休日当直医

３/５（木） 下川口保育園のお別れ遠足
日曜営業ガソリンスタンド
谷

病

院（越前町）☎82-1151

院（越前町）☎82-1151

病 院（天神町）☎82
院（天神町）☎82-0001
0001

4/26(日) 久松石油（越前町）

4/19(日) 江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

4/12(日) たけだ石油（元町）、三浦石油（三崎）

4/05(日) カネニ石油（旭町）
院（天神町）☎82-0001

5/03(祝) 松

南

病

院（天神町）☎82-0001

病

5/04(祝) 渭

南

病

谷

院（越前町）☎82-1151

5/05(祝) 渭

谷

4/05(日) 松

院（天神町）☎82-0001

5/06(振休) 松

病
病

院（越前町）☎82-1151

南
谷

病

4/12(日) 渭
4/19(日) 松

南

令和2年
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No.558

−32人
−15人
−17人
4人
−4人
−2人
22人
−21世帯

前月比

令和2年2月29日現在

13,294人
6,289人
7,005人
4人
23人
19人
32人
7,218世帯

市
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

4/26(日) 渭

5/03(日) 自由営業日

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。

4/29(祝) あしずり岬診療所（天神町）☎87-9100

「いのちの電話」相談電話

令和元年度

土佐清水市スポーツ賞

３月３日（火）
、｢令和元年度土佐清水市スポーツ賞｣ の授賞式が中央公民館で開催され、各種スポーツ大会で優秀な成
績を収めた個人にメダルと表彰状が、同じく優秀な成績を収めた団体に楯と表彰状がそれぞれ授与されました。
受賞されたみなさん、おめでとうございます。
吉村
吉村
森
野村
早川
田村
清水
川渕
新谷
西原
平野
柿谷
福田

星隼さん
來隼さん
新花さん
涼太さん
祥世さん
悠人さん
大樹さん
航平さん
心彩さん
大海さん
礼菜さん
玲奈さん
文子さん

授賞者
清水小学校１年
清水小学校４年
県立中村中学校２年
足摺岬小学校２年
下ノ加江小学校４年
下ノ加江小学校４年
下ノ加江小学校５年
下ノ加江小学校５年
三崎小学校５年
清水中学校２年
清水中学校２年
清水中学校２年
シニア部門

種目
水泳
卓球
バドミントン

上田
椿さん
武政すみれさん
山本 倖大さん
田中 寿樹さん
岡田 晃周さん
宮崎 光星さん
宮崎
麗さん
団体名
劇団清水

授賞者
清水小学校６年
清水小学校６年
清水中学校２年
清水中学校３年
飛龍高校３年
埼玉栄高校３年
日本大学３年

種目
陸上

相撲

種目
相撲

テニス
【お問い合わせ先】生涯学習課

☎８２−１２５７

令和２年度市県民税の申告期限について

令和2年4月16日
（木）まで延長します。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税（及び復興特別所得税）、贈与税及び個人事業者の消費税（及び
地方消費税）の申告期限・納付期限について、令和２年４月１６日（木）まで延長されました。
これに伴い、市県民税申告期限についても令和２年４月１６日（木）まで延長することといたしました。
なお、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】税務課市民税係 ☎８２−１１２９

旧中央公民館跡駐車場敷地内における
資源ごみ保管庫及び粗大ごみの収集について
旧中央公民館解体工事に伴い資源ごみ保管庫を一時撤去しておりましたが、３月
中に工事が完了し、旧中央公民館跡駐車場敷地内に資源ごみ保管庫の再設置を行い
ましたので、４月よりご利用ください。
また、幸町の粗大ごみ収集場所につきましても、４月より同敷地内にて収集を行
います。
周囲の住民の方々にはご不便をおかけしました。
【お問い合わせ先】市民課環境室

☎８２−１２１４
令 和２年 4 月号
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４月１日から市役所の組織が一部変更になりました。
◎企画財政課が担当していた「ふるさと納税に関する業務」は、観光商工課の「ふるさと魅力発信係（新設）」
が担当することになりました。
◎健康推進課の中に「子育て支援係」が新設されました。
◎総務課長が選挙管理委員会事務局長を併任することとなりました。
◎議会事務局長が監査委員事務局長を併任することとなりました。

【令和２年３月３１日まで】

ふるさと納税関係の業務
について移管

●ふるさと魅力発信係（新設）
（ふるさと納税・地場産品等の情報収集、
開拓、調整に関すること）

□社会長寿係
□介護保険係
□保険推進係
□保険指導係

健康推進課

市役所・お昼休みの対応について

□観光係
□商工係
□施設管理係

観光商工課

企画財政課

□財政係
□秘書係
□地域づくり支援係
□政策企画係
・各種計画立案
・公共交通
・ふるさと納税

【令和２年４月１日から】

事前に（できれば前日までに）ご連絡いただければ
12時から13時のお昼休みも対応いたします。ぜひ、ご
利用ください。
※市民課・税務課・収納推進課はお昼休みも通常業務を
行っています。

●子育て支援係（新設）
（母子保健指導・保健師業務に関すること）

介護保険料を年金から天引き（特別徴収）されている皆さんへ
〜４月から仮徴収が始まります〜
令和２年度の介護保険料は、６月に確定する市民税の課税状況などを基に決定されるため、４月・６月・８月は仮の保険料として、
「令和２年２月と同じ額」を年金から天引き（仮徴収）することになっています。
１０月以降の保険料（本徴収）は、７月に決定する令和２年度の年間保険料から「仮徴収」分を差し引いて計算し、７月中旬ごろにお
知らせします。
※１０月からの本徴収の額は、所得段階が同じ方であっても、仮徴収の額により異なります。特別徴収（年金天引き）されている方の
年間保険料は、
４月・６月・８月・１０月・１２月・翌年２月の合計となります。
なお、納付書等で納める（普通徴収）方には、７月に納付書等を送付します。
令和元年度
10月

12月
本徴収

令和２年度
令和2年2月

4月

6月

8月

10月

12月

仮徴収

本徴収

↑

↑

令和２年２月と同じ額を年金から天引きします。
※ただし、令和２年度の仮徴収と本徴収の額に大きな差が生じる
場合、その差を少なくするため８月の額を調整します。

令和3年2月

令和２年度の年間保険料から仮徴
収分を差し引いた額を３回に分け
て年金から天引きします。

【お問い合わせ先】健康推進課介護保険係 ☎８２−１２５４

地域おこし協力隊だより
こんにちは、地域おこし協力隊の鈴木です。
おかげさまをもちまして、令和２年３月末で地域おこし協力隊を退任いたしました。
地域支援モデル担当として、集楽活動センター下川口家の設立や運営のお手伝いを中心に、市内の各地域において実施されている
お祭りや地域活動に関わらせていただきました。その活動のなかで大勢の方々と出会い、いろいろなことを教えていただき、親切にし
てくださいましたことがとても嬉しく、心より感謝申し上げます。
土佐清水市に来て強く感じたのは、自然、気候、食べ物など、とても豊かな地域であるということ
でした。そしてこの環境の中でつくられてきた、それぞれの集落の歴史や生活の文化がやはり豊か
であり、それが地域の方々の誇りとして伝わっていることも分かりました。
３年間の任期はあっという間でしたが、地域おこし協力隊の業務や、自主的な集落案内ガイドな
どの活動を通して市内のほとんどの集落を訪問できましたことは、今の自分にとって大きな財産で
あると思っています。
退任後は、集落活動センターなど地域で活動される団体の設立や運営の支援をさせていただきな
がら、これからも土佐清水市で暮らしていきたいと考えています。
地域内での活動に関しまして、皆さまに様々なご相談をさせていただくことになるかと存じま
す。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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令 和２年 4 月号

飼い犬の登録・狂犬病予防注射のお知らせ

令和２年度の飼い犬の登録と狂犬病予防注射を次のとおり行います。皆さんの都合の良い場所で受けてください。
なお、新たに飼い犬の登録を行う場合は、犬の生年月日をお聞きしますので調べておいてください。
飼い犬の登録内容が変更されている場合は申し出てください。
※狂犬病予防注射の注射料が消費税増税の関係で例年に比べ１００円高くなっています。
注射料をお持ちの際はご注意ください。
狂犬病予防注射の注射料３，２００円

飼い犬の新規登録手数料３，０００円

令和２年４月１４日（火）
地区

集合時間

令和２年４月１６日（木）

集合場所

地区

集合場所

集合時間

市街地

08:45

中央公民館駐車場

浦尻

08:40

前田茂子商店

養老

09:50

養老区長場

グリーンハイツ

09:00

グリーンハイツ市営住宅

松崎

10:05

松崎福祉センター向かい側

窪津

09:20

窪津区長場

下益野

10:30

下益野区長場

津呂

09:40

津呂区長場

上野

10:50

上野区長場

足摺岬

10:05

足摺岬区長場

斧積

11:05

斧積区長場

松尾

10:20

旧松尾小学校

三崎浦

11:25

三崎市民センター

中浜

10:40

中浜区長場

竜串

11:45

竜串福祉センター

緑ヶ丘

11:10

緑ヶ丘公園中央入口

爪白

13:00

爪白区長場

以布利

11:30

以布利漁民研修センター

下川口

13:15

下川口市民センター

大岐

13:15

大岐区長場

宗呂下

13:40

宗呂下公衆電話ボックス付近

久百々

13:35

久百々公衆電話

宗呂上

14:00

宗呂上区長場

鍵掛

13:55

浜田菊治さん宅裏旧道

片粕

14:20

片粕集会所

長野

14:10

長野公会堂

貝ノ川

14:35

貝ノ川橋付近

市野々

14:30

市野々公会堂

大津

14:55

大津公会堂

布

14:55

布消防屯所

横峯

15:15

横峯集会所前

下ノ加江

15:20

下ノ加江市民センター

加久見

15:45

加久見区長場

※集合時間に集まっている方の注射が終わり次第、次へ移動しますので時間までに集合場所へお集まりください。
※注射の際に犬が暴れないよう押さえられない場合、注射をお断りすることがありますので、必ず犬を押さえられる方
が連れてきてください。
【お問い合わせ先】市民課環境室 ☎８２－１２１４

配食サービス
（見守りネットワーク）の
ご案内
市では、心身の障がい・疾病等の理由により、調理が困

行政相談のお知らせ
行政に対する疑問や要望はありませんか？
総務大臣から委嘱された行政相談委員が相談をお受けしま
す。相談は無料で秘密は固く厳守されます。安心してご相談
ください。

難で定期的な見守りが必要な方のお宅に、昼食の配達とご
本人の安否確認（見守り）を行う配食サービス（見守りネ

日

付：４月９日（木）

ットワーク）事業を実施しています。ご希望の方は、健康

時

間：１０時〜1２時、１３時〜１５時

推進課社会長寿係までお問い合わせください。

場

所：市役所２階

（対

象

者）６５歳以上のひとり暮らしの方、高齢者の

第３会議室

【お問い合わせ先】総務課広聴広報係 ☎８２−１１３４

みの世帯で調理が困難な方
（料

金）１食につき

普通食３００円、減塩食また

は糖尿食４００円
（配

達

日） 月曜日から金曜日（昼食のみ）

（配達事業所） 足摺病院
※調査結果によっては、対象とならない場合があります

【お問い合わせ先】健康推進課社会長寿係
☎８２−１１２０
令 和２年 4 月号
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新型コロナウイルスに関する
問い合わせについて
○発熱、咳など体の健康、予防、医療機関の受診に関すること
新型コロナウイルス相談センター（電話：088-823-9300）
【受付時間】９時から２１時（平日・土日祝日）

２０１９年消防白書
１ 火災について
２０１９年中に本市で発生した火災を原因別にみると、ガスコン
ロの消し忘れ、火の取り扱い不良等が半数以上を占め、漏電が２件、
その他が１件となっています。

＊不安な際には、新型コロナウイルス相談センターにまずは
相談をしてください。

これらのことから、ちょっとした不注意が火災の原因となってい
ますので、火を取り扱っているときはその場から離れないようにす

厚生労働省の電話相談窓口（電話０１２０−５６５６５３

るなど十分注意してください。
また、火災の原因でもある「野焼き」は、法律で禁止（例外あり）され

（フリーダイヤル））
【受付時間】９時から２１時（平日・土日祝日）

ています。特に住宅地での野焼きは家の中に煙が入ってくる、洗濯物

○中小企業者の事業資金等の相談に関すること

に臭いがつくなどの苦情が多く、煙により周囲の住宅環境に影響を

経営相談窓口（電話：088-823-9695 FAX：088-823-9138

及ぼしています。中でもプラスチックやビニール類及び家庭ごみは

メール：150401@ken.pref.kochi.lg.jp）

絶対に焼却はせず、必ず指定された処理をお願いします。

○その他の相談に関すること（休校・イベントの中止など医療・健

これからの時季も空気が乾燥し火災の起こりやすい気象状況が続
きますので、火の取り扱いには十分注意してください。

康以外についての問い合わせ）
新型コロナウイルス感染症対策本部（電話：088-823-9024）

種別

件数

前年比

必要に応じ県庁内の関係課へ取り次ぐなど、困りごとの解決の

建物火災

11件

2件

ため対応します。

林野火災

00件

0件

0

0

車両火災

00件

△1件

0

0

その他火災

03件

△6件

0

0

計

14件

△5件

【受付時間】平日８時30分から17時15分

詳しくは、高知県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/info-COVIT-19.html
【お問い合わせ先】健康推進課保健推進係

☎82-1121

家庭児童相談窓口電話
土佐清水市教育センター家庭児童相談室 ☎82-0355
（毎週月〜金 8時30分〜17時15分 祝日除く）
児童虐待通告等の緊急連絡先（上記以外の時間帯）
080-8633-4177（携帯）

損害額

前年比

90,830千円 82,418千円

90,830千円 82,418千円

2 救急について
２０１９年中における救急出動件数は８０５件（前年８０９件）
で、４件の減、搬送人員は７８３人（前年７７０人）で１３人の増と
なっています。
事故種別による出動件数では、急病が４９３件（前年５００件）と
最も多く、一般負傷１５２件（前年１６２件）、交通事故４５件（前年
４５件）、その他１１５件（前年１０２件）となっています。
搬送人員の内訳については、急病４７５人（前年４７２人）、一般負
傷１４８人（前年１５６人）、交通事故４９人（前年４９人）、その他１
１１人（前年９３人）となっています。
搬送人員のうち高齢者（６５歳以上）の割合が８１％(前年７７％)
を占めており、今後は本市の高齢化率の上昇とともに同様に推移し
ていくと考えられます。また、管外搬送人員は２５０人（前年１９６
人）となっております。
ドクターヘリによる搬送件数は、５件（急病１件、一般負傷１件、労
働災害２件、転院搬送１件）。防災ヘリによる搬送件数は、１件（急病）
となっています。
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令 和２年 4 月号

種別

出動件数

前年比

搬送人員

急病

493件

△ 07件

475人

03人

一般負傷

152件

△ 10件

148人

△ 08人

交通事故

045件

00件

049人

00人

その他

115件

13件

111人

18人

計

805件

△ 04件

783人

13人

前年比

健康推進課保健推進係からのお知らせ 【お問い合わせ先】 ☎８２－１１２１

肺がん検診・結核健診日程
日程

検診（健診）内容

5月8日(金)

肺がん検診
結核健診

受付時間

会場

対象地区

09：20〜10：00

旧貝ノ川小学校

10：20〜10：40

旧宗呂小学校

11：00〜11：20

宗呂上区長場

《令和2年度の健（検）診の年齢》
令和3年3月31日時点における満年齢

下川口

【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

【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

がん検診がはじまります。
今年も忘れずに受けてよ！

【受診結果について】
「がん検診」の結果は、１か月をめどに異常があった方のみに通知しています。

令和２年度

成人歯科健診を受けましょう

歯周病は､日本人の歯の喪失をもたらす主要な原因疾患で
あり､成人期において未だに有病者率が高いこと､全身疾患や
生活習慣との関係が注目されていることから､成人歯科健診
を実施します。

令和２年度は次の方が対象となります。
麻しん風しん混合予防接種（白茶色の予診票）
１期：１歳〜２歳の誕生日の前日まで
２期：平成26年４月２日〜平成27年４月１日生まれ（年長児）
二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種（若草色の予診票）
平成20年４月２日〜平成21年４月１日生まれ（小学６年生）
これは標準的な接種年齢です。対象年齢は１１歳以上１
３歳未満です。

市民のうち、次の①〜③に該当する方
①満70歳以上の方
②身体障害者手帳3級以上を有する満65歳以上の方
③脳疾患(脳血管障害･脳出血･脳梗塞･脳性麻痺･脳炎･
脳挫傷後遺症･脳腫瘍･くも膜下出血など) により身体
障害者手帳3級以上を有する満20歳以上の方
●市指定施術所で施術１回に１枚（1,000円分）使用で
きます。
●本人以外使用できません。売買・譲渡等はしないでく
ださい。
●汚損・破損以外の再発行はしません。他人や施術所に
預けたりせず、ご自分で大切に保管してください。

申請方法

早めに受けよう！予防接種

円分)使用できる補助券を申請しませんか？
【対象者】の①〜③のいずれかに該当する方で補助券が必要
な方は、ぜひ申請をしてください。

注意事項

●自己負担:無料※治療が必要な場合は､別途費用がかかります
●回
数:年度内に１回
●実施期間:令和２年４月１日～令和３年３月３１日
●健診時に持参するもの: 受診票（4枚綴）
●健診項目:歯の状態(歯の本数･義歯の状態など)
歯肉の状況(歯周ポケット検査)
口腔内清掃状況
その他､問診
●実施機関:同封している実施機関一覧表に記載されている
登録歯科医院
●健診結果:健診当日､受診した歯科医院で結果説明が行われ
ます｡
●そ の 他:健診結果は、保健指導などに活用いたしますので
ご了承ください。

,００

０円
（1,00
0円×8
枚）分
の補助
券です
!
市の指定施術所で､施術1回につき1枚(1,000

【利用期間 】 発行日〜令和３年３月３１日

対象者

対象者: 年度内に40歳･50歳･60歳･70歳に達する方
昭和55年4月1日～昭和56年3月31日生
昭和45年4月1日～昭和46年3月31日生
昭和35年4月1日～昭和36年3月31日生
昭和25年4月1日～昭和26年3月31日生

はり･きゅう･あんま･マッサージ指圧等
補助券を利用しませんか？ ８ 年 間

利用者本人が市役所健康推進課または各市民センター
で申請してください。
代理申請の場合は利用者及び代理人の公的証明書
（保険証や免許証など）及び印鑑が必要です。
【 対象者】
の②･③の方は､身体障害者手帳をお持ちください｡

【補助券が使える市の指定施術所】
名

称

住

所

電

話

愛 香 マ ッ サ ー ジ

以 布 利 5 8

090-6886-2485

長 崎 鍼 指 圧 院

中 浜 6 6 0

82-9762

古 岡 鍼 灸 接 骨 院

栄 町 4 - 1 2

82-3030

鹿 島 山 鍼 灸 接 骨 院

浜 町 7 - 2 6

82-0049

小 石 山 治 療 院

越 前 町 5 - 8

82-2831

吉

院

天 神 町 9 - 9

82-3639

山 﨑

元 町 1 2 - 2

82-2273

岡昇指圧治療センター

下益野450-2

85-0670

田

鍼

指 圧 は り

灸

令 和２年 4 月号
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今月から特定健診の集団
健診実施前に受診促進の
ため推進員が訪問します
特定健診やがん検診の受診率向上による皆さまの疾
病の予防・早期発見を目的として、健康づくり推進員と
食生活改善推進員が各家庭を訪問します｡

令和２年度 特定健診を受診しましょう！！
―特定健診の流れ―

①受診券の受け取り

②健診を受ける

市役所より対象者の皆様

同封のチラシを確認し、集

に受診券を送付します。

団健診または、個別健診を受

※ 受診券は、4月1日時点の

診してください。

対象者のみ送付

健診当日は、受診券と保険
証を持参してください。

訪問の際には受診の必要性を呼びかけるとともに、健
診の日程等に関してご案内します。
健康の保持･増進のため健診を受診しましょう。
保持 増進
健診を受診しましょ

③結果を受け取る
健診結果を受診者

④保健指導に参加
※必要な方のみ

全員に送付します。

生活習慣病のリスクが高
いと判定された方には、特定
保健指導の案内を送付しま

訪問時には訪問員証を持参いたします
訪問時には訪問員証を持参いたします｡
市民の皆さまのご理解､ご協力をお願いします。

成人男性の風しん抗体検査・予防接種
近年、都市部を中心に成人男性の風しん患者が急増していること
から、対象となる方は抗体検査と予防接種（検査結果で接種が必要と
判断された人のみ）が無料で利用できます。
対象となる方には、別途案内を送付します。
対象者
◆昭和47年４月２日〜昭和54年４月１日生まれの男性
◆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
※抗体がある方などは予防接種の対象になりません。
○どうして風しんが流行しているの？
⇒上記対象の方が子供のとき、
風しんの予防接種は任意接種でした。
そのため、免疫が無い（少ない）人が多いことから、風しんにかか
りやすいとされています。
○予防接種を受けたかどうか覚えていないけど、どうしたらいい？
⇒以前に予防接種を受けた人も、抗体が少なくなっている場合があ
ります。
ぜひ、この機会に検査を受けましょう。
○風しんにかかるとどうなるの？
⇒発熱や発しんなどが出ます。場合によっては、重篤な合併症を発
症します。
⇒免疫の無い女性で、特に妊娠初期の方が発症すると、胎児が難聴・
先天性心疾患などになることがあります。
○風しんの怖さは？
⇒前述のとおり、胎児にも影響することがあります。
⇒感染力が非常に強く、
インフルエンザの約６倍あるとされています。
○対象者以外の人はどうしたらいい？
⇒高知県が「妊娠を希望する女性」
・
「その女性の家族等」を対象に抗
体検査をしています。
詳しくは、お問い合わせください。
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高齢者肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ

高齢者肺炎球菌感染症の公費負担による予防接種を延長し
て６５歳になる人以外にも実施します。
令和２年度（令和２年４月１日〜令和３年３月３１日）に接
種対象となる方（次の①、②に該当する方）には、４月に予診票
を送付します。
【対象者】
次に該当する市民で、予防接種を希望する方。
ただし、過去に高齢者肺炎球菌感染症予防接種を受けたこ
とのある方は対象外です。
①令和２年度に各年齢となる方
６５歳

昭和30年4月2日生

〜

昭和31年4月1日生

７０歳

昭和25年4月2日生

〜

昭和26年4月1日生

７５歳

昭和20年4月2日生

〜

昭和21年4月1日生

８０歳

昭和15年4月2日生

〜

昭和16年4月1日生

８５歳

昭和10年4月2日生

〜

昭和11年4月1日生

９０歳

昭和05年4月2日生

〜

昭和06年4月1日生

９５歳

大正14年4月2日生

〜

大正15年4月1日生

１００歳

大正09年4月2日生

〜

大正10年4月1日生

②満６０歳以上６５歳未満で、心臓、じん臓または呼吸器の機
能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害
を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に
日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。
（身体障害者手帳１級に該当する方）
※②に該当する方は申請により予診票を交付しますので、
ご連絡ください。
【接種方法】 県内の実施医療機関で接種を受けてください。
※接種日時等を確認し、予診票・健康保険証を持
参してください。
【接種回数】 １回
【自己負担金】 ２，０００円 （生活保護受給者の方は、自己負
担金が免除になりますので、接種時に免除証明
書を持参してください。）

土佐清水市在宅医療・介護連携推進事業の取組み・予定

自発的活動支援事業を補助します

土佐清水在宅医療多職種連携協
議会では、2月5日（水）に「子育て支
援サポート事業」と題し、研修会を
開催しました。パネラーに幡多福祉
保健所健康障害課母子児童担当チ
ーフ 坂本絵里氏、土佐清水市子育
て世代包括支援センター「虹彩(にじ
いろ)」母子保健コーディネーター
大久保真穂氏、土佐清水市地域子育て支援センターどんぐりっ
こ 中島歩氏、渭南病院助産師 筒井久美氏の4名をお招きし、
パネルディスカッションを行いました。
ディスカッションでは、近隣の市町村の現状、県内における母
子関連事業についての動向が披露されました。また、どんぐりっ
こでは、多様なイベントを開催し、様々な方が参加しやすいよう
に工夫していること、その中で母親同士が情報交換をして悩み
が解決する事例など、具体的な活動内容を聞くことができまし
た。市内では、出生数は少なくなる一方、行政・病院・支援センタ
ーなどが密に連携をとり、より手厚い支援になっていることな
ど、参加者も交えてディスカッションし、妊娠期から子育て期（
特に保育園・幼稚園・小学校に入るまで）の切れ目ない支援の体
制を知る研修会となりました。

この事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を
営むことができるよう、障害者、その家族、地域住民等による
地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生
社会の実現を図ることを目的としております。

（今後の活動内容について）
令和2年度の在宅医療・介護連携推進事業につきましては、4月
のコア会議にて決定する予定となっております。内容が決まり
ましたら、お知らせいたします。
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
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

土佐清水市権利擁護センターらいとはうす 誕生！

○対象者

市内に住所を有し且つ居住する障害者やその家族
又は地域住民等で５名以上の団体

○対象事業
・ピアサポート
障害者やその家族が互いの悩みを共有することや、情報
交換のできる交流会活動を支援する。
・災害対策
障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。
・孤立防止活動支援
地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を
支援する。
・社会活動支援
障害者等が仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のた
めの社会に働きかける活動（ボランティア等）の支援や、
障害者等に対する社会復帰活動を支援する。
・ボランティア活動支援
障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。
・その他形式支援
上記の形式以外に、事業の目的を達成するために有効な
形式により支援する。
○補助金額 １件３０万円以下
○申請期間 令和２年４月１日（水）〜４月２０日（月）
○申請方法 申請書に必要事項を記載後、持ち込み又は郵送
で申請してください。
なお、申請書は福祉事務所又は市ホームページ
に掲載しています。
○審査方法 書類審査及び必要に応じてヒアリングを実施し
ます。
○問合せ・申請先 〒787-0392 土佐清水市天神町11-2
土佐清水市福祉事務所 福祉児童係
電話 82-1118 FAX 87-9012

公募していました権利擁護センターの愛称が決まり、４月
から社会福祉協議会内に「土佐清水市権利擁護センターらい
とはうす」を設置しました。権利擁護センターとは、認知症・知
的障がい・精神障がいなどで、判断能力の十分でない方が福祉
サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理や手続き等、成
年後見制度利用に至る前の支援から、制度利用までの支援が
切れ目なく一体的に確保されるよう、関係機関と一緒に検討
する相談機関です。
認知症になったら・・・
物忘れがひどく、通帳の管理が不安・・・
障がいをもつ子どもの将来が心配・・・
など、将来について不安のある方や権利擁護について何か
ございましたら、ご相談ください。
開始時期：４月１日（水）から
相談時間：９～１７時まで
場
所：社会福祉協議会内

(電話番号：８２－３５００)

「らいとはうす」とは、一つには足摺岬のシンボルである「灯
台」
（英語でLighthouse“らいとはうす”）を示しています。灯台
は光を照らし、暗い海上における道しるべとしての役割があ
り、権利擁護センターの持つ困っている方、悩んでいる方々の
道しるべの役割をイメージしています。
また、
「 らいとはうす」の「らいと」には、もう一つ英語で
「Right」(権利)の意味を込めており、権利擁護センターの持つ
機能である権利を守る家のイメージに重ねています。
この２つの意味から権利擁護センターが住民の相談場所と
なり、暮らしを明るくしていけるようにという思いを込めて
名付けました。
令 和２年 4 月号
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年金相談のお知らせ

〜ご存知ですか?「学生納付特例制度」〜

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）
【4月の年金相談】日時：4月14日（火）9時30分〜15時（昼休みを除く）
【5月の年金相談】日時：5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
○相談当日の窓口：市民課住民年金係
へ
☆予約申込は、幡多年金事務所 【0880−34−1616】
音声案内 1 ⇒ 2
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代理の場合は年金相談専用の委任状（家族であっても必要で
す）
が当日必要となります。
専用の様式は幡多年金事務所また
は市役所市民課にありますので、
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、
【0570−05−4890】へ
●前日まで ねんきんダイヤル
●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

チャレンジャー募集‼

「さばいばる中央町チャレンジショップ」出店者募集
しています。
お店を経営してみたいけど、
いきなり出店するにはリスクが
高い！
将来の創業に繋げるために低リスク・低コストでお試し出店
が出来ます！
まずはお気軽にご連絡ください。
電気料・水道料無料‼
物販は1小間あたり組合費込 6,000円
《店舗内配置図》
事務所

トイレ

○土佐清水市
ホーム―ページ

令 和２年 4 月号

●セピア化粧品店

9

スライドドア

チャレンジ
★
ショップ
●和美容室

○さばいばる中央町
チャレンジショップ
フェイスブック

飲食A

●森自転車

【問い合わせ先】
物販サービスB・C
中央町商店街振興組合 2小間募集
さばいばる中央町
チャレンジショップ
事務局
TEL：090-1177-3838
（土・日・祝を除く10時～17時）

〜国民年金保険料学生納付特例の申請について〜
学生納付特例制度により、前年度に保険料納付を猶予されて
いる方で、本年度も引き続き在学予定の方へ、3月末に基礎年金
番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付
されます。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を
記入して返送いただくことにより、本年度の申請ができます。
（この場合、
在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。
）
なお、本年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付
をご希望の場合は、納付書を作成して送付します。お手数をお
かけしますが、幡多年金事務所までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
幡多年金事務所【０８８０−３４−１６１６】
市役所市民課住民年金係 【８２−１１０７】

新・足摺海洋館SATOUMI
特別見学会

《店舗位置図》
大衆酒場 鈴 ●

今回募集店舗
○物販・サービスB
○物販・サービスC

日本国内に住むすべての人は、20歳となったときから国民年
金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています
が、学生の方については、申請により在学中の保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」
があります。
●対象となる学生は?
大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校
および各種学校（修業年限1年以上である課程）、一部の海外の
日本分校に在学する方です。
また、夜間・定時制や通信制課程の方も含まれますので、ほと
んどの学生の方が対象となります。
●所得基準
前年の所得（申請者本人のみ）
118万円＋扶養親族などの数×38万円＋社会保険料控除など
●手続きは?
年金手帳・印鑑・学生証（写し）もしくは在学証明書をお持ち
になり、市役所市民課、各市民センター又はお近くの年金事務
所で申請してください。
前年度に承認を受けた方で、本年度も在学予定の方には、日
本年金機構から申請書（ハガキ）が送られますので、必要事項を
記入の上、ご返送ください。
●承認を受けた期間は?
老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されます
が、年金額には反映しません。
不慮の事故や病気により障害が残った場合、障害基礎年金を
請求することができます。
●保険料の追納制度
学生納付特例制度期間については、10年以内であれば保険料
をさかのぼって納めること（追納）ができます。追納すると将来
受け取る年金額が増額されますが、承認を受けた期間の翌年度
から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に
経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

時
期：２０２０年６月（いずれか）の日曜日予定
人
数：３０組６０名 ※応募多数の場合は抽選
応募方法：ハガキ、メール（HP等からアクセス）
記載内容：住所、氏名、年齢、性別、職業
送 付 先：〒787-0450 土佐清水市三崎字今芝4032
足摺海洋館 特別見学会応募係
応募期間：４月２０日（月）まで
当選発表：当選は発送をもって代えます（１ヵ月前予定）
見学日も合わせてお知らせします
【お問い合わせ先】高知県観光開発公社 ☎８５－０２０１

市内小学校７９名、清水中学校７２名、卒業おめでとう！
3/13

清水中学校 ３年１組

清水中学校 ３年２組

３月︑市内の小中学校
で卒業証書授与式が行
われました︒
新型コロナウイルス
感染症対策により︑臨時
休校が実施される中︑久
々に友人と会った卒業
生たちは︑笑顔で学校生
活を締めくくっていま
した︒
児童生徒の皆さん︑保
護者の皆さん︑卒業おめ
でとうございます！

3/24

下川口小学校

令 和 ２ 年 4 月 号 10

3/20

清水小学校 ６年１組

清水小学校 ６年２組

3/24

3/24

足摺岬小学校

3/24

3/24

下ノ加江小学校
11

播陽小学校

令 和２年 4 月号

三崎小学校

うまれてきてくれてありがとう

そうき

しゅんた

中浜 宮本 蒼輝くん
令和元年9月1日生
親からのメッセージ
「
優しい子に育ってね」
優しい子に育ってね
」
「優しい子に育ってね」
中浜

山岡 聖代さん

栄町 冨田 舜太くん
令和元年10月6日生
親からのメッセージ
「病気せずに元気に育ってね！」

は る

大岐 奥中 波輝くん
令和元年10月17日生
親からのメッセージ
「大岐の浜で波乗りしようね！」

孫

東京2020オリンピック
聖火リレー延期のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大のため、東京2020オリンピックが１年
程度の延期が決定され、それに伴い４月２０日に本市で予定されていた
聖火リレーも延期となりました。オリンピックの日程が確定後に改めて
このか

高知県 山岡 瑚佳ちゃん
令和元年11月11日生
祖母からのメッセージ
「元気ですくすく育ちますように」

聖火リレーが実施される予定です。
日程が決定しましたら広報紙・市ホームページ等でお知らせします。
【お問い合わせ先】生涯学習課

☎８２－１２５７

下川口保育園のお別れ遠足
３月５日（木）、宗呂上区長場近くまでお別れ遠足に出かけました。
途中、つくしを摘んだり、お友達の家でお雛様や菜の花を見せてもらったりと、楽しい一日
になりました。
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