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きらら清水保育園 以布利でヒラメを放流！

確認

１人１０万円（特別定額給付金）の申請はお済みですか？
申請期限は、８月１１日
（火）までです。

休日当直医

日曜営業ガソリンスタンド

7/05(日) 渭

南

病

院（越前町）☎82-1151

7/12(日) 松

谷

病

院（天神町）☎82-0001

7/19(日) 渭

南

病

院（越前町）☎82-1151

7/23(祝) 渭

南

病

院（越前町）☎82-1151

7/24(祝) 松

谷

病

院（天神町）☎82-0001

7/05(日) カネニ石油（旭町）
7/12(日) たけだ石油（元町）
7/19(日) 江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）
三浦石油（三崎）

7/26(日) あしずり岬診療所（天神町）☎87-9100

7/26(日) 久松石油（越前町）

8/02(日) 渭

8/02(日) カネニ石油（旭町）

南

病

院（越前町）☎82-1151

「いのちの電話」相談電話

市民の動き

令和2年5月31日現在
前月比

総 数
男
女
出 生
死 亡
転 入
転 出
世帯数

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。

13,111人
6,204人
6,907人
2人
15人
24人
22人
7,211世帯

−11人
−10人
−1人
−1人
−17人
−17人
−23人
7世帯

高知いのちの電話協会
☎ 088−824−6300
http://www.ﬁnd-j.jp

令和２年度狂犬病予防注射のお知らせ

一斉清掃へのご協力ありがとうございました

新型コロナウイルス感染症の影響により、延期しており
ました狂犬病予防注射を９月１６日（水）、１７日（木）に実
施予定です。
詳細な日程につきましては、
広報紙９月号に掲載し、
飼主
の皆さまには改めて文書により通知させていただきます。
【お問い合わせ先】市民課環境室 ☎８２−１２１４

毎年恒例となる市内一斉清掃が、市民の皆さまの参加のも
と、６月７日（日）に各地区で実施されました。参加された大
勢の皆さまお疲れ様でした。
この日、各地区より延べ１２８台・約６０トンのごみが運
搬されました。
市内の各種業者の皆さまから
は、運搬車の配車、積み込み作業
などのご協力をいただき厚くお
礼申し上げます。
今後とも、市内の環境美化にご
理解とご協力くださいますよう、
よろしくお願いします。
【お問い合わせ先】
市民課環境室
☎８２−１２１４

令和 2 年度「中高生みらい会議」
開催中止のお知らせ
平成 27 年度から、毎年開催しておりました「中高生み
らい会議」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、今
年度は開催を見送ることとなりました。
次年度以降再開する予定ですので、ご理解のほど、よろ
しくお願いいたします。
【お問い合わせ先】こども未来課 ☎８２―１１１６

ジンベエザメ特別公開
再開のお知らせとお願い
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止してお
りました大阪海遊館海洋生物研究所以布利センター（ジン
ベエザメ）の土日祝日の特別公開を、再開いたします。
【お客様へのお願い】
・マスクの着用
・手指消毒
・大声を出す等会話への配慮
・共用箇所への不必要な接触を控える

県民座談会「濵田が参りました」開催案内
濵田高知県知事が各市町村に出向き、地域の取り組みや課題
などについて意見交換を行う、県民座談会「濵田が参りました」
が下記のとおり本市で開催されます。
当日は、傍聴席（２０席程度）もご用意しておりますので、ぜ
ひお越しください。
なお、傍聴には事前申し込みが必要となります。受付は先着
順とし、定員になり次第締め切りとさせていただきますので、
ご了承ください。
【日時】７月１８日（土）１４時から１６時
【場所】土佐清水市立中央公民館３階
【申し込み先】企画財政課 ☎８２−１２１７

など

咳等の体調不良が見られる方、マスク未着用の方または
感染対策にご協力いただけない場合は見学をお断りして
おります。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】観光商工課観光係 ☎８２−１２１２

令和２年度幡多広域地産外商
推進事業の募集案内
幡多広域市町村圏事務組合では、幡多広域ふるさと市
町村圏基金を活用して、組合市町村（四万十市・宿毛市・土

第60回 土佐清水市美術展覧会
開催期間

１０月１６日（金）〜１０月２１日（水）
９時〜１７時（２１日は１６時まで）
開催場所 土佐清水市立市民文化会館
搬入日時 １０月３日 ( 土 ) 〜１０月４日（日）
９時〜１７時
※審査員、授賞式等の詳細は、広報紙８月号で
お知らせします。
【お問い合わせ先】生涯学習課 ☎８２−１２５７

保育士（会計年度任用職員）を募集しています！

保育士資格をお持ちの方で、保育関係の仕事に就きたいと考え
ている方は会計年度任用職員へのご登録をお願いします。
することを目的として、物産展、展示会、見本市等へ出展
＜募集要項＞
する方々に対して、その経費の一部を補助します。
勤 務 先：市内の保育園
ホームページに要綱及び申請書を掲載していますので、 必要資格：保育士
賃
金：月額 160,100 円〜 182,200 円（経験年数に応じて）
ご確認ください。
＜申し込み方法＞
募集期間： 7月1日（水）から7月31日（金）
提出書類：土佐清水市会計年度任用職員登録者申込書と
【お問い合わせ先】
履歴書、
資格証の写し
〒787-0776 四万十市上ノ土居1544番地
提 出 先：市役所総務課人事係もしくはこども未来課まで
幡多広域市町村圏事務組合事務局
（申込書と履歴書は市のホームページか市役所総
務課人事係、
こども未来課にあります）
（幡多クリーンセンター内）
【お問い合わせ先】
こども未来課幼保支援係 ☎87-9011

佐清水市・黒潮町・大月町・三原村）圏内の地産外商を促進

TEL 0880-31-2600 FAX 0880-31-2626

令 和２年 7 月号
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マイナンバーカードをお持ちの方へ
オトクなマイナポイントを手に入れよう!
マイナポイントの予約と申込について
1 マイナポイントとは
マイナポイントとは、キャッシュレス決済事業者を通じて国から付与されるポイントのことです。
利用するためには「マイナポイントの予約」手続きと、令和２年７月から開始予定の「マイナポイントの申込」
手続きが必要です。そのうえで、民間のキャッシュレス決済サービスなどで 2 万円のチャージまたは買い物を
すると、一人あたり上限５千円分のマイナポイントが付与されます。また、使いたいキャッシュレス決済サービ
スは自分で選べます。
（予定されているキャッシュレスサービス）
楽天 Edy、WAON、エフカマネー、楽天カード、PayPay、AuPay、R-Pay、d 払いなど
２ マイナンバーカードを持っていない方へ
マイナンバーカードを取得するための申請を行い、市民課でカードの新規交付時にマイナポイントの予約と
申込支援を受けることができます。
３ マイナンバーカードを持っており支援が必要な方へ
すでにマイナンバーカードを取得されており、ご自身でマイナポイントの予約や申込ができない場合には、
観光商工課で予約と申込支援を受けることができます。
マイナポイント予約

【お問い合わせ先】

↓手続きはこちらから

マイナンバーカード及びマイナポイントに関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
平日：9 時 30 分〜 20 時

電話：0120-95-0178

土日祝：9 時 30 分〜 17 時 30 分

マイナポイント予約に関すること
観光商工課商工係

電話：82-1115

マイナンバーカード取得に関すること
市民課住民年金係

電話：82-1107

防衛省 令和2年度 自衛官募集案内
募集種目
自衛官候補生

一般曹候補生

受付期間及び試験会場
年間を通じて行っております。
試験会場：受付時お知らせします。
令和2年7月1日（水）～9月10日（木）
試験会場：受付時お知らせします。

航空学生

令和2年7月1日（水）～9月10日（木）

（海上・航空）

試験会場：高知よさこい咲都合同庁舎

試験期日
細部についてはお問い合わせください。

18歳以上
33歳未満の者
細部についてはお問い合わせください。
高卒（見込含）
細部についてはお問い合わせください。

お問い合わせ先：自衛隊四万十地域事務所（０８８０－３５－３０９６）
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受験資格

23歳未満の者
※航空は21歳未満

ている被用者（給与などの支払いを受けている方）
が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱
などの症状があり感染が疑われた場合で、療養の
ため働くことができない方を対象に、傷病手当金
を支給します。
支給を受けるためには申請が必要ですので、必
ず事前にお問い合わせください。

対象となる方
①国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者
②勤務先等から給与の支払いを受けている方
③新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等
の症状があり感染が疑われ、療養のため働くこ
とができない期間がある方
④働くことができない期間について給与の全額
または一部が支給されない方

働くことができなくなった日から起算して３日
を経過した日から働くことができない期間のうち

特別定額給付金等事業実施本部
電話 ８２－５２３０

２

（支給の対象となる日数の目安となります）

離職や廃業等による減収などで住居を
失った方や失うおそれが高い方に、一定
期間、家賃相当額（上限あり）を支給しま
す。
対象となる方は、離職・廃業から２年以
内または休業等により収入が減少し、離
職等と同程度の状況にある方です。
要件等の詳細はお問い合わせください。
土佐清水市社会福祉協議会
電話 ８２－３５００

直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を
就労日数で割った金額 × 2/3 × 支給の対象となる
日数
※給与等の全部または一部を受けることができる
場合は、支給額が調整されたり、支給されない場
合があります。

適用期間
令和２年１月１日から令和２年９月３０日の間
に療養のため働くことができない期間
※入院が継続する場合などは、最長１年６か月

その他
申請にあたって、医療機関（病院等）及び事業主
の証明等が必要になります。

お問い合わせ先
市役所市民課国保係
８２－１１０８

生活資金の貸付

緊急小口資金
休業等により収入の減少があり、
緊急か
つ一時的な生計維持のための貸付を必要
とする世帯に２０万円以内の貸付を行い
ます。
総合支援資金
収入の減少や失業等により日常生活の
維持が困難となっている世帯に貸付が行
われます。
単身世帯の場合、
最大４５万円。
二人以上の世帯の場合、
最大６０万円。

23

日時点

支給額

ご自宅の家賃（住居確保給付金）

６月

就労を予定していた日

お一人１０万円給付（特別定額給付金）

申請期限は、８月１１日（火）までです。
給付を希望される方は、忘れずに申請
してください。

３

支給期間

電話

１

）

国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入し

個人の方へ

（

傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症に関する支援策

４

相談・受付窓口
土佐清水市社会福祉協議会
電話 ８２－３５００
制度に関すること
高知県社会福祉協議会福祉資金課
電話 ０８８－８４４－４６００

詐欺に注意してください！

給付にあたり、市や社会福祉協議会が次のようなこと
をお願いすることは、絶対にありません。
不安に感じたり、困ったときは遠慮なく相談してくだ
さい。

× ＡＴＭの操作をお願いする
× 手数料の振込を求める
高知県立消費生活センター
市役所観光商工課
電話 ０８８－８２４－０９９９ 電話 ８２－１１１５
令 和２年 7 月号
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税金や保険料等の納付が困難な方へ
１ 減額または免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入
の減少があった場合は、減額もしくは免除の申請
を行うことができます。
国民健康保険税
市役所税務課市民税係
電話

８２－１１２９

後期高齢者医療保険料
市役所市民課国保係
電話

８２－１１０８

中小・小規模事業者等の方へ

上限 200 万円・100 万円給付（持続化給付金）
感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける
事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が
支給されます。

主な要件
ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少して
いる事業者、2019年以前から事業による収入を得
ており、
今後も事業を継続する意思がある事業者等

給付額

※昨年１年間の売上から減少分が上限。
中小法人等は上限２００万円
個人事業者等は上限１００万円

申請方法

介護保険料
市役所健康推進課介護保険係
電話 ８２ー１２５４
国民年金保険料
幡多年金事務所
電話 ０８８０－３４－１６１６
市役所市民課住民年金係
電話 ８２－１１０７

電子申請を基本としていますが、ご自身で電子
申請が困難な方のために、
「 申請サポート会場」が
開設されています。

【申請支援相談窓口】
土佐清水会場（会場番号３９０６）
会場：商工会議所２階（寿町１１-１６）
開設期間：７月３１日（金）まで
受付日時：９時～１７時（休日なし）
※上記窓口は完全予約制になリます。

それぞれ対象となる要件が異なります。

お手数をおかけしますが、詳細は、電話でお問い 【事前予約パターンは３パターン】

合わせいただくか、
窓口にお越しください。

２

徴収の猶予
納付が難しい場合は、
申請することにより徴収が

猶予されます。

国税に関すること
国税局猶予相談センター
（高松国税局）
電話 ０８７－８０６－００４０

県税に関すること
高知県幡多県税事務所
電話 ０８８０－３５－５９７２

市税等に関すること
市役所収納推進課
電話 ８７－９１３５
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①Ｗｅｂ予約

持続化給付金ホームページよりご予約ください。

②電話予約（自動音声案内）

電話番号：０１２０－８３５－１３０
受付時間：２４時間予約可能

③電話予約（相談員対応）

電話番号：０５７０－０７７－８６６
受付時間：９時～１８時（休日なし）

【持続化給付金に関する問い合わせ先】
持続化給付金事業コールセンター
電話 ０１２０－１１５－５７０
[ＩＰ電話専用回線]０３－６８３１－０６１３

持続化給付金申請事前相談専用窓口
申請をお考えの方は、以下の連絡先までお問い合
わせください。なお、既に申請をお済みの方について
は、本窓口にて御相談をお受けすることができませ
んのでご了承ください。
電話 ０５７０－０１５－０７８

新型コロナウイルス感染症に
関連した法務大臣メッセージ

国勢調査にご協力ください。
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象に
実施されます。
９月中旬から調査員が皆さまのところにお伺いします。
調査の詳細は、「国勢調査２０２０総合サイト」
（７月上旬
公開予定）をご覧ください。

まず、
冒頭、
人と人との接触を８割削減するとの目標の実現に向
けて、外出自粛の要請に応えてくださっている国民の皆様に改め
て感謝申し上げます。
また、新型コロナウイルス感染症に関連し
て、
昼夜を問わず、
最前線で検査や治療などにご尽力されている医

【お問い合わせ先】総務課広聴広報係

☎８２ー１１３４

療従事者の方々に心からの敬意を表したいと思います。
さらに、
生
活物資の輸送など社会機能の維持に貢献してくださっている

「土佐清水市販路開拓・営業拡大支援事業」の募集
市では、土佐清水産の農林水産物、それらを素材とした加工
食品などを売り出す販路開拓・営業拡大を支援します。支援
を希望される方及び団体を下記により募集します。
１．補助対象者
土佐清水産の農林水産物を売り出す意欲ある市内の事業所
○販売ツール作成事業
販売促進・販路開拓に必要な販売ツールのデザインに要す
る経費
（商品パッケージ、
チラシ、ラベルシール等のデザイン料 )
補助対象経費の１／２以内 年間上限は２０万円
２．応募方法
申請書・実施計画書を作成のうえ、
提出してください。
(申請書・事業計画書は規定の様式がありますので、下記
までご連絡ください）
※交付先については、申請内容を審査のうえ決定させてい
ただきます。
３．提 出 先 観光商工課 商工係
４．応募締切 令和２年７月３１日
（金）
【お問い合わせ先】観光商工課商工係 ☎８２−１１１５

売上拡大・経営改善など経営上の
あらゆるお悩みに対応します！
例えば…
・売り上げをもっと伸ばしたい。
・創業を考えている。
・販路をもっと拡大したい。

時

いを受けるなど悲しい事例も報道されています。国民が一丸と
なって感染の拡大に立ち向かうべきときに、こうした方々を傷付
けるような不当な差別や偏見は決してあってはなりません。
感染
者やその属する施設・機関あるいは、我が国に居住する外国人の
方々等に対する誤解や偏見に基づく差別もあってはならないも
のです。
一方で、休業や外出の自粛が要請されている中で、
ＤＶや
虐待の増加も大きな心配です。
私たちは、
皆さんの助けになりたい
と考えています。
法務省の人権擁護機関では、差別や虐待等の様々な人権問題に
ついて、
電話やインターネットで相談を受け付けています。
配偶者
やパートナーからのＤＶにお悩みの方は、
「みんなの人権１１０
番」や「女性の人権ホットライン」に電話してください。
インター
ネットによるメール相談も御利用ください。
児童生徒の皆さんは、
フリーダイヤル
「子どもの人権１１０番」
やスマートフォンからも
利用可能な「子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール」を活用してくださ
い。
そして、
ＤＶや虐待を見聞きした方も、どうぞ私たちにご連絡
ください。
秘密は守ります。
安心してください。
一人で悩まずに、ど
うぞ、
ご相談ください。
みんなの人権１１０番
子どもの人権１１０番
電話 ０１２０－００７－１１０
女性の人権ホットライン

場

所

7 月 21 日（火）13 時〜 17 時

市役所 2 階

8 月 18 日（火）13 時〜 17 時

市役所 2 階 第 3 会議室

9 月 15 日（火）13 時〜 17 時

市役所 2 階

第 3 会議室

第 3 会議室

※当日は、高知県よろず支援拠点のコーディネーターが相談
に当たります。
混み合う場合がありますので事前予約をおすすめします。
問い合わせ先：高知県産業振興センター よろず支援拠点
℡：088-846-0175

しかしながら、これらの方々やその御家族が不当な差別的取扱

電話 ０５７０－００３－１１０

よろず支援拠点事業の相談会日程
日

方々にも心から謝意を申し上げます。

電話 ０５７０－０７０－８１０

子どもの人権 110 番
ＳＯＳ−ｅメール

※どの機関も、
受付時間は、
平日８時３０分から１７時１５分までです。
インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp/

発熱・咳など体の健康、
予防、
医療機関の受診に関する相談
新型コロナウイルス健康相談センター
電話 ０８８－８２３－９３００
FAX

０８８－８７３－９９４１

※受付時間 毎日９時から２１時
令 和２年 7 月号
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第70回“社会を明るくする運動”

～ 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ ～
7月は“社会を明るくする運動”強調月間です
“社会を明るくする運動”は、法務省の主唱により、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理
解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くことを目的とする全国的な運動
です。市民の皆さまのご理解・ご協力をお願いします。
運動
目標

・犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くこと
・犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること

重

この運動において力を入れて取り組むこと
(1)犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切さや、更生保護の活動について、広く知っても
らい、理解を深めてもらうための取組
(2)保護司、更生保護女性会会員、ＢＢＳ会員、協力雇用主等の更生保護ボランティアのなり手を増やすための取組
(3)犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方法があることを示し、多くの人に支え手
として加わってもらうための取組
(4)民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住居、教育、保健医療・福
祉サービスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネットワークをつくる取組
(5)犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する取組

点
事
項

この重点事項は、地域社会の中で行われる立ち直りを支えるための取組について理解促進を図るとともに、就労を支援してい
くことが、再犯を防ぎ、安全・安心な地域社会の実現につながることから掲げられたものです。
第70回 “社会を明るくする運動” 土佐清水市推進委員会

竜串桜浜海開き
日

時

7月5日（日）9時〜

場

所

竜串桜浜

内

容

ステージショー、マリンレジャー体験、
宝探し

など

桜浜監視員募集
勤 務 地

土佐清水市竜串桜浜

年

齢

18〜40歳位まで（高校生不可）

期

間 7/5（海開き）〜8/23

勤務時間 9時〜17時（予定）
採用人数

若干名

条

・シュノーケリング・50ｍ遊泳・シーカヤックの操縦

件

が可能な方
・ラッシュカード貸与
募集期限

定員になり次第募集を締め切ります

【お問い合わせ先】
竜串観光振興会（海のギャラリー内） ☎85-0137

（事務局：土佐清水市役所 福祉事務所）

じんけんコーナー
今回は各福祉センターが発行しているセンターだより６月
号に掲載されたものです。
子どもを叱る時には、親もつい感情的になって子どもを怒鳴
ったりすることもあると思います。そこに、子どもに対する愛
情が薄れてくると虐待などにつながっていくのではないでし
ょうか。子どもの人格を認めて、しつけをしていくことが大切
だと思います。
じんけん課（☎82-1124）
今年の２月に行われた人権教育推進講座は、
『 だれもが幸せ
にくらすために〜子どもの人権について考える〜』というテー
マで行われました。
知らなかったことが沢山あり、大変考えさせられる時間にな
りました。
特に印象に残ったのが、講師の方が教師をされていた時の体
験談で、子ども達の家に家庭訪問に行った時、親御さんから言
われた言葉について話されたことでした。
『（子どもを）叩いても構いませんので厳しく指導してくださ
い』
といった内容で、
そこに、
子ども本人の意思はどこにもなく、
例え親でも、勝手に子どもの気持ちを無視して、そんなことを
言うのはおかしいことなのではないか、ということをお話しさ
れ、ハッとしました。
ニュースなどで見る、教育の範囲を超える親から子どもへの
虐待など、感情のコントロールが効かなくなってしまうのは、
子どもの気持ちは考えず、親だから何をしても構わないと無意
識に思ってしまっていることがその１つの要因なのだろうか、
と考えさせられました。
今年の４月から、児童福祉法・児童虐待防止法が改正され、子
どもを守るための法整備も前進していますが、すぐ解決とはな
らない難しい問題なのだと思います。
今回、人権教育推進講座に参加してみて、自分が見ていた景
色が違った角度からも見えてきて、知らなかった時よりいろん
な事を考えるようになりました。
親も子も1人の人間です。それぞれに感情があり、家庭の中だ
けでは対応出来ないこともあるのかも知れません。
そんな時、小さなことからでもなにか力になれるよう、普段
から気づく事があれば、声をかけたり、優しく手を差し伸べる
ことが出来る人が沢山いる世の中になっていけばよいな、と思
います。

7
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国民健康保険税：納税通知書を７月上旬に発送します。
国民健康保険に加入者がいる世帯の世帯主宛てに、国民健康保険税納税通知書を発送します。
通知書が届きましたら、お支払い方法や納期限等をご確認のうえ、期限内の納付をお願いします。
なお、納付場所及び方法、口座振替等については同封されている各書類にてご確認ください。

お問い合わせ先
○支払い方法・口座振替に関すること
収納推進課 ☎87-9135

○課税内容に関すること
税務課市民税係 ☎82-1129

令和2年度 国民健康保険税率を改定いたしました
平成30年4月、国保制度始まって以来の大改革といわれる制度改正が実施され、国保の財政運営の責任主体が都道府
県となり、市町村とともに国保制度を担うこととなりました。
この制度改正により、市が集めた保険税等を「国保事業費納付金」として県に納め、県は市に保険給付に必要な金額全
てを「保険給付費等交付金」として交付するという財政運営の流れにかわりました。
昨年、県に納める令和元年度の納付金額が前年度より約5,600万円増額となり、令和元年度の決算見込みを行ったとこ
ろ、約4,500万円の財源不足が見込まれる結果となりました。
公平公正な受益者負担の考えから、被保険者数が毎年減少している中、財政赤字を先送りすれば、後年度の被保険者に
過大な負担を強いることとなり、健全な国保運営を大きく妨げると判断し、本年3月市議会に国保税条例の改正案を上程
し可決を受けました。
①賦課方式の変更
税に税をかける二重課税との捉え方等から、現在の資産割を含む4方式から、資産割を除いた3方式とします。
加入者の所得に応じて算出

資産割率

固定資産税額に応じて算出

均等割額

加入者一人につき定額

平等割額

一世帯につき定額

３方式

４方式

所得割率

所得割率
均等割額
平等割額

②保険税率の改定
国民健康保険財政の健全な運営を維持するため、平成26年度以来の税率改定を行います。
〇一世帯あたり平均で
区

分

得

所

割

資

産

割

均

等

割

平

等

割

限

度

額

7.30%

25.00%

22,000円

25,000円

61万円

後期支援分

2.50%

10.00%

7,000円

6,000円

19万円

介

分

2.50%

5.00%

8,000円

5,000円

16万円

合

計

12.30%

40.00%

37,000円

36,000円

96万円

区

分

療

護

所

得

割

資

産

割

均

等

割

平

等

割

限

度

額

分

8.20%

0.00%

31,000円

26,000円

63万円

後期支援分

2.50%

0.00%

10,000円

7,000円

19万円

介

分

2.50%

0.00%

10,000円

5,000円

17万円

計

13.20%

0.00%

51,000円

38,000円

99万円

医
改定後

6.5％の負担増となります。

分

医
改定前

9,240円

合

療

護

【お問い合わせ先】市民課国保係 ☎82-1108
令 和２年 7 月号
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６５歳以上の方へ

令和２年度介護保険料額の決定通知書を送付します（介護保険料納入通知書）
６５歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料額は、土佐清水市の介護保険の運営にかかる費用の総額（利用者負担分を除く）のう
ち、第１号被保険者が負担する割合（２３％）に応じて決定しています。
なお、令和２年度の介護保険料額は、令和元年１０月からの消費税率１０％への引き上げに伴い、第１段階から第３段階の保険料に
公費による負担軽減が適用され、第１段階の保険料は２１，８２５円から１７，４６０円に、第２段階の保険料は３６，３７５円から２
９，１００円に、第３段階の保険料は４２，１９５円から４０，
７４０円に減額されます。
【保険料の納め方】
◆特別徴収
年額１８万円以上の年金を受給している方が対象です。
保険料は年金から天引きされます。７月中旬までに通知書を送付します。
◆普通徴収
特別徴収の対象とならない方が対象です。
７月中旬までに介護保険料納付書
《令和２年７月
（第１期）
から令和３年２月
（第８期）》を
送付しますので、納期限日までに納めてください。
※年度途中で６５歳になったなどの理由で、本来、特別徴収となる方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
納付書が届いた方は、納め忘れにご注意ください。
令和２年度（令和２年４月から令和３年３月まで）の介護保険料
所得段階
第１段階

基

生活保護受給者、
世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者、
および世帯全員が
市民税非課税者で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が８０万円以下の方

世帯全員が市民税非課税者で
第３段階

本人が市民税非課税者で、
同一世帯
に市民税課税者がいる方のうち

第５段階
第６段階
第７段階
第８段階
第９段階

保険料
（年額）
１７，４６０円
（軽減の適用あり）

本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が
２９，１００円
８０万円超１２０万円以下の方
（軽減の適用あり）

第２段階

第４段階

準

本人が市民税課税者で合計所得金
額が２００万円未満の方のうち

本人が市民税課税者で合計所得金
額が２００万円以上の方のうち

４０，７４０円
本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が
（軽減の適用あり）
１２０万円超の方
本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が
８０万円以下の方

５２,３８０円

本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が
８０万円超の方

５８,２００円

合計所得金額が１２０万円未満の方

６９,８４０円

合計所得金額が１２０万円以上２００万円未
満の方

７５,６６０円

合計所得金額が３００万円未満の方

８７,３００円

合計所得金額が３００万円以上の方

９８,９４０円

※合計所得とは：平成３１年１月から令和元年１２月までに税の対象となる収入に対する所得のことです。
【お問い合わせ】健康推進課介護保険係 ☎８２−１２５４

高齢者運転免許返納支援制度について
近年、全国的に高齢運転者による交通事故が相次いで発生しています。
土佐清水市高齢者交通安全対策推進協議会では、高齢者の運転事故の減少を目的に、運転免許証を自主返納した65歳以上の方を
対象に『高齢者運転免許返納制度』を推進しています。
運転に不安を感じたり、運転する機会が少なくなった方など、運転免許証の返納をご検討ください。
■免許返納の手続き方法
○清水警察庁舎交通安全協会窓口に「運転免許証」と「印鑑」を持参してください。
交通安全協会土佐清水支部が『運転経歴証明書』発行手数料を全額支援します（会員のみ）。
【免許返納時に交付】 ○プラザパル商品券（1,000円分）
○サニーマート清水店 おすすめ商品
■協力団体等での各種特典（ご利用時には、必ず運転経歴証明書を提示してください。特典は予告なく変更することがあります。）
○幡多信用金庫 『運転免許自主返納応援定期預金』として金利上乗せ（お問い合わせ 幡多信用金庫清水支店 ☎82-1172）
○足摺パシフィックホテル花椿 宿泊料1,000円割引（予約時に申し出のうえ、利用要件の確認をお願いします。☎88-1111）
○土佐くろしお鉄道 窪川−宿毛間 運賃半額
○高知西南交通 ①運賃半額②免許返納サポート定期購入可（お問い合わせ 清水バスセンター ☎82-0400）
免許返納サポート定期で高知西南交通バスの幡多全線乗り放題。期間は1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年間と選べます。
○ハイヤー運賃1割引
○免許返納サポート店舗（料金1割引）
・足摺交通ハイヤー ・西南ハイヤー
・肉のなかおか ・池内写真館
・宮地鮮魚店
・えびふねや呉服店
・龍串見残観光ハイヤー・
・コジマ洋品店 ・ミノワ清水店 ・セピア化粧品店 ・鹿児島屋商店
（一部商品のみ）
○バス・タクシーチケット（年間6,000円分）
土佐清水市地域公共交通協議会では、移動手段の確保・公共交通の利用促進を図ることを目的とし、バス・タクシーチケットの
交付を行っています。
「運転経歴証明書」と「印鑑」を持参のうえ、
市役所企画財政課へ申請してください。
（お問い合わせ 企画財政課政策企画係 ☎82-1217）
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後期高齢者医療制度の保険料について
令和２・３年度の後期高齢者医療の保険料率が決定しました
保険料の計算方法
保険料は個人ごとに算出し、定額の「均等割額」と所得に応じて計算される「所得割額」の合計です。

一人当たりの
年間保険料
（上限64万円）

均等割額

＝

被保険者１人あたり
54,316円

所得割額

＋

賦課基準額
× 10.49%
{総所得額-33万円
（基礎控除）
}

高知県の後期高齢者医療費は毎年増加しているため、医療保険が負担する費用も増加していますが、基金を活用す
ることにより皆さんにご負担いただく保険料率を引き下げることになりました。

令和２年度の保険料の軽減が変わります
「被保険者均等割額」については軽減措置があります。令和元年度に8割軽減・8.5割軽減の対象だった方は、これ
まで国の特例措置により軽減割合が上乗せされていましたが、令和元年度から段階的に制度本来の7割軽減に戻す見
直しが行われています。
軽減後の被保険者
均等割額

軽減割合
令和元年度

令和2年度

8.5割

7.75割

8割

7割

令和元年度

同一世帯内の世帯主と被保険者の総所得金額等の合計額

令和2年度

8,159円

12,221円

33万円以下で、7割軽減の基準に該当しない

10,878円

16,294円

33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下
（年金以外の各種所得がないこと）

○65歳以上で公的年金の所得がある場合、公的年金等所得から15万円を差し引いた額で軽減判定します。
○保険料を年金からの天引きにより納めている場合、保険料への影響は10月年金分からです。

後期高齢者医療保険料のお知らせは7月初旬、新しい被保険者証（茶色）は7月下旬に
緑色の封筒で送付します。
【お問い合わせ先】市民課国保係

☎82-1108

土佐清水市介護職員初任者研修
土佐清水市では、介護人材不足の解消と、介護サービスの充実・質の向上を図ることを目的として、介護職員初任者研
修（定員３０名）を実施します。
施設の介護職員のお仕事やホームヘルパーのお仕事を目指す方、資格が取りたくても遠方へ通えずにあきらめていた
方、
または将来のため資格を取っておきたいと考えられる方、
どなたでも構いません。
一緒に学びませんか。

介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）
募集期間 令和２年７月１日（水）〜７月３１日（金）
※応募者多数の場合は、土佐清水市在住者を優先したうえで、抽選することとします。
※７月３１日で募集人数に満たない場合は、８月７日（金）まで延長します。
開催期間 令和２年８月２３日（日）〜１２月２０日（日）
毎週日曜日開催（※全日程（１８回）の受講が必須です。）
９時３０分〜１６時３０分（初日は１７時）
場
所 特別養護老人ホームしおさい さざなみホール（土佐清水市以布利８３−５）
受 講 料 市内在住者 無料（市外在住の方は９,９００円）
※申込書は健康推進課 介護保険係、下ノ加江・三崎・下川口市民センターのほか、
土佐清水市ホームページからもダウンロードできます。
【お問い合わせ先】健康推進課介護保険係 ☎８２−１２５４ ＦＡＸ ８２−５５９９
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在宅医療・介護連携推進事業
土佐清水在宅医療多職種連携協議会では、令和2年度 在宅医療・介護連携推進事業の年間計画を5月コア会議に
て、決定いたしました。今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、全ての研修会において、事前申込をお願
いすることといたしました。また、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。
会のご案内
日

時

7月14日
(火)
18時〜19時

名称・開催場所

講題・講師

第1回合同会議
渭南病院8階

調剤薬局と服薬指導
しみず薬局
橋詰 誠氏

内

容

調剤薬局が行う服薬指導とは
土佐清水市の服薬指導の現状を知り、どのような時に活用で
きるのか等を学ぶ
＊事前に質問事項を募集しておりますので小さな疑問もお
寄せください。

参加希望の方は事前申込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
＊お申込み時に、参加条件をお伝えします。

℡

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

がん検診 受けてますか？！

今月のテーマ…

乳がん検診

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、
「乳がん」を発症する割合が３０歳代から増え始め、４０歳代で急増し、４０〜５０歳代がピークとい
われています。
さらに、高知県の女性に最も多い「がん」が「乳がん」です。

乳がんを見つけられる大きさは一般的に１㎝程です。
この大きさにな
るまでに１０〜
２０年かかると
言われています

１年半

1㎝（早期） あっという間に！

2㎝（進行）

【検査内容】マンモグラフィ
乳房をプラスチック板で挟んでエックス線で撮影する、
おっぱいのレントゲン検査です。
生理前にはホルモンの関係で乳房が
張って痛む場合もあるので、生理が始まっ
てから２〜３日目以降に受けると良いで
しょう。

４０歳以上

ステージごとの5年生存率
ステージごとの5年生存率

（がんの統計 18より）
80.8％
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ステージ１

ステージ1

ステージ２

ステージ2

ステージ３

ステージ3

２年に１回

自分で早期発見することもできます！
見てチェック！

38.5％
33.9％

乳房を鏡に映し、両腕を上げたり下げたり上半身
を左右にひねったりして乳房全体を見ます。

ステージ４
ステージ4

触ってチェック！

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。

仰向けや身体を起こした状態で、胸やわきの下を
手で触って、しこりや腫れがないか調べます。

土佐清水市では、乳がん検診を実施しています。検診は予約制となっていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
検診種類
乳がん

検診方法

料金

集団検診

８００円

個別検診

１，０００円

検査項目
マンモグラフィ
（乳房エックス線検査）

対象年齢（Ｒ3.3.31 時点）
４０歳以上偶数年齢の女性

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!!
【お申し込み・お問い合わせ先】健康推進課保健推進係
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☎８２−１１２１

うまれてきてくれてありがとう
下川口

み ゆ

ふうか

足摺岬 切詰 心優ちゃん
令和2年2月17日生
「元気で優しい子に育ってね」

三崎浦 安岡 楓椛ちゃん
令和2年2月21日生
令和2年2月21日生
「元気に育ってね」

爪白

福島 圭一さん 孫

高知県 田中さんごくん
令和2年2月26日生
令和2年2月26日生
「みんなにも自分にも優しく、
元気いっぱいに育ってね」

濱田 成旦さん、孫
さん、
由美さん

さく

みこと

清水ヶ丘 松本 海采ちゃん
令和2年3月15日生
令和2年3月15日生
「お兄ちゃんと仲良く、
大きくなってね♪」
「お兄ちゃんと仲良く、
大きくなってね♪」

はる

東京都 濱田 朔くん
令和2年3月30日生

東京都 濱田 晴くん
令和2年3月30日生

「二人で仲良く元気に育ってね」

民生委員・児童委員に厚生労働大臣特別表彰

ちな

下益野 宮本 知奈ちゃん
令和2年5月15日生
令和2年5月15日生
「3姉妹で仲良くしてね☆」

布製マスク60枚が
寄贈されました
6月1日、下川口市民センターに、匿名
の方（下川口出身、市外在住）から、手作
りの布製マスク60枚を寄贈していただ
きました。さまざまな色や柄を使った
素敵なマスクです。
いただいたマスクは、
「下川口市民セ
ンターの窓口に置き、必要な方に持ち
帰っていただきたい」とのご意向を受
け、下川口市民センターでお配りしま
した。
本当にありがとうございました。

令和元年11月30日をもって民生委員・児童委員を退任
された前田 馨さん(浦尻・厚生町)にその功績をたたえ、厚
生労働大臣特別表彰が贈られ、6月5日に市長から伝達さ
れました。
この表彰は民生委員・児童委員を退任された方で、在職
期間がおおむね20年以上、もしくは75歳以上で在職期間
がおおむね15年以上の方に贈られるものです。
長年にわたり民生委員・児童委員として本市の社会福祉
の推進に貢献していただき、深く感謝を申し上げます。

アユ、ヒラメの放流
5月21日、下ノ加江川にて、下ノ加江保育園の園児10名が稚アユの放流を行いまし
た。この活動は、自然環境保全を目的として下ノ加江川アユ保存世話人会（代表・森一
美）により毎年実施されています。
今年は約4,000匹の稚アユ（体長10㎝前後）を放流しました。
園児たちは、バケツから跳びだすほど元気なアユに驚きなが
らも川へそっと放ち、泳いでいくアユを見守りました。アユが下
ノ加江川で元気に成長してくれるよう願い、地域の自然と触れ
あいました。
6月3日、以布利港にてヒラメ稚魚の放流を行いました。この
活動は、水産資源の確保を目的に土佐清水市栽培漁業推進協議
会（会長・問可柾善）により毎年実施されています。
今年はきらら清水保育園の園児23名に参加してもらい、
5,000尾のヒラメの稚魚を放流しました。園児たちは、初めて見
るヒラメの稚魚（体長50〜60㎜）に驚きながらも、
「元気で大き
くなってね」
と声をかけながら海に放ちました。
子どもたちには、魚や地元の自然環境について身近に感
じてもらえたことと思います。
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