
渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

あしずり岬診療所 （天神町） ☎87-9100

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

休日当直医

2/07(日)

2/14(日)

2/21(日)

2/28(日)

たけだ石油（元町）

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町）、三浦石油（三崎）

カネニ石油（旭町）

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

12,971人
6,136人
6,835人
2人
15人
8人
24人

7,169世帯

前月比

－29人
－18人
－11人
－2人
－6人
－16人
3人

－15世帯

市民の動き 令和2年12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
毎日9時から21時まで

2/07(日)

2/11(祝)

2/14(日)

2/21(日)

2/23(祝)

2/28(日)
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　令和3年2月1日を基準日として、市民全員に5,000円分のポイントを支給します。
　本人もしくは統合された方（カードもしくはアプリ）にポイントを自動的に加えさせていただきますので、
新たな申請等の手続きは不要です。
　「めじかカード」を紛失された方は、市役所にて再交付が可能です。
　※各市民センターでも再交付の手続きは可能です。　

お早目にご利用のほどよろしくお願いいたします。

　東京2020オリンピック聖火リレーが本市においても
4月19日（月）に実施されます。これに先立ち、市役所
ロビーにおいて聖火リレートーチが巡回展示されます。
　桜ゴールドに輝くオリンピック聖火リレートーチと、
桜ピンクに輝くパラリンピック聖火リレートーチの美し
い輝きを間近でご覧いただくことができる貴重な機会と
なります。
　ぜひお越しください。
　日時：２月３日（水）９時～１２時
　場所：市役所１階ロビー
　※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっ
　　ては、展示が中止となる場合があります。

【問合せ先】生涯学習課　☎８２－１２５７

ポイント有効期限にお気をつけください。

めじか特典（R3.1.1 以降）

（お詫び）
　各ご家庭に１月に配布しためじかにチャージができる
お店の中に、三崎浦のゆき整体院の記載が抜かっており
ました。チャージ可能ですので、ご利用ください。

Meji-Caめじか協力店を随時募集しています。
お問い合わせは観光商工課（☎８２−１１１５）まで
お願いいたします。

新規チャージ店

とくし丸

宅配クック１．２．３

ヘアースペースエムズ

移動販売

幸町

栄町

内　　　　　容

給　　　　付

基準（対象）

給　付　日

有 効 期 限

申請等手続き

5,000円分のポイント

令和３年２月１日に土佐清水市民であること（全市民）

令和３年２月１日

令和３年３月３１日

不要

新規協力店

民宿いさりび

海癒

ホテルしみず

南粋旅館

民宿清龍

宅配クック１．２．３

民宿足摺はっと

民宿福田屋

民宿田村

民宿青岬

ビジネス南粋

足摺倶楽部

ペンション木のくじら

スノーピーク土佐清水
キャンプフィールド

久百々

大岐

旭町

元町

幸町

幸町

足摺岬

足摺岬

足摺岬

松尾

栄町

浜町

松崎

三崎

えびふねや呉服店

セピア化粧品店

ピコちゃんスタンプ２倍

なし

ピコちゃんスタンプ２倍

めじか払いで５%引き

変更前

変更後

変更前

変更後

とさしみず地域電子通貨Meji-Caめじか
5,000円分のポイントを支給します。

東京2020オリンピック・
パラリンピック聖火リレー

トーチを市役所で展示します！
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受験資格等

固有事項 共通事項
採用人員採用職種

①昭和５１年４月２日以降に生まれた人
②保育士資格を有する人、又は令和３年３月３１日までに資格取得
　見込みの人

若干名保育士

①昭和５６年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた人若干名一般行政職

①昭和５１年４月２日以降に生まれた人
②保健師資格を有する人、又は令和３年３月３１日までに資格取得
　見込みの人

若干名保健師

土佐清水市給与支給条例等による給　　与

①受験願書
②履歴書
　※受験願書と履歴書は、令和３年２月１日（月）から市役所総務課、各市民センターで配布。　　
　　市役所ホームページからもダウンロード可能。
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４cm×横３cm、裏面に氏名を
　記載）
④ 資格の写し（資格取得見込みの人は不要です。）

受験に必要な書類 

令和３年４月１日
※採用の時期は、原則令和３年４月１日としますが、採用予定者の特別な事由がある場合は、概ね
　２か月以内の範囲で採用可
　なお、資格取得見込みの人は、所定の日までに取得しなければ採用されません。

採用予定年月日

令和３年２月１日（月）から令和３年２月１９日（金）まで
午前８時３０分～午後５時１５分まで（正午～午後１時、土日祝日は除きます）
郵送による申し込みは、２月１９日（金）必着

受付期間

日　　時：令和３年２月２８日（日）　午前９時から試験開始
場　　所：中央公民館　（試験会場は変更となる場合があります。）
試験内容：一般行政職は、高校卒業程度の教養試験、作文、事務適性検査、面接試験
　　　　 保育士、保健師は、高校卒業程度の教養試験、作文、面接試験

試験日等

令和３年３月中旬までに、合格者に文書での通知、市役所玄関前及び市役所ホームページに受験
番号を掲示合格発表

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（市役所ホームページにも掲載）

問合せ先

市職員採用試験市職員採用試験市職員採用試験

①学歴は問いません
②採用後、土佐清水市に居
　住できる人

3 令 和３年 2 月号



　土佐清水市では令和３年度の会計年度任用職員登録者を次のとおり募集します。

　会計年度任用職員とは、一会計年度内（４月１日から翌３月３１日）を任期として任用される非常勤職員で、会計年度

任用職員登録者として事前に名簿へ登録された方の中から、業務の必要に応じて任用されます。

一般事務補助員／基本的なパソコン操作（ワード・エクセル）ができる者

保育業務／保育士資格

保育業務の補助員

学校において障害のある児童の医療的ケアを行う看護業務／看護師または准

看護師資格

学校事務補助員、学習支援／基本的なパソコン操作（ワード・エクセル）ができ

る者

学校において支援の必要な児童生徒に対する学習支援、学校事務補助等

放課後の補充学習の指導補助、児童生徒への個別指導や宿題の点検補助等

保育園での調理業務／調理師資格

特別養護老人ホームしおさいでの調理業務／調理師資格

特別養護老人ホームしおさいでの調理業務の補助

特別養護老人ホームしおさい入所者の介護業務／介護福祉士資格またはホー

ムヘルパー資格

特別養護老人ホームしおさい入所者の介護補助業務

特別養護老人ホームしおさい入所者の看護業務／看護師または准看護師資格

特別養護老人ホームしおさい入所者の食事介助等

一般事務

（フルタイム・パートタイム）

保育士

（フルタイム・パートタイム）

保育補助員（パートタイム）

学校看護師（パートタイム）

学校多忙化解消支援員

（パートタイム）

特別支援教育支援員

（パートタイム）

放課後等学習支援員

（パートタイム）　

保育調理員

（フルタイム・パートタイム）

特別養護老人ホームしおさ

い調理員

（フルタイム・パートタイム）

特別養護老人ホームしおさ

い調理補助員

（フルタイム・パートタイム）

介護員

（フルタイム・パートタイム）

介護補助員

（フルタイム・パートタイム）

特別養護老人ホームしおさ

い看護師（フルタイム）

食事介助員（パートタイム）

●募集する職種（抜粋）　※年齢制限はありません

業務／内容要件等職　種

―

要

―

要

―

―

―

要

要

―

要

―

要

―

資格

令和３年度　会計年度任用職員登録者の募集について
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家庭環境・発達・不登校等の課題を抱える児童生徒やその保護者に関わり、相

談・助言を行うほか、関係機関との連携による支援を行う／教育・福祉分野等に

おいて活動経験実績のある者、普通自動車運転免許取得者

レセプトの点検業務／医療事務等の経験のある者

保健指導等の保健師業務／保健師資格

保健師業務の補助／看護師または准看護師資格

特別養護老人ホームしおさい入所者の機能訓練／理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格

歯科衛生業務／歯科衛生士資格

スクールソーシャルワーカー

（パートタイム）

レセプト点検員（パートタイム）

保健師

（フルタイム・パートタイム）

看護師

（フルタイム・パートタイム）

機能訓練士

（フルタイム・パートタイム）

歯科保健推進委員

（パートタイム）

●　勤務日数・勤務時間：勤務の日数・時間帯については、職種によって異なります。

　　例　①フルタイム：１日７時間４５分　週５日　

　　　　②パートタイム：１日７時間　週５日　

　　　　その他、任命権者が定める時間

●　給料・報酬：職種によって、給料・報酬額が異なります。

●　手当：期末手当、通勤手当、時間外勤務手当等については、土佐清水市会計年度任用職員条例等の規定により、支給

　　します。（勤務時間によって支給対象とならない場合があります。）

●　登録申込方法

　　指定の申込書・履歴書（写真貼付）に必要事項を記入し、必要な資格等の確認できる資格証の写し及び運転免許取得

　　者は、その写しも添付して、市役所総務課人事係に受付期間内に提出してください。

　　なお、指定の申込書・履歴書及び募集要項は、令和３年２月１日（月）から市役所総務課人事係・各市民センターで配

　　布（市役所のホームページにも掲載）します。

●　受付期間：令和３年２月１日（月）～令和３年２月１９日（金）(土日・祝日を除く)　

　　※郵送の場合は、２月１９日（金）必着

●　受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までを除く）

●　試験：書類審査・面接　※試験日については、後日連絡いたします。

●　名簿の有効期間：名簿登録日～令和４年３月３１日

　　※名簿登録する事により今後の任用を約束するものではありませんのでご了承願います。

●　任用期間：令和３年４月１日から令和４年３月３１日までのうち、任用が必要な期間

【問合せ先及び提出先】

　住所：〒７８７－０３９２　土佐清水市天神町１１番２号

　土佐清水市総務課人事係　℡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）

―

―

要

要

要

要

業務／内容要件等職　種 資格
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　市県民税の申告相談を次の日程により行います。
　申告は個人ごとですので、前年中に収入を有する方はそれぞれ申告をお願いします。
１．市役所税務課での実施期間及び受付時間
　　・申告期間：２月１６日(火)～３月１５日(月)までの平日　
　　・受付時間：午前９時～午後４時３０分（正午から午後１時は申告の受付を行っておりません）
　　※２月２２日～２月２６日（祝日を除く）の期間につきまして、受付時間を午後６時まで延長します。 
２．各会場の実施日時　
　　各会場での申告ができない方は、申告期間内でご都合のよい平日に市役所税務課にて、申告をお願いします。

【ご注意】
　○収入が全く無かった方でも、国保・後期・介護保険等に加入されている場合や福祉・公営住宅・ 教育関係制度等において、所得課税
　　証明書等が必要な場合は市県民税の申告が必要となりますので、申告期間内に収入が無い旨の申告をお願いします。
　○収入・必要経費、医療費控除につきましては事前に集計をお願いします。
　　集計していない場合、受付をお断りする場合もあります。
　○例年申告相談会場は込み合う時間帯がございます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申告をご利用ください。
　　また、所得税の申告につきましては、e-Taxのご利用をお願いいたします。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

　中村税務署では、次の期間中、所得税・消費税・贈与税の申告会場を設置しております。
◆設置場所：中村税務署（所在地　四万十市中村新町四丁目４番地）　
◆開設期間：令和3年２月16日（火）から３月15日（月）（土・日曜日及び祝日は除く。）
　　　　　　上記期間より前は、確定申告会場を設置しておりませんので、ご注意ください。
　　　　　　ただし、作成済みの申告書等の提出は受け付けております。
　　　　　　なお、確定申告会場の混雑緩和のため、
　　　　　　会場への入場には、「入場整理券」が必
　　　　　　要です。「入場整理券」は、当日配付する
　　　　　　ほか、ＬＩＮＥで事前発行します。
◆受付時間：午前８時30分から午後４時まで
　　　　　　（相談開始は午前９時から）
　　　　　　「入場整理券」の配付状況に応じて、受
　　　　　　付を早めに締め切る場合や後日の来場
　　　　　　となる場合があります。
※税務署から送付された「確定申告のお知らせはが
　き」又は「氏名等が印字された申告用紙」をお持ち
　の方は、税務署又は市町村で申告相談を受けられ
　る際には必ずご持参ください。
※申告書等を提出する都度、マイナンバーの記載と
　本人確認書類（例１：マイナンバーカード、例２：通
　知カードと運転免許証など）の提示又は写しの添
　付が必要です。ご注意ください。

【申告に必要なもの】

対　象　地　区
三崎浦
竜串・爪白・平ノ段
下ノ段・斧積
上野・下益野・浜益野
下川口郷・下川口浦・宗呂上・宗呂下
貝ノ川郷・貝ノ川浦・大津・横峯・歯朶ノ浦・藤ノ川・鳥渕・
鉾ノ平・坂井・有永・珠々玉・木ノ川・片粕・松山
大岐・以布利・窪津・津呂
足摺岬・松尾・大浜・中浜
下浦・市野 ・々市野瀬・大八
船場・小方・長野・大川内・鍵掛・久百々
立石・東谷・布浦・布郷

月

2

マイナンバー確認書類
本人確認書類
印鑑
営業、農業、不動産等
給与収入
公的年金等収入
満期保険金等の受領

前年中に支払った右のもの

医療費控除を受ける場合
障害者控除を受ける場合
寄附金控除を受ける場合

マイナンバーカード（個人番号カード）またはマイナンバー通知カード
運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・健康保険証等
認印
収入と経費のわかる帳簿等（事前に収支を計算したもの）
源泉徴収票
源泉徴収票
支払の計算書等（収入額と必要経費等がわかるもの）
(ア)生命保険・地震保険・国民年金保険料・小規模企業共済等の控除証明書等　
　　※源泉徴収票に記載があり確認できる場合は不要
(イ)健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の領収書・納付証明等
前年中に支払った医療費の自己負担額を集計したもの
障害者手帳等
寄附した団体から発行された証明書等

日

13

14

20

21

27

28

曜日

土

日

土

日

土

日

時　間
午前09:30～11:30
午後01:00～03:00
午前09:30～11:30
午後01:00～03:00
午前09:30～11:30

午後01:00～2:30

午前09:00～12:00
午後01:00～03:00
午前09:30～11:30
午後01:00～03:00
午前10:00～11:30

会　場

三崎市民センター

下川口市民センター

市役所

下ノ加江市民センター

布漁民センター

令和３年度 市県民税の申告について

中村税務署の確定申告会場は令和3年２月16日（火）開設！

○給与所得のみの方
〇給与所得と公的年金等、その他の雑所
　得のある方
〇給与所得と一時所得のある方
〇給与所得と公的年金等、その他の雑所
　得と一時所得のある方
〇公的年金等、その他の雑所得のみの方
〇公的年金等、その他の雑所得と一時所
　得のある方
〇一時所得のみの方

パソコンやスマホでご自宅から確定申告ができます！

「スマホ専用画面」利用対象範囲

申告書の作成は
こちらから！

【問合せ先】税務課市民税係　☎８２－１１２９

【問合せ先】中村税務署　☎0880-35-2135
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　家の中なのに蒸し暑い。そう思いエアコンの温度を下げた。今は家に私しかいない！父と母は、一緒に中村に行っている。やっぱ

り一人は楽だなぁ。そう思いながら、アイスを食べようとソファーから立ち上がった時、ぐらりと揺れた。それと同時にさっきまで

ユーチューブを見ていた画面が変わり、大きな音で地震が起きたときの音が鳴った。私はとにかく身を隠そうと、机の下に瞬時に

隠れた。３分ぐらい入っただろうか、揺れが収まった。私は急いで逃げようと、防災グッズが入っているダンボールを手に取って家

を出た。すると、家に帰ってくる途中だったのだろう、私の兄が、家の前の道路の真ん中で、リュックを抱えて家を見ていた。私は、

兄のところに駆け寄って、兄が見ている方を見ると、家の屋根が所々崩れており、私の家の車庫は、全部が崩壊していた。私はその

時、今の現状をすべて理解した。

「お兄ちゃん、早く行こう」

　そう私は、兄に声をかけた。そして、避難所に行こうと走りかけた時、地震がまた起きた。ダンボールを頭の上にのせて、道路の真

ん中によってかがんだ。そして、地震が収まると、速く逃げようと区長場まで走った。その時に学校で学んだ防災のことについて思

い出した。走るのは、怪我をしてしまうので、できるだけ足元を見るようにすることを。そして足元を見ると、地割れが起きていて、

あと一歩でこけるところだった。深呼吸をして心を一度落ち着かせる。色々な人が逃げ回っていた。私は友達や、家族が心配になっ

た。だけど私は、大丈夫だろうと信じた。

　もうすぐで避難所に着く。道中にはいろんな人がいた。グリーンハイツってこんなに人がいたかな？そう思って歩いた。

　そんなことを考えていると着いていた。そこには知っている人がいっぱいいた。私は、すごく安心し、息を吐いた。

防災小説～地震発生、命を守れ～ 清水中学校一年一組　鶴岡　桜季

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です。

※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。

◎２月１７日（水）１１時頃
　放送内容

防災、 は・て・な？

特別養護老人ホームしおさい
食事介助員（パートタイム）募集

危機管理課 ☎87-9077

〇業務内容　施設入所者の食事介助等

〇勤 務 先　特別養護老人ホームしおさい

〇募集人員　１名

〇勤務日数　１６日／月（８０時間未満）※２名の交替制

〇勤務時間　５時間／日　①７時４５分～９時３０分

　　　　　　②１１時３０分～１３時１５分

　　　　　　③１７時～１８時３０分

〇給　　料　時給９０８円～（７２，６４０円／月～）

〇雇用期間　令和３年４月１日から１年間（更新あり）

◇受付期間　令和３年２月１日（月）から１９日（金）まで

◇受付場所　特別養護老人ホームしおさい

　　　　　　８時３０分から１７時１５分まで

　　　　　　（土日祝祭日は除く）

◇応募資格　特に必要ありません

◇申込方法　履歴書（写真付）を郵送（２月１９日必着）又は

　　　　　　持参してください。

　　　　　　後日、面接日をご案内します。

◇申 込 先　〒７８７－０３０２　土佐清水市以布利８３－５

　　　　　　特別養護老人ホームしおさい

　　　　　　電話８２－８３１９　担当　畑山

新型コロナウイルス感染防止のための
土佐清水市斎場の使用方法について
　斎場で葬儀に参列される皆様には、以下の新型コロナウイ

ルス感染防止対策に、ご理解とご協力をお願いします。

①マスク着用を必ずお願いします。

②斎場に到着後、手洗い又はアルコール消毒をお願いします。

③斎場内での飲食については、禁止とさせていただきます。

④通夜、葬儀では一度に施設内への入場を２０名以内とさせ

　ていただきます。

⑤火葬時の参列者は１０名以内とし、収骨の際は密にならな

　いようお願いします。

⑥火葬中は可能な限り建物の外や車の中で待機するなど、密

　閉・密集・密接を避ける行動をお願いします。

⑦濃厚接触者、体調を崩されている方、体温が３７．５℃以上

　の方、海外から２週間以内に帰国された方は通夜、葬儀への

　参列をお控えください。

【問合せ先】市民課環境室　☎８２－１２１４
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地域包括支援センターは、
高齢者虐待に関する相談窓口です！ 「もしかして認知症…？」

と思ったら迷わず相談を

認知症相談会のご案内

認知症の相談について

　高齢者虐待は、高齢者の尊厳を冒す重大な問題です。同時に、
介護をしている人にとっても大変辛い問題で、介護をしてい
る人自身が支援を必要としていることも多くあります。みな
さんの周りで大変そうに見える方がいれば、地域包括支援セ
ンターまたは市役所健康推進課までご連絡ください。（※秘密
は絶対に守ります。）

【相談窓口・問合せ先】地域包括支援センター　☎８３－０２３３
　　　　　　　　　 健康推進課社会長寿係　☎８２－１１２０

　６５歳以上の方の１８％に認知症があると言われており、本

市で置き換えると６,４３０人のうち１,１５７人（R２.１２時点）に

認知症があるということになります。「本当に認知症なのか

な」、「認知症って恥ずかしい」と不安に思うこともありますが、

その時々に対応することで進行を予防したり状況を改善す

ることも多くあります。

　「あれ、おかしいな」と思った時に、相談をすることが大切です。

●土佐清水市地域包括支援センター　☎８３－０２３３

　高齢者の暮らしの相談や問題の相談窓口です。

　認知症に関する地域づくりや各サービスの連絡調整の支

援を行う「認知症地域支援推進員」や、認知症が疑われる人、

認知症の人とその家族を複数の専門職が連携し支援をする

「認知症初期集中支援チーム」が設置されています。

●認知症疾患医療センター（幡多圏域）

　渡川病院　（四万十市）　☎０８８０－３７－４６４９

●認知症専門医

　渭南病院（物忘れ外来）☎８２－１１５１

　　受診や予約について電話にて問い合わせしてください。

　松谷病院（物忘れ外来）☎８２－０００１

　　月に２回ほど診療しています。電話にて問い合わせして

　　ください。

●認知症相談会

　社会福祉協議会　☎８２－３５００

【問合せ先】健康推進課社会長寿係　☎８２－１１２０

　認知症になっても地域で安心して暮らしていけるように、

認知症の早期発見、早期治療につなげていけるよう認知症相

談会を開催しています。

　物忘れが多くなった、金銭管理が難しいなど、どのようなこ

とでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

　ご家族、地域の方からの相談も受け付けています。

プラザ・パル２階
認知症ケア専門士で
ある渭南病院看護師
の仮谷沙智さんが相
談対応します。

日時

２月１５日（月）

１０時～１１時３０分

１３時３０分～１５時 地域包括支援センター

【問合せ先】土佐清水市社会福祉協議会　☎８２-３５００

場所

　市役所2階観光商工課で、求人情報のご紹介等をおこなって

おりますので、お気軽にお越しください。

求職者さまへ

　ハローワークに登録されていない市内事業者の求人情報や

ハローワークの求人情報も閲覧ができ、失業手当受給にかか

る求職活動届を発行することもできます。

市内の事業者さまへ

　無料職業紹介所では求人情報を集めています。求職者の方

へより多くの仕事を紹介したいと考えておりますので、ぜひ

ご連絡をお願いします。

【問合せ先】観光商工課（2階）内無料職業紹介所

　　　　　担当：乃一、中山、江口　☎８２－１１１５

無料職業紹介所について

　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全て
の研修会において、事前申込み、検温、マスク着用をお願い
しています。状況によりましては開催を中止させていただく
場合がありますので、ご了承ください。
＊今年度開催しました研修会の資料をご希望される方は、下
　記までご連絡ください。

会のご案内

※第5回合同会議の開催日は、2月16日（火）から2月17日（水）に
　変更になっています。
　参加希望の方は事前申込みをお願いいたします。
申込み先
【事務局】医療法人聖真会　渭南病院　在宅医療連携室
　　　　℡　0880-82-2277

日　時 名称・開催場所 講題・講師 内　容

2月17日

（水）

18時～

19時

第5回合同

会議

渭南病院8階

いなんホール

土佐清水市における在

宅医療・介護連携推進

事業の報告検討会

渭南病院　看護部長

竹林　高子氏

今年度の振り返

りをし、参加者の

皆様と一緒に来

年度の事業の検

討をする会です。

2月8日

（月）

18時～

19時

第4回合同

会議

渭南病院8階

いなんホール

身寄りのない人への支援

土佐清水市地域包括

支援センター

中山　良江　氏

身寄りのない方

への支援につい

て、事例を通して

学ぶ。

土佐清水在宅医療多職種連携協議会
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不妊治療費等助成事業について

令和3年度　各種がん検診の申し込みについて

【検診対象者】

【提出先】健康推進課保健推進係　･　各市民センター　

【申込締切】　２月１９日（金）
【市が実施するがん検診を受診できない方】

【申し込み・問合せ先】健康推進課保健推進係　☎８２－１１２１

●集団検診

●個別検診
ちゃんと受けてよ
がん検診！

　今年度分の治療費は、令和３年３月末まで申請する
ことができます。
【助成内容】

　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、

以下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）

詳細はお問い合わせください。　

【問合せ先】健康推進課子育て支援係　☎８７－９１１７

令和3年度がん検診の申し込みの受付を行います。 
以下の方法により、「各種がん検診申込書」の提出をお願いいたします。  
この申し込みにより、令和3年度の検診日前に問診票を兼ねた受診票を送付いたします。 
申し込み等について不明な点がありましたら、お問い合わせください。  
【申し込み方法】
　各種がん検診対象者全員に「各種がん検診申込書」を個別送付します。
　各自が申込書に記入し、同封している返信封筒にて返送または健康推進課または各市民センターに提出してください。  
　また、胃がん検診、乳がん検診及び子宮頸がん検診は医療機関で受診できる”個別検診”も選択（対象者のみ）できますので、ぜひご利用ください。
　※申込書を紛失した場合は、健康推進課で再発行ができますのでお問い合わせください。   

種類
胃がん検診
乳がん検診
子宮頸がん検診

※検診日程については、現在日程調整中のため、広報紙４月号と一緒にお配りする予定です。

　・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   
　・胃がん検診は、胃を全部摘出した方や日常生活の中で飲食物をムセたり、誤嚥（飲み込んだ飲食物が誤って肺や気管に入る
　　こと）される方、強い便秘の方は、医療機関での受診をお勧めします。
　・前年度、胃がん個別検診(胃カメラ）を受診された方は、今年度の胃がん検診(バリウム)は受診できません。
　・マンモグラフィ検査は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は受診できません。

対象（令和4年3月31日時点）
50歳以上の偶数年齢の男女
40歳以上の偶数年齢の女性
20歳以上の偶数年齢の女性 

検査項目
胃内視鏡検査

マンモグラフィ（乳房エックス線検査）
視診+内診+子宮頸部の細胞診検査

受診間隔
2年に1回
2年に1回
2年に1回

種類
胃がん検診（バリウム）
大腸がん検診

　　 胸部健診

乳がん検診

子宮頸がん検診

検査項目
胃部エックス線検査

便潜血検査2日法（検便検査）

胸部エックス線検査

予約制/マンモグラフィ
（乳房エックス線検査）
視診+内診+子宮頸部
の細胞診検査

受診間隔
1年に1回
1年に1回

1年に1回

2年に1回

2年に1回

対象（令和4年3月31日時点）
40歳以上の男女
40歳以上の男女

40歳～64歳の男女
65歳以上の男女

40歳以上偶数年齢の女性

20歳以上偶数年齢の女性

　ステーション毎に、その場所で収集するごみについて記載
した看板を設置しています。
　設置している看板に記載がないごみは、そのステーション
に出さないでください。
　ペットボトル・紙類は、各地区の資源ごみ保管庫にも随時
持ち込みできます。
※ペットボトル・紙類のステーションには、青い収集かごを
　設置しています。

　ステーションや資源ごみ保管庫の場所など、不明な点がご
ざいましたら、市民課環境室までお問い合わせください。

【問合せ先】市民課環境室　☎８２ｰ１２１４

ごみのステーションについて

各看板表示

＜ペットボトル・紙類＞＜混合ごみ及びビンカン＞　

肺がん
結　核

9 令 和３年 2 月号



















消防本部救助工作車及び
救助資器材を更新
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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

竜串竜串　　山﨑 詩山﨑 詩さんさん
令和2年令和2年1111月11日生まれ月11日生まれ

　「明るく可愛い女の子になってね♡」　「明るく可愛い女の子になってね♡」

うたうた

清水ヶ丘清水ヶ丘　　濱岡 維心濱岡 維心さんさん
令和2年10月15日生まれ令和2年10月15日生まれ

　「生まれて来てくれてありがとう。」　「生まれて来てくれてありがとう。」

いしんいしん おとおと

津呂津呂　　岩井 音岩井 音さんさん
令和令和22年11月17日生まれ年11月17日生まれ

「これからいっぱい遊ぼうね！」「これからいっぱい遊ぼうね！」

竜串　山﨑 詩さん
令和2年11月11日生まれ

　「明るく可愛い女の子になってね♡」

うた

清水ヶ丘　濱岡 維心さん
令和2年10月15日生まれ

　「生まれて来てくれてありがとう。」

いしん おと

津呂　岩井 音さん
令和2年11月17日生まれ

「これからいっぱい遊ぼうね！」

　平成11年に配備していた救助工作車の故障に伴い、緊急消防援助隊

設備整備費補助事業を活用し、令和2年12月に新しい救助工作車Ⅱ型

及び救助資器材一式を更新しました。　 

　車両には最大2.9ｔ吊りのクレーン、最大牽引力5ｔのウィンチ、自動

昇降型LED照明のほか、最新の救助資器材等が積載されており迅速か

つ効率的な救助活動が期待されます。

　また、この車両は緊急消防援助隊へ登録しておりますので県外で災

害が発生し、国から出動要請がある場合に出動する車両となっており

ます。


