん検診
胃がん検診

20歳以上の偶数年齢の女性
50歳以上の偶数年齢の男女

40歳以上の偶数年齢の女性 1,000円
1,000円
3,300円

【申し込み・お問い合わせ先】健康推進課保健推進係　☎82-1121

～特定健診・後期高齢者健診～
特定健診特定健診特定健診【対象者】　40～74歳の国民健康保険加入者

後期高齢者健診後期高齢者健診後期高齢者健診【対象者】　後期高齢者医療加入者

【健診内容】　問診・身体計測・診察・血液検査・尿検査・血圧測定など

医療機関名

渭南病院

松谷病院

82-1151

82-0001

足摺病院

あしずり岬診療所

82-1275

87-9100

かずクリニック 83-0020

電話番号 電話番号 電話番号医療機関名 医療機関名

都合に合わせて受診できる「個別健診（医療機関での受診）」もぜひご利用ください！

2年に1回
マンモグラフィ（乳房エックス線検査）

胃内視鏡検査　（胃カメラ）
視診+内診+子宮頸部の細胞診検査

受診料金 検査項目 受診間隔対象（令和2年3月31日時点）

※直接病院に行っても受診できません。必ず下記まで申し込みをしてください。
※胃内視鏡検査（胃カメラ）を受診した方は、次年度は、胃がん検診（バリウム含む）は受診できません。

08：30～10：00（特定健診）

下川口小学校体育館13：30～14：30（特定健診）

（胃がん）
※バリウム

08：00～10：00
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宅地分譲のお知らせ土佐清水市土地開発公社では、次のとおり宅地分譲を行っています。

三崎城ノ峯分譲宅地

三崎城ノ峯分譲宅地写真

下ノ加江分譲宅地

お申し込み・お問い合わせ　土佐清水市土地開発公社（市役所総務課内）☎82-1134

【所在地】下ノ加江大橋西側（市営住宅隣接地）

【区画数】1区画

【単　価】③20,891円／㎡　　69,062円／坪

【所在地】三崎道の駅『めじかの里』西側 
【区画数】5区画
【条　件】建物建築時に合併処理浄化槽を設置
【単　価】（平地）通常 12,402円／㎡ 　　41,000円／坪
　　　　　　　   （特）9,680円／㎡ 　　32,000円／坪 
※法面部分は平地の半額

※（特）とは、契約から５年以内に地元業者にて一般的居宅を建築する

　　場合の特割価格です。  

※当該区域は、南海トラフ巨大地震による津波浸水予測区域には含まれて

　　おりません。（標高21.3ｍ～27.5ｍ）

三崎保育園

面積（㎡）

坪

65.1坪

㎡

215.22㎡

区画

３

分譲価格

4,496,000円

区画

1

6

8

9

10

平地 ㎡

平地 坪

284.93㎡
86.2坪

260.46㎡
78.8坪

256.13㎡
77.5坪

191.72㎡
58.0坪

219.63㎡
66.4坪

法面 ㎡

法面 坪

215.23㎡
65.1坪
62.44㎡
18.9坪

113.70㎡
34.4坪

155.62㎡
47.1坪

187.21㎡
56.6坪

合計

（㎡）

500.16㎡

322.90㎡

369.83㎡

347.34㎡

406.84㎡

通常価格

4,868,000円

3,617,000円

3,881,000円

3,342,000円

3,884,000円

特割価格

3,799,000円

2,823,000円

3,029,000円

2,608,000円

3,032,000円

面積（㎡） 分譲価格

下ノ加江分譲宅地写真

西側より撮影 パノラマ写真

パノラマ写真

土佐清水市立清水ヶ丘墓地公園利用者の募集
◆墓地場所　　　　土佐清水市清水ヶ丘33番
◆墓地面積　　　　３６４㎡　６１区画
◆募集墓地区画数　１７区画
◆永代使用料　1区画（6㎡）　330,000円/区画
　　　　　　　不整形地　39　208,000円/区画
　　　　　　　　　　　　50　400,000円/区画
◆申込方法　　随時受付
　　　　　　・先着順での受付とさせていただきますので、既に
　　　　　　　募集が終了している区画がある場合があります。
　　　　　　・申込み・お問い合わせの際は下記の墓地平面図の
　　　　　　　番号よりご希望の番号をお選びください。
◆申込対象者　土佐清水市に本籍もしくは住所を有する者
　　　　　　　または既に祖先の墳墓を有する者
　　　　　　※住所が市外の方は、市内在住の代理人を選定する
　　　　　　　必要があります。
◆ご不明な点は下記までご連絡ください。
　　　　　　　お問い合わせ先　土佐清水市役所まちづくり対策課
　　　　　　　　　　　　　　　都市整備係　 電話　82-1255※注：39、50は不整形地となります。

　墓　地　平　面　図　

39

4748
505152535455565760

61
18192021

駐車場
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うまれてきてくれて ありがとううまれてきてくれて ありがとううまれてきてくれて ありがとううまれてきてくれて ありがとううまれてきてくれて ありがとう

グリーンハイツグリーンハイツ　竹村 悠利竹村 悠利くんくん
令和元年6月3日生令和元年6月3日生
親からのメッセージ

「兄弟仲良く元気に大きくなってね兄弟仲良く元気に大きくなってね」

たけむらたけむら ゆうりゆうり

以布利以布利　次田 圭汰次田 圭汰くんくん
平成31年4月18日生平成31年4月18日生
親からのメッセージ

「お姉ちゃんと仲良く元気に大きくなぁれ!お姉ちゃんと仲良く元気に大きくなぁれ! 」

つくだつくだ けいたけいた

栄町栄町　阿川 蒼阿川 蒼ちゃんちゃん
平成31年2月27日生 平成31年2月27日生 
親からのメッセージ

「元気に産まれてきてくれてありがとう元気に産まれてきてくれてありがとう」

あがわあがわ あおいあおい

グリーンハイツ　竹村 悠利くん
令和元年6月3日生
親からのメッセージ

「兄弟仲良く元気に大きくなってね」

たけむら ゆうり

以布利　次田 圭汰くん
平成31年4月18日生
親からのメッセージ

「お姉ちゃんと仲良く元気に大きくなぁれ! 」

つくだ けいた

栄町　阿川 蒼ちゃん
平成31年2月27日生 
親からのメッセージ

「元気に産まれてきてくれてありがとう」

あがわ あおい

　「ゆるキャラ®グランプリ2019」の投票が始まります。投票期間は8月1日
（木）10時から10月25日（金）18時までとなっております。携帯、スマ―トフォ
ン、パソコンなどで、アカウント登録をしていただき1アカウントにつき、1日
1回投票ができます。

　土佐清水市、そして特産品である宗田節を、全国にＰＲできる良い機会とな
りますので、皆さまの、清き一票をよろしくお願いいたします！！

　詳細は、「ゆるキャラ®グランプリ2019」の
ホームページをご覧ください。

　６月９日（日）、ジョン万次郎資料館前で「ジョン万キッズ未
来会」の発足式が行われました。
　清水高校同窓会関東支部の幹事を務める河野綾さん（東京
都、下川口出身）が「自分たちが学んだジョン万スピリッツを
子どもたちに伝えたい」と発案。発起人代表・竹田真さん（清水
ヶ丘）、会長・滝沢理さん（窪津）とともに清水高校卒業生など
に声掛けし、メンバーを集めました。
　当日は、お揃いの水色のＴシャツを着て、ジョン万次郎資料
館を見学。万次郎について理解を深めていました。
【お問い合わせ先】土佐清水沸騰社中内
　　　　　　　　ジョン万キッズ未来会事務局
　　　　　　　　☎080-4472-0430

土佐清水市公認キャラクター「宗田ぶっしー君」土佐清水市公認キャラクター「宗田ぶっしー君」が、ゆるキャラ達ゆるキャラ達の祭典祭典
「ゆるキャラ「ゆるキャラ®グランプリ2019」グランプリ2019」へ今年今年もエントリーしています！エントリーしています！ 
土佐清水市公認キャラクター「宗田ぶっしー君」土佐清水市公認キャラクター「宗田ぶっしー君」が、ゆるキャラ達ゆるキャラ達の祭典祭典
「ゆるキャラ「ゆるキャラ®グランプリ2019」グランプリ2019」へ今年今年もエントリーしています！エントリーしています！ 
土佐清水市公認キャラクター「宗田ぶっしー君」が、ゆるキャラ達の祭典
「ゆるキャラ®グランプリ2019」へ今年もエントリーしています！ 

「ジョン万キッズ未来会」が発足！「ジョン万キッズ未来会」が発足！「ジョン万キッズ未来会」が発足！
　6月1日（土）、歯と口の健康週間（6月4日～10日）に先駆け、
土佐清水市歯科医師団のご協力を得て中央公民館3階ホール
で歯の無料検診を行いました。会場では0歳から80歳代まで
50名の方が、普段お口のことで気になっていることや、むし
歯になっていないかなどを相談したり、むし歯予防のためフ
ッ素の塗布やＲＤテスト（唾液からむし歯菌の数や活動性を
調べる検査）を受けられました。
※土佐清水市歯科医師団のご好意により実施していた、健康
　展における歯の無料検診を受診できなかった方を対象とし
　た無料の歯科検診は昨年度をもちまして終了いたしました。
　長い間ありがとうございました。
【お問い合わせ先】健康推進課保健指導係　☎82-1121

いつまでも 続くけんこう 歯の力いつまでも 続くけんこう 歯の力

歯の無料検診を実施しました歯の無料検診を実施しました
いつまでも 続くけんこう 歯の力

歯の無料検診を実施しました
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