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5/31(日) 久松石油（越前町）

−139人
−65人
−74人
0人
−4人
32人
143人
−15世帯

前月比

令和2年3月31日現在

13,155人
6,224人
6,931人
4人
19人
51人
175人
7,203世帯

市民の動き

総 数
男
女
出 生
死 亡
転 入
転 出
世帯数

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

5/24(日) 江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

5/17(日) たけだ石油（元町）、三浦石油（三崎）

5/10(日) カネニ石油（旭町）

5/03(祝) 自由営業日

日曜営業ガソリンス
日曜営業ガソリンスタンド

がオープンしました。

谷
病

院（越前町）☎82-1151 5/24（日） 渭

竜串ビジターセンター

南

病

院（天神町）☎82-0001 5/31（日） あしずり岬診療所（天神町）☎87-9100

5/03(祝)) 松
5/04(祝) 渭
南

病

南 病 院（越前町）☎82-1151
院（越前町）☎82-1151

5/05(祝) 渭

谷

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。

5/06(振休) 松

「いのちの電話」相談電話

新型コロナウイルス感染症に関して︑４月
拡大されました︒

日︑緊急事態宣言が全都道府県に

市では︑対策本部を設置し︑国︑県の基本的対処方針に基づき︑市民の皆さま
の安全・安心に向け︑感染拡大の防止に取り組んでいます︒
皆さま一人ひとりの危機意識を持った行動や健康管理などがとても重要です︒
感染拡大を防ぐために感染症対策にご協力ください︒

ドアノブや手すり︑スイッチなど様

うつらない・うつさないために

発熱やのどの痛み︑咳が１週間前後続

々なものに触れることで︑自分の手に

新型コロナウイルスについて

くこと︑強いだるさ︵倦怠感︶を訴える方

ウイルスがついてい る 可 能 性 が あ り ま

手洗いをしっかり行う

が多くいます︒かかっても約８割の方は

す ︒ 帰 宅 時 や 食 事 の 前 な ど︑こまめに

症状は？

軽症である一方︑高齢者や基礎疾患のあ

手を洗いましょう︒

くしゃみや咳が出るときは︑
飛沫にウ

咳エチケットに気をつける

る方は︑重症化するリスクが高いことも
報告されています︒
どうやって感染するの？
つばなどの飛沫による飛沫感染とウイ

・マスクを着用しましょう︒

エチケットを心がけましょう︒

現 時 点 で は︑感 染 者 の く し ゃ み や 咳︑ イルスを含んでいるかもしれません︒咳
ルスに触れた手で口や鼻を触ることに

・マスクがない時は︑ハンカチやタオ

う︒

・まわりの人からなるべく離れましょ

で鼻と口を覆いましょう︒

・とっさの時は︑服の袖や上着の内側

ルなどで鼻と口を覆いましょう︒

よる接触感染の２つが考えられます︒
また︑閉鎖した空間において︑近距
離で多くの人と会話するなどの環境下
では︑咳やくしゃみなどがなくても感
染を拡大させる可能性があると言われ
ています︒
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出典：首相官邸ホームページより

３つの密を避けましょう
①換気の悪い密閉空間
②多くの人が集まる密集場所
③間近で会話や発声をする密接場面
と い う ３ つ の 条 件 が 重 な る 場 で は︑感 染 を
拡大させるリスクが高いと考えられています︒
換気が悪く︑人が密に集まって過ごすような
空間に集団で集まることは︑できる限り避け
てください︒
分から１時間に１回程度︑部屋を

心配な時には
次の条件に当てはまる方は︑新型コロナウ
イルス健康相談センターにご相談ください︒
①風邪の症状や 度５分以上の熱が４日以上
続く
②強いだるさや息苦しさがある
重症化しやすい高齢者や基礎疾患がある
方 に 加 え て︑念のため妊婦さんは︑こうし
た状態が２日程度続いたら相談しましょう︒
新型コロナウイルス健康相談センター
☎０８８・８２３・９３００
受
※付時間 毎日９時から 時まで

④こまめに手を洗いましょう︒
⑤換気をしましょう︒
⑥手で触れる共有部分を消毒しましょう︒
⑦汚れたシーツやタオル︑
衣服を洗濯しましょ
う︒
⑧ゴミは密閉して捨てましょう︒

人権への配慮をお願いします︒

15

医療機関を受診するときは

感染された方やその家族︑関係者︑医療従
事者などに対し︑誤った情報や知識に基づ
く不当な差別︑偏見︑いじめなどは決して
あってはならないことです︒
あらためて市民の皆さまに人権への配慮を
お願いいたします︒
人権擁護機関では︑新型コロナウイルス感
染症に関連する不当な差別︑偏見︑いじめな
どの被害にあった方からの人権相談を受け
付けています︒困ったときは︑一人で悩ま
ず︑相談してください︒

17

新型コロナウイルス健康相談センターから
受診を勧められた医療機関を受診してくださ
い︒複数の医療機関を受診することはお控え
ください︒
医療機関を受診する際には︑マスクを着
用するほか︑手洗いや咳エチケットの徹底を
お願いします︒

ご家族に感染の疑いがあるときは

みんなの人権１１０番
︵全国共通人権ダイヤル︶
☎０５７０・００３・１１０
子どもの人権１１０番
☎０１２０・００７・１１０
高知県立精神保健福祉センター
︵感染された方やそのご家族などのメンタル
ヘルス相談に関すること︶
☎０８８・８２１・４９６６
ど
※の機関も︑受付時間は︑
平日８時 分から 時 分までです︒

30

21

また︑
こまめに換気しましょう︒

体調が悪い時は

温を測定して記録しておきましょう︒

への参加は控えてください︒また︑毎日︑体

学校を休んでいただき︑外出やイベントなど

発熱などの風邪症状がある場合は︑仕事や

出典：新経済連盟
ホームページより

37

①部屋を分けましょう︒難しい場合は︑２ｍ
は離れましょう︒
②感染者のお世話はできるだけ限られた方
が行いましょう︒
③マスクをつけましょう︒

令 和２年 5 月号

3

お互いの距離を
１ｍ、できれば２ｍ程度あけましょう。

30

日々の健康を維持するために
運動をしましょう！
動かない状態が続くことにより、心身の機能が低下し「動けなくなる」ことが懸念されます。
また、転倒などを予防するためにも、日頃からの運動が大切です。
・一人や限られた人数で散歩しましょう。
・ラジオ体操やスクワットなど、家の中や庭でできる運動しましょう。
・家事や農作業などで体を動かしましょう。
・座っている時間を減らし、足踏みをするなど体を動かしましょう。
※椅子を使った体操を４つ紹介します。試してみてださい。

膝を伸ばす運動（太ももの前の筋肉の運動） イスからの立ち上がり運動（下半身の筋肉の
【左右 10 回】
運動）
【10 回】
①イスに背中を伸ばして座る。
②脚は肩幅に開いて、しっかり床につける。
③ゆっくりと、片方の脚をできるだけまっすぐに
伸ばす。
④つま先を手前に向ける。
⑤ゆっくりと下ろす。
つま先を手前に向ける
（膝がしっかりと伸びます）
膝をしっかりと伸ばす
同じ足を繰り返した方
が効果は上がります
（反復した動きの方が
筋肉に負荷がかかる）

太ももに
力を入れる

①イスの中央より少し前に腰をかける。
②膝を曲げ、両足は床につけます。
③背中を伸ばしたまま、胸の前で手を交差させる。
④できるだけ手を使わずに、ゆっくり立ち上がる。
⑤ゆっくり腰を掛ける。
足の力で
立ちます

腰を
かがめて
太ももを
意識して

自分に
合わせて
やるように

ゆっくり行います
膝と足先の方向を
合わせて行います

足に体重を乗せて
しっかりと
踏みしめて立つ

脚の横上げ運動（お尻の外側（横）の筋肉の
運動）
【左右 10 回】

脚の後ろ上げ運動（お尻の後側の筋肉の
運動）
【左右 10 回】

①イスのすぐ後ろにまっすぐに立つ。
②両足を少し開きイスにつかまる。
③片方の脚の膝を曲げないように、ゆっくり横に
15〜30cm動かす。
④つま先は前を向くようにする。
（内股を意識して）
⑤ゆっくりと戻す。

①イスの後ろに立つ。
②イスから 30cm 離れ、上体をまっすぐにしたまま、
イスにつかまる。
③片方の脚の膝を曲げないように、ゆっくり後ろに
引く。
（15〜30ｃｍ）
実際に動く筋肉は
④ゆっくりと戻す。

身体はまっすぐに
横に倒れないように

転倒しそうな時に
踏ん張ることが
できるように
同じ足を繰り返した方が効果は
上がります
（反復した動きの方が筋肉に
負荷がかかる）

前には
かがまない!!
※膝が曲がると余計に
足を上げないと
効果が出なく
なります

足を戻した時には両足に
しっかりと体重を乗せます

同じ足を繰り返した方が効果は上がります
（反復した動きの方が筋肉に負荷がかかる）

短いため、
15〜30ｃｍ
引くだけでも
効果があります

足を戻した時には
両足にしっかりと
体重を乗せます

食生活・口腔ケアをしっかりと
低栄養を予防し、免疫力を低下させないために、しっかり栄養をとることや口の健康を保つこ
とが大切です。
・３食欠かさずバランスよく食べて、規則正しい生活を心がけましょう。
・毎食後、寝る前に歯磨きをしましょう。
・しっかり噛んで食べる、一人で歌の練習をする、早口言葉を言うなど、口周りの筋肉を保ち
ましょう。
令 和２年 5 月号
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新型コロナウイルス感染症に

新型コロナウイルス感染症に

関する支援策など（４月２２日時点）

関する相談窓口など

個人の方へ

発熱・咳など体の健康、予防、医療機関の受診

特別定額給付金
（仮称）
国民一人当たり一律１０万円の現金給付が行
われます。制度の詳細や申請方法などは、決まり
次第お知らせします。

に関すること

その他
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する
世帯に対し、児童一人当たり１万円を上乗せす
る臨時特別の給付金（一時金）を支給します。詳
細は決まり次第お知らせします。

事業継続に困っている中小・小規模事業者等
の方へ
資金繰り
日本公庫等に加え、地方銀行、信用金庫などの
民間機関でも無利子・無担保融資を受けられる
ようなります。詳細は決まり次第お知らせしま
す。既往債務については、無利子・無担保融資へ
の借換えができるようにし、貸付条件が大幅に
改善されます。詳細は決まり次第お知らせしま
す。
給付金
収入（売上）が前年度と比べて大幅に急減した
中堅・中小・小規模事業者等に最大２００万円、
フ
リーランスを含む個人事業者等に最大１００万
円が給付されます。詳細は決まり次第お知らせ
します。

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

中小企業者の事業資金等の相談に関すること
経営相談窓口
電

話

０８８−８２３−９６９７

ＦＡＸ

０８８−８２３−９１３８

メール

150401@ken.pref.kochi.lg.jp

※受付時間 毎日８時３０分から１７時１５分
農林水産事業者の業況悪化に対応する融資制度
に関すること
農業関係
電

話

林業関係
電

話

高知県協同組合指導課
０８８−８２１−４５２１
高知県木材産業振興課
０８８−８２１−４５９１

水産業関係
電

話

高知県水産政策課
０８８−８２１−４８３５

休業や失業により生活資金でお悩みの方々に向
けた緊急小口資金等の特例貸付について
相談・受付窓口
土佐清水市社会福祉協議会
電

話

８２−３５００

制度に関するお問合せ
高知県社会福祉協議会福祉資金課
上記の支援策は国会での審議及び補正予算
・関係法案成立後等にご活用いただけることと
なります。
詳細が決まり次第、
改めてお知らせ
いたしますので、ご了承ください。
市役所ホームページで、新型コ
ロナウイルス感染症に関するイベ
ントの中止・延期や市関連施設の
閉館や貸館の中止など、情報を掲
載しています。
5
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電

話

０８８−８４４−４６００

その他の相談に関すること
新型コロナウイルス問い合わせ窓口
電

話

０８８−８２３−９０２４

ＦＡＸ

０８８−８２３−９２５３

※受付時間
※平日のみ

８時３０分から２１時

令和2年度

当初予算概要
〜財政再建元年〜

令和2年度当初予算が３月議会で決定しましたので、概要についてお知らせします。
令和2年度においても、
【土佐清水市まち・ひと・しごと創生総合戦略】に基本理念として掲げた、
「子育て・教育環境の充
実」、
「基幹産業の復興と雇用対策」、
「高齢者の生きがいづくりと中山間対策」、
「南海地震・津波対策」、
「活気あふれるまち
づくり」の５つを重点施策として、予算編成を行いました。
令和2年度の一般会計当初予算は106億3,300万円で、対前年度比14.2％増、平成29年度以来3年ぶりに100億円を超え
る大型予算を組みつつ、財政調整基金の取り崩しを行わない財政健全化に向けた予算編成となりました。
主な増額要因は、メジカ産業再生プロジェクト関連事業の残渣加工施設新築事業に5億6,863万円、共同加工施設新築
事業に1億6,383万円、防災行政無線デジタルシステム設置事業に3億8,040万円を計上するなど、大型事業が集中したこ
とによるものです。
歳入については、
令和元年度の決算見込額や令和2年度の地方財政計画などに基づき地方交付税が1億6,000万円の増、
また、ふるさと元気寄附金は前年度当初予算から1億円の増となっています。繰入金は、目的に沿った事業の特定財源と
して充当するため、ふるさと元気基金2億円、地域福祉基金2,400万円、施設等整備基金1,000万円、防災対策加速化基金
229万2,000円等、総額24億29万2,000円を計上していますが、国においては令和2年度より、普通交付税の算定項目の中
に、財政力が弱い自治体に多く配分される「地域社会再生事業費」が創設され、本市への普通交付税の配分額も増額が見
込まれることから、令和2年度を「財政再建元年」と位置づけ、財政健全化に全力で取り組みます。

歳入

分担金及び負担金 使用料及び手数料
696万円 0.1%
3億5,406万円 3.3%
財産収入
1,482万円 0.1%
市税
寄附金
11億7,139万円
2億円 1.9%
11.0%
繰入金
2億4,029万円
2.3%

歳出

市債
16億3,250万円
15.4%

自主財源
21億8,690万円
20.6%
県支出金
13億8,708万円
13.0%

歳入
106億3,300
万円

国庫支出金
8億8,398万円
8.3%

依存財源
84億4,610万円
79.4%

地方交付税
41億3,000万円
38.8%

災害復旧事業
720万円 0.1%

投資的経費
25億4,657万円
24.0%

諸収入
1億9,938万円
1.9%

予備費
1,000万円
0.1%

繰出金
7億2,539万円
6.8%

積立金
2億1,342万円
2.0%
地方譲与税等
4億1,254万円
3.9%

人件費
19億9,255万円
18.7%

普通建設事業
25億3,937万円
23.9%

歳出
106億3,300
万円

義務的経費
46億
3,949万円
43.6%

その他経費
34億4,694万円
32.4%

補助費
10億9,967万円
10.3%

扶助費
10億522万円
9.5%

公債費
16億4,172万円
15.4%

物件費
12億9,493万円
12.2%

貸付金
7,639万円 0.7%
維持補修費
2,714万円 0.3%

特別会計
会

特別会計

計
名
一般会計
国民健康保険事業
介護保険
後期高齢者医療
再生可能エネルギー事業
特別養護老人ホームしおさい
（指定介護老人福祉施設事業）
（介護サービス事業）
水道事業（3条支出）
水道事業（4条支出）
総額 Ａ
重複計上額 Ｂ
実質計上額 Ａ-Ｂ

令和2年度
106億3,300万円
23億7,099万円
21億3,006万円
3億1,530万円
9,602万円
4億2,182万円
−
−
3億2,795万円
2億5,302万円
165億4,816万円
7億2,140万円
158億2,676万円

令和元年度
93億700万円
24億5,031万円
21億3,086万円
3億7万円
9,702万円
−
3億8,364万円
4,992万円
3億2,068万円
3億3,394万円
153億7,344万円
7億2,402万円
146億4,942万円

増減額
13億2,600万円
△7,932万円
△80万円
1,523万円
△100万円
4億2,182万円
△3億8,364万円
△4,992万円
727万円
△8,092万円
11億7,472万円
△262万円
11億7,734万円

対前年度比
14.2%
△3.2％
0
5.1%
△1.0％
皆増
皆減
皆減
2.3%
△24.2％
7.6%
△0.4％
8.0%

※令和2年度より指定介護老人福祉施設事業特別会計と介護サービス事業特別会計が統合され、特別養護老人ホームし
おさい特別会計となります。
※対前年度比は少数第2位を四捨五入
令 和２年 5 月号
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◆1人当たりの予算額 （令和2年3月31日現在：13,155人）

土木費 48,086
48,086円

消防費 81,507
81,507円

教育費 46,772
46,772円

災害復旧費 547
547円

公債費 124,798
124,798円

予備費 760
760円

（6億3,258万円）

（10億7,223万円）

（6億1,529万円）

（720万円）

（16億4,172万円）

（1,000万円）

目的別予算

◆主要事業
﹁土佐清水市まち・ひと・しごと創
生総合戦略﹂に基本理念として掲げ
た５つの重点施策の主な事業
新 は令和２年度新規の事業
※

﹁子どもは宝﹂
子育て・教育環境の充実
新 産婦健康診査事業
︻ 万３千円︼
産後うつや虐待予防を図るため︑
産後２週間及び１ヶ月の産婦に対
して健康診査を実施する︒

新 高｢知家の遍路道 プ
｣ ロジェクト
事業
︻ 万円︼
市
｢ 野瀬〜真念庵 ︑
｣以
｢ 布利〜窪
津 間｣の遍路道について︑維持管理・
原状回復を行うとともに︑遍路道マ
ップを作成する︒

新 結婚新生活支援事業費補助金
︻３００万円︼
新規に入籍した世帯に対し︑結婚
に伴う新居の家賃︑引越費用等を補
助する︒

松崎福祉センター等耐震補強事業
市内事業者が実施する宗田節の
ホームヘルパーの人材確保のた
︻１︐９８８万８千円︼
認知度向上及び体験型観光の関連
めに︑介護職員初任者研修を市内で
松崎福祉センターの耐震補強工
施設整備に対する補助金︒
受講料無料で実施し︑介護の質の向
事及び︑竜串福祉センターの耐震診
上を目指す︒
断を実施する︒
観光振興強化事業
︻４︐
５８５万円︼ 中山間地域公共交通の維持
︻３︐４８０万８千円︼ 住宅耐震等対策事業
爪白キャンプ場指定管理業務の
︻９︐０００万８千円︼
中山間地域デマンド交通及び地
他︑体験型観光の実施等により観光
木造住宅耐震改修事業及び老朽
域路線バスの運行補助︑また地域路
客の誘客促進事業を実施する︒
線バスの車両購入費の補助を行う︒ 住宅除却事業︑ブロック塀等耐震対
策事業の補助を行う︒
集落活動センター推進事業
︻３︐０１２万９千円︼ ﹁絆は力﹂
﹁集楽活動センター 下川口家﹂
活気あふれるまちづくり
の運営や取り組む活動に対して補
助及び施設整備を行う︒
商工振興関連事業
︻１︐５８９万９千円︼
中央町商店街の火災からの復興
を図る商店街等振興イベントの実
施や市内事業者が融資を受ける際
の保証料の補助を行う︒

新 防災行政無線デジタルシステム
設置事業
︻３億８︐０４０万円︼
防災行政無線をアナログ式から
デジタル式へ更新し︑住民への情報
提供手段の確保を図る︒

南海地震・津波対策

あったかふれあいセンター事業
ジオパーク推進・竜串ビジターセン
︻２︐１５７万５千円︼
ター運営
市街地店舗及び３市民センター
︻１︐５３８万５千円︼
において︑障害者・子ども・高齢者等
ジオツアーの販売体制の確立︑教
地域住民が交流する場所づくりを
育 啓 発・研 究 支 援 の 推 進 ︑竜 串 ビ ジ
実施する︒
ターセンターの管理運営の充実を
図る︒
敬老祝金
︻５４９万円︼
農業・畜産振興関連事業
満 歳・１００歳・１０１歳以上
︻９︐２６７万１千円︼
を迎える方に敬老祝金を支給し︑長
﹁ 土 佐 極 鶏 あ し ず り キ ン グ ﹂の 認
寿を祝う︒
知度向上事業︑多面的機能支払交付
金 ︑中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 交 付 金 ︑
地 域 営 農 支 援 事 業 費 補 助 金 等 ︑農 ﹁命を守る﹂
業・畜産振興を図る事業を実施する︒
林業振興関連事業
︻５︐０６９万２千円︼
森林環境譲与税を活用し︑市産材
使用住宅建築に対する上乗せ補助
や森林を守る担い手育成事業を実
施する︒

市史編さん事業
︻２４０万円︼
昭和 年１月に上巻︑同年２月に
下巻が刊行されてから現在までの
訂正を含む見直しや新たな調査結
果などを盛り込み市史を編さんす
る︒

土佐清水市情報通信基盤整備事業
︻２億４︐４１０万円︼
民間事業者が実施する超高速ブ
ロードバンド整備に対する補助及
び︑光ファイバー整備不可能地域へ
の代替措置として︑機器導入費補助
を行う︒

新 じんけん出前講座の実施
︻６万８千円︼
会合等に出向いて﹁じんけん出前
講座﹂
を行い︑﹁身近な人権のことを︑
みんなで学ぶ﹂ことができる機会を
提供する︒

80

副食費補助金
︻１６２万円︼
令和元年 月からの幼児教育・保
育無償化に伴い開始した︑幼稚園等
へ通園する園児の副食費補助︒
不妊治療費等助成事業
︻１２０万円︼
不妊治療費等に必要な経費の一
部を助成する︒
学校給食事業
︻８︐３３３万４千円︼
開始から３年目を迎える小学校・
中学校の給食事業を実施する︒
奨学資金貸付制度
︻４︐８１０万８千円︼
高等学校以上の学校へ進学する
学生に対して︑奨学資金を貸し付け
ることで教育を受ける機会を確保
する︒

﹁若者は希望﹂
基幹産業の復興と雇用対策

新 市街地地区消防屯所統合高台移
転事業
︻９︐９２６万９千円︼
津波浸水域にある市街地地区の
消防屯所３か所を統合し︑高台へ屯
所を移転する︒

救助工作車購入事業
︻１億１︐９４６万１千円︼
消防本部に配備する救助工作車
を購入する︒

メジカ産業再生プロジェクト事業
︻７億３︐５４５万３千円︼
残渣加工施設新築工事及び共同
加工施設新築工事︑全国カツオまつ
りサミット 土佐清水を実施する︒

88

92

新 貝類展示館︵海のギャラリー︶美
観向上整備事業
︻２︐０２６万円︼
竜串エリアの再開発の一環とし
て︑貝類展示館の老朽化対策等改修
工事を行う︒

新 介護職員初任者研修の実施
︻２１６万７千円︼

高齢者の生きがいづくりと中山間対策

﹁お年寄りは誇り﹂

in
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新 産業振興推進総合支援事業費補
助金
︻４︐１５７万９千円︼

55

令 和２年 5 月号

7

）内の金額は各目的別の全体予算

※（

（6億3,112万円）
（13億3,223万円） （22億3,930万円） （11億3,511万円） （12億1,265万円）
（1億357万円）

商工費 47,975
47,975円
農林水産業費 92,181円
92,181
衛生費 86,287円
86,287
民生費 170,224
170,224円
総務費 101,271
101,271円
議会費 7,872円

市 職 員の紹 介
〜管理職以上〜

市長
磯脇

泥谷

浩三

堂三

光信

会計管理者兼会計課長

まちづくり対策課長

戎井

中尾

農林水産課長兼農業委員会事務局長 和泉

大城

吉宏

政彦

土佐清水市では４月１日付で職員の人事異
動を行いました︒
令和元年度の退職者は 名︵年度途中含む︶︑
令和２年４月１日採用者は９名となっており
ます︒これからも市民サービスについては質を
落 と す こ と な く︑さ ら な る 向 上 を 職 員 一 丸 と
なって目指してまいりますので︑よろしくお願
いします︒

副市長
弘田

研介

教育長

議会事務局長︵併︶監査委員事務局長 窪内

横山

英幸

企画財政課長

消防長

眞澄

健一

消防次長兼消防署長兼警防班長

宮上

総務課長︵併︶選挙管理委員会事務局長 中津

克臣

博文

倉松

聡

こども未来課長

味元

危機管理課長
早川

貴樹

生涯学習課長

敏之

じんけん課長
西原

清

市川

みか

花奈

香世
菊地

浅利

橋田あずさ

吉永

税務課長兼固定資産評価員心得

谷崎

恵子

下ノ加江保育園長

下川口保育園長

水道課長

収納推進課長

中津

育

足摺岬保育園長

牧子

市民課長

山下

美樹

きらら清水保育園長

伊藤

健康推進課長

井上

旭生

三崎保育園長

五鈴

福祉事務所長

岡田

眞弓

田村

特別養護老人ホームしおさい園長

二宮

満

幸則

観光商工課長

酒井

教育センター所長兼少年補導センター所長 亀谷

国立公園＊ジオパーク推進課長兼
ジオパーク推進係長事務取扱

りか

13

坂本

管理職以上の職員は次のとおりです︒

令和
２年度

退職しました。お世話になりました。
（令和２年３月３１日付退職者
（令和２年３月３１日付退職者）
令和２年３月３１日付退職者）

文野

沖

喜文 監査委員事務局長

比呂志 税務課長兼固定資産評価員

弘田美千代 こども未来課長補佐︵総括︶

道信 市民課環境室長

幼保支援係長事務取扱

中久保真理 こども未来課長補佐兼

岩波

片岡美佐枝 きらら清水保育園保育主査

野村留美子 特別養護老人ホーム

岡林

奈穂 健康推進課主事補

利晃 総務課主事

しおさい介護技査

岡山

8

令 和２年 5 月号

新規採用者の紹介

後列左から ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
特別養護老人ホームしおさい
総務課主事補
観光商工課主事補
税務課主事補
農林水産課主事補
はまぐち

介護員

ゆ

み

こ

濱口 裕見子

ほそかわ

細川

ひらく

展

にゅういし

だいすけ

丹生石 大介

た むら

田村

ひろき

大樹

なかわき

中脇

せい や

成哉

前列左から ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
こども未来課主事補
総務課主事補
きらら清水保育園保育士
健康推進課主事補
お さき

尾崎

ち

さ

智彩

よし だ

吉田

こう き

光輝

かなざわ

りゅうたろう

金澤 竜太郎

ご寄附のお礼
本市のふるさと納税制度を利用された医療法人 恕泉会・治久
会 理事長 内田 泰史氏が運営する
『森の小学校 とさ自由学校』
に返礼品としてお選びいただいた小磯鉄工のロボット型薪ス
トーブが納品され、
火入れ式が執り行われました。
当日は天候が悪く、
３月下旬にしては少し肌寒さを感じまし
たが、
ストーブに火が入ると子どもたちからも喜びの声が上が
り、
とてもあたたかい火入れ式となりました。

はしむら

橋村

〜市民の皆さま
よろしくお願いします〜

令和２年度

けんいち

謙一

市街地の公園（寿町公園・中央公園・旭町公園）の
古い遊具を撤去し、新しい遊具を設置しました。
譲り合って楽しく使いましょう。
小さいお子さまには、保護者の方が付き添ってください。
【寿町公園】すべり台

【中央公園】ジャングルジム

【お問い合わせ先】観光商工課ふるさと魅力発信係 ☎８２−１１１５
【旭町公園】ジャングルジム、パズロック、すべり台２基

【大岐海岸】看板の張替を
していただきました！
市が大岐海岸の入口と監視台
横に設置している離岸流注意喚
起の看板の板面の文字が、経年
劣化により見えにくくなってい
たため、同地区の「umihiko s
playground」
の岩田ご夫妻から、
板面の張替の申出をいただき、
この度完成しました。
本当にありがとうございまし
た。
【お問い合わせ先】
観光商工課施設管理係 ☎８２−１２１２

9

令 和２年 5 月号

【お問い合わせ先】まちづくり対策課都市整備係 ☎８２−１２５５

市内一斉清掃のお知らせとお願い
６月５日は、皆さまに自然環境の大切さとその保全の重要性
に関心を持っていただくため、平成５年に「環境の日」と定めら

企画財政課政策企画係からのお知らせ
【お問い合わせ先】☎８２−１２１７

公共交通空白地有償運送（下川口地区）の
増便について

4月より運行日・便数が増え清水方面・宿毛方面へのバスの乗り
継ぎが便利になりましたので、ご利用ください。
本市でも６月の第一日曜日に合わせて市内全域を一斉清掃す
運行日・便数
ることで、地域生活の向上と「明るく住みよい郷土」づくりだけ 【変更前】
れました。また６月は環境月間として位置づけられております。

でなく、各地区が主体となり、地域住民の皆さまのご参加と、市

藤ノ川・鳥渕

月曜日・木曜日

内業者の皆さまのご協力もいただき、河川・海浜・公園・側溝をき

松山・横峯

火曜日・金曜日

往復1便

れいにします。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
【変更後】
※注意していただくこと

藤ノ川・鳥渕

家庭ゴミや事業所ゴミ等の一般ゴミは出さないでください。
ゴミを運搬してくれる車が各地区を巡回します。
この車は、各事業所の方々のご厚意により協力いただいてお
りますので、自分で清掃したゴミは、責任を持って積み込んで
ください。

一斉清掃実施予定日：６月７日（日）
（今後の状況により、コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、
中止又は延期する場合があります。）
【お問い合わせ先】市民課環境室

松山・横峯

月曜日〜土曜日
（月〜金）往復6便
（日・祝・1/1〜1/3は運休）（土）往復4便

※変更後は清水及び宿毛方面行の西南交通バスのダイヤに合わ
せた運行となります。
※事前に会員登録をしている方は、どなたでも利用できます。
※予約・新規利用登録はノアズアーク（☎82-1800）までお願いします。
（運転手の都合がつかず利用できない場合もあります。）

結婚新生活支援補助金のお知らせ
【新婚さんの新生活応援します】
市では、結婚して市内で新生活を始める新婚世帯に、新居の購
入費や家賃・敷金・礼金、
また引越費用の一部を補助します。

☎８２－１２１４

●補助対象者【次のすべての要件を満たす新婚世帯】
・令和２年４月１日〜令和３年３月３１日までに入籍した夫婦
・上記期間に土佐清水市内に新たに住居を購入・賃借し、居住して
情報通信基盤整備事業
いる夫婦
◇大浜・中浜地区光ブロードバンドサー ・婚姻日の年齢が夫婦ともに34歳以下であること
・夫婦いずれもが土佐清水市税等・高知県税を滞納していないこと
ビス提供開始について
・直近の夫婦の所得の合計が340万円未満であること（所得340
万円の目安…給与の場合、年収約480万〜530万円程度）
市では、
NTT西日本に対し補助金を交付し、
光ファイバー回線未
※貸与型奨学金を返済している方は、返済額を所得から控除し算出
整備地区の整備を行なっていますが、
大浜・中浜地区の整備が完了
※離職し、申請時点で無職の方は、所得0円として算出
・土佐清水市に5年以上定住する意思のある者
など
し、
5月14日よりサービスの利用が可能となります。
●補助金額
1世帯上限30万円まで(予算がなくなり次第終了します。
)
このことに伴い、同地区のＡＤＳＬサービスは6月末をもって
●詳しい補助対象条件や提出書類については、市ホームページで
ご確認いただくか、企画財政課政策企画係（☎82-1217）までお
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、
問い合わせください。
光ファイバー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）
に直接お申込みが必要です。
詳しくは、
各
通信事業者へお問い合わせください。
同じく整備中の大岐・以布利地区のサービス利用は来月中に
可能となる予定です。詳細は広報紙6月号にておしらせします。
※光コラボレーション事業者とは、NTTが所有する光回線を借
り受け、各社独自のサービスを付け加えて提供する携帯電話
会社やプロバイダなどの事業者のことです。

【お問い合わせ先】総務課情報システム係

☎８３−０２３６

第63回 金婚夫婦祝福式典のご案内

半世紀という長い間、人生の荒波を共に乗り越えてこられた
『金婚夫婦』を祝福する式典が開催されます。金婚式の記念に
どうぞご応募ください。
式典日時：9月1日（火） 14時開始
会
場：四万十市（新ロイヤルホテル四万十）
資
格：昭和45年1月1日から同年12月31日までに婚姻届を
出されている高知県在住のご夫婦。
（初めて申込みをされるご夫婦はそれ以前の届出も可）
申込み方法：健康推進課（社会長寿係）または各市民センターにあ
る申込み用紙に、ご夫婦の住所・郵便番号・氏名（ふ
りがな）
・生年月日・年齢・職業・電話番号・結婚記念日
等を明記して申込みください。
締め切り：6月5日（金）
申込みされたご夫婦には8月中旬頃に案内のハガキ
をお送りいたします。
【お問い合わせ先】健康推進課社会長寿係 ☎８２−１１２０
令 和 ２ 年 5 月 号 10

「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：5月29日（金）
【お問い合わせ先】観光商工課商工係

☎８２−１１１５

市民文化会館 自主事業

コロッケ コンサート２０２０
勝手にやってすみません！ 〜４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜
■月
■開

日：９月１３日
（日）
演：昼夜２回公演！
①１４時（※開場：１３時３０分）
②１８時３０分（※開場：１８時）
■入場料：全席指定席５,５００円
好評
■チケット販売所：土佐清水市立市民文化会館
発売中!!
ローソン（Ｌコード：６１４２６）
☆レパートリーは３００種類以上！
進化し続けるものまねキングがステージに降臨！
子どもから大人まですべての世代の皆様に楽し
んでいただける 爆笑と感動のステージ をぜひ
お楽しみください！
【お問い合わせ先】市民文化会館 ☎８２-３３００

軽自動車税(種別割)についてのお知らせ
軽自動車税(種別割)の納期限は6月1日(月)です。納税通知書
は5月1日(金)以降発送予定です。
納期内に金融機関または市役所収納推進課及び市民センタ
ーでの納付をお願いします。
なお、納付後に受け取る納税証明書は、車検を受けるときに
必要ですので、大切に保管してください。
(口座振替の方は、振替後に送付します。
)

◎軽自動車税(種別割)の減免申請期間は
6月1日（月）までです。
軽自動車を所有する方で、一定の要件を満たす場合は、申請
により軽自動車税の減免が受けられます。
納税通知書が届きましたら、同封している文書を確認いた
だき、申請期間内に手続きをお願いします。
減免の対象となる自動車等は障害者お一人につき１台です。
すでに普通自動車で減免を受けている場合などは、軽自動車
税(種別割)の減免はできません。
前年度分が減免となっている方で住所・手帳の等級・車両等
に変更がない場合は、納税通知書に同封している『使用状況届
』に必要事項記入の上、マイナンバーカード又は通知カード及
び免許証、身体障害者手帳等の本人確認書類のコピーととも
に同封している返信用の封筒にて、お早目に返送してくださ
い。
また、使用状況に変更があった場合は、再申請の手続きが必
要となります。
【お問い合わせ先】税務課市民税係

☎８２－１１２９

高知県からのお知らせ

自動車税の納付について
５月上旬発送予定の自動車税の納期限は６月１日（月）とな
っています。納付は必ず納期限までに、銀行、郵便局、農協など
お近くの金融機関でお済ませください。
本年度も、コンビニエンスストアでの納付が可能となって
います。平日に納付できない方などは、納税通知書をご持参の
うえ、ご利用ください。
（詳しくは、納税通知書の裏面をご覧く
ださい。）また、簡単・便利な口座振替もご利用いただけます。
なお、納税通知書が届いていない方がいましたら下記まで
ご連絡ください。
また、身体障害者等の方の減免手続き期限も６月１日（月）
までとなっておりますので、ご注意ください。
連絡先：高知県幡多県税事務所 ☎ ０８８０−３５−５９７２

議会報告会について
土佐清水市議会では、毎年３月会議及び９月会議終了後に
行ってきた議会報告会について、昨年の秋以降、検討委員会を
立ち上げ、報告会の在り方や報告内容、実施場所等を見直し、
検討を重ねてまいりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止す
る観点から、現時点では開催が困難と判断いたしました。
今後の開催については、新型コロナウイルス感染症の状況
を見ながら検討させていただきます。ご理解・ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

５月の文化会館ピアノ開放日：５月２０日（水） ９時〜１７時
11
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【お問い合わせ先】議会事務局

☎８２−１１１２
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祝！新一年生入学おめでとう

清水小学校１年１組

清水小学校１年２組

足摺岬小学校

下川口小学校
発行

三崎小学校

幡陽小学校

下ノ加江小学校

令和２年４月３０日発行 No.５５９ 土佐清水市役所総務課

〒７８７-０３９２ 高知県土佐清水市天神町１
１−２ ＴＥＬ：０８８０−８２−１
１
３４ ＦＡＸ：０８８０−８２−２８８２
HP：http//www.city.tosashimizu.kochi.jp/ E-mail：kouhou@city.tosashimizu.lg.jp

