７月１８日オープン
足摺海洋館
「ＳＡＴＯＵＭＩ」

１人１０万円（特別定額給付金）の申請はお済みですか？

確認
8/23(日) 渭

8/02(日)
8/09(日)
8/16(日)
8/23(日)
8/30(日)
9/06(日)

令和2年
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No.562

−31人
−15人
−16人
1人
4人
−15人
2人
−7人

前月比

令和2年6月30日現在

13,080人
6,189人
6,891人
3人
19人
9人
24人
7,204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
毎日9時から21時まで

カネニ石油（旭町）
たけだ石油（元町）
自由営業日
福山石油（足摺岬）
江口石油（大岐）、
久松石油（越前町）
カネニ石油（旭町）

日曜営業ガソリンスタンド

申請期限は、８月１１日
（火）までです。 特別定額給付金等事業実施本部 ☎８２−５２３０

院（越前町）☎82-1151

8/30(日) あしずり岬診療所（天神町）☎87-9100

休日当直医
病

院（天神町）☎82-0001

院（越前町）☎82-1151

南
病

9/06(日) 松

病

8/02(日) 渭
谷

院（越前町）☎82-1151

南

8/09(日) 松

病

院（天神町）☎82-0001

院（天神町）☎82-0001

南

病

病

8/10(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。

谷

8/16(日) 松

「いのちの電話」相談電話

新・足摺海洋館ＳＡＴＯＵＭＩが
7 月 18 日（土）にオープンしました。
目の前に広がる竜串の海と連動した大水槽や、足摺の自然を肌で感
じることができるエリアなど、足摺宇和海国立公園の豊かな自然と一
体感のある展示が楽しめるほか、海を望むカフェやショップもありま
す。ぜひご来館ください。
【住
所】三崎字今芝４０３２
【営業時間】９～ 17 時（年中無休）
【入 場 料】一般料金：大人１，２００円
小中高校生６００円 未就学児無料
団体料金（２０名以上）：大人９６０円
小中高校生４８０円
年間パスポート：大人１，７００円
小中高校生８５０円
【Ｕ Ｒ Ｌ】https://www.kaiyoukan.jp/
【連 絡 先】☎８５－０６３５

水道料金の減免について

第 8 回土佐清水ジョン万祭り中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う支援対策として、水
道料金の基本料金を減免します。
対象者：土佐清水市の水道を利用しているすべての給水
契約者（官公庁は除く）
期 間：7月使用分から3か月間
内 容：基本料金 ＋ メーター使用料の減免
（10㎥を超える水量については料金がかかります。）

国内外における新型コロナウイルスの感染拡大に終
息の見通しが立たないことから、11月15日（日）に開
催を予定しておりました
「第8回土佐清水ジョン万祭り」
は中止することとなりました。
また、合同開催を予定しておりました全国カツオまつ
りサミット及び宗田節まつりも中止することとなりま
した。
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】土佐清水市姉妹都市友好協会事務局
（市役所企画財政課内）☎82-1113

メーター口径別の減免額
口径

減免額

口径

減免額

13mm

1,100円

40mm

1,375円

20mm

1,133円

50mm

3,388円

25mm

1,188円

75mm

3,971円

30mm

1,320円

100mm

4,774円

※水道使用水量検針時に郵便受け等に投函させていた
だいている「水道料金のお知らせ」には、減免前の金額
が記載されますが、請求金額（納入通知書、口座振替）
は、減免後の金額となりますのでご了承ください。
使用期間

納入通知書発送日

口座振替日

7月使用分

08月26日

09月15日

8月使用分

09月25日

10月15日

9月使用分

10月26日

11月16日

※今回の減免については、お客様からの申し込み手続き
は必要ありません。
【お問い合わせ先】水道課 ☎82-1117

令和２年度 人権イベントの中止等のお知らせ
人権尊重の輪を広げ、差別のない社会の実現を目指し
て、例年11月・12月に開催しておりました人権イベント
につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から本年度は開催を中止・自粛することとなりました。
ご理解いただきますようお願いいたします。
・布解放文化祭 ・大岐じんけんふれあい収穫祭
・松崎三世代ふれあいの集い ・三崎ふれあいじんけん祭（自粛）
・土佐清水市じんけんフェスティバル
【お問い合わせ先】じんけん課 ☎82-1124

行政相談のお知らせ
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。
日時：８月１３日（木）１０時〜1２時、１３時〜１５時
場所：市役所２階

第３会議室

【お問い合わせ先】総務課広聴広報係 ☎８２−１１３４
令 和２年 8 月号
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地域電子通貨「めじか」を活用した土佐清水市経済活性化対策事業
～地域の新しいお金

地域のお金は地域で消費～

１０月より土佐清水市内で使える地域電子通貨「めじか」の運用開始を予定しています。
市民全員に１０，０００ｓｏｄａの配布を予定しています。（１ｓｏｄａ＝１円）

市役所
10,000soda
が入ったカード
を送付

市

請求

民

利用者がアプリ（スマートフォン）を使用の場合

支払

協力店
利用

カードからアプリ
（スマートフォン）に
切替えると＋1,000soda

利用者が事業者のQRコードを
読み取って支払う。
利用者がカードの場合

飲食・物販
サービス・
観光 など
事業者がカードのQRコードを
読み取って支払う。

チャージも可能

「めじか」とは
土佐清水市内の協力店だけで使える地域電子通貨で、単位は「ｓｏｄａ（ソーダ）」です。
１ｓｏｄａの価値は１円です。
運用方法はカード型とアプリ型の２種類があり、カード型を市民全員に配布させていただきます。配布後は、アプ
リ型への切替えが可能です。
カード型の決済は、協力店のスマートフォンやタブレット等の端末機でカードのＱＲコードを読み取ってお支払い
ができます。
アプリ型の決済は、協力店にあるＱＲコードを利用者がスマートフォン等で読み取って支払う、もしくは、利用者のス
マートフォン等に表示されるＱＲコードを、協力店側の端末で読み取ってもらい支払うことができます。

「めじか」協力店募集
「めじか」の開始に伴い、一緒に事業に参加してくださる協力店を次のとおり募集します。
【申込資格】
【募集期間】
【申込方法】

市内に店舗・事業所があり消費者に直接商品やサービスを提供する方
随時受付しています。
申請書を市役所ホームページよりダウンロードしていただき、観光商工課へご提出ください。

①協力店認定申請書
「めじか」が使えるお店の登録
②指定販売所認定申請書
「めじか」をチャージできるお店の登録
※利用者から現金を受け取り、その額をチャージする機能を付与できます。決済、チャージに使う端末機は
市から貸出も可能です。（令和２年度に限り通信料も市が負担します。）
８月中に事業所向け説明会を予定しております。事業所の皆さまには別途ご案内させていただきます。
【お問い合わせ先】観光商工課ふるさと魅力発信係 ☎82−1115
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令 和２年 8 月号

就労支援金を給付します！
市では、令和２年度に市が実施する介護職員初任者研修を
受講・合格した方で、令和３年３月３１日までに市内の介護
事業所へ介護職として就職もしくは就職が内定した方に対し、
就労支援金（１０万円）を給付します。
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ている方、
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）

市認定

生活支援サポーター
養成研修会のご案内

土佐清水市の高齢者が在宅で安心して暮らしていくために
は出来ないところをお手伝いしてくれる人が必要です。
＜第２回＞
（日時） １日目 ８月２０日（木） 両日とも
（
） ２日目 ８月２１日（金） ９時〜１６時
（場所） 下ノ加江市民センター ２階
＜第３回＞
両日とも
（日時） １日目 ９月３日（木）
９時〜１６時
（
） ２日目 ９月４日（金）
（場所） ふくしねっと CoCo てらす

8月7日
（金）まで
※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。
開催期間 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）

１日目の基礎学習と２日目の実習・演習の両方を受けら
れた方に研修修了証書を土佐清水市より交付します。
♥ 研修を修了された方には、要請に応じ利用者宅を訪問し
て、
家事に関する支援等
（調理を除く）
をしていただきます。
支援時間に応じ、支援費をお支払いします。
♥ 定員各回１０名（事前申し込みが必要です。）
希望受講日・氏名・連絡先を下記までご連絡ください。
♥ 受講日程については、例えば２日目を別会場で受講した
い等のご相談に応じますので、お気軽に下記にご連絡く
ださい。

※申込書は健康推進課 介護保険係、各市民センターのほか、
市ホームページからもダウンロードできます。
【申し込み・お問い合わせ先】健康推進課介護保険係 ☎82-1254

<申し込み・お問い合わせ先＞
〒787-0321 土佐清水市浜町6番22号（旧・清水保育園）
特定非営利活動法人ふくしねっとCoCoてらす（西本・速川）
TEL：８7−９２０９ FAX：８７−９２１６

募集期間

実施団体
募集中！
〜身近な人権のことを、みんなで学ぶ〜

じんけん出前講座

市では一人ひとりが認め合い、支え合い、人権を尊重する、
人にやさしいまちづくりを推進しています。
「じんけん出前講座」では、ご希望の場所に出向き、普段なに
げなく話している人権に関する課題について、
講演などを行います。
いろいろな会合や人の集まる場所で「じんけ
ん出前講座」を行い、身近で大切な「人権」につい
て学んでみませんか？
詳細については、お問い合わせください。 (公財)高知県人権啓発センター
【お問い合わせ先】じんけん課 ☎８２−１１２４ 人権啓発マスコットキャラクター
ここるん

♥

高齢者集いの場応援事業
お弁当を販売している各事業者のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症の影響により、外出する機会が
減少していることを受け、市内各地区で行われているいきい
きサロンでのお弁当等の費用の一部を助成しています。実施
期間中に地域の住民の方から、お弁当等の注文がありました
ら、ご協力をよろしくお願いします。
【実施期間】
令和３年３月３１日まで
【お問い合わせ先】
土佐清水市社会福祉協議会
☎８２−３５００

海のギャラリーだより

清水高校同窓会総会・懇親会のお知らせ

海のギャラリーでは、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。

日時：８月２２日（土）１８時から
場所：お食事処あしずり（元町） 会費：５，０００円
【お問い合わせ先】清水高校同窓会事務局
☎８２−１２３６（松本）、☎０８０−５６６９−６９３５（新谷）

【お問い合わせ先】
海のギャラリー
☎８５−０１３７

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 土日祝日除く）
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）
令 和２年 8 月号
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防災、は・て・な？

危機管理課 ☎87-9077

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。

◎８月５日（水）１１時頃
放送内容
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

※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。

※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。

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
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

通知カードの廃止について
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カード
（平成27年10月以降に皆さんのご住所に送付されました）が、
令和２年５月25日（月）で廃止となったため、次のような通知

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

カードに関する事務が行えなくなります。

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

〇通知カードの新規発行及び再発行

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

〇通知カードの氏名や住所などの記載事項の変更

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。

通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番さ
れた方には、個人番号通知書が交付されます。※個人番号通知
書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

限度額適用認定証の対象者

【通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類】

①

国民健康保険加入者で69歳以下の方

②

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

③

70歳〜74歳で負担割合が3割の方のうち、課税所得が145
万円以上690万円未満の世帯に属する方

食事療養標準負担額減額認定証の対象者
上記対象者で①のうち非課税世帯の方、
又は②に該当する方
（※②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）

〇通知カード（記載事項（追記欄に修正したものを含む）が住
民票と一致している場合に限る。）
〇マイナンバー入りの住民票または住民票記載事項証明書
〇マイナンバーカード（通知カードが廃止されてもマイナン
バーカードは従来通り、初回は無料で交付申請することが
できます。）
なお、通知カードはマイナンバーカードを申請した場合、受
け取りの際に必要になりますので引き続き大切に保管してく
ださい。

※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）
・申請に来られた方の身分証明書
※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
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☎８２−１１０８

【お問い合わせ先】市民課住民年金係

☎８２−１１０７

〜各種がん検診・特定健診等健診〜
胸部健診
（肺がん・結核）
受付時間

✿セット健診
日程

会場

9/5（土）

中央公民館
（市役所敷地内）

8：00〜10：00

子宮頸がん
受付時間
9：00〜11：00

乳がん
（マンモグラフィ）
受付時間
予約制

13：00〜14：30

✿胸部（肺がん・結核）健診【巡回】
日程

受付時間
08：00〜10：00
10：30〜11：30

9/5（土）

会場
中央公民館
清水漁協荷さばき所駐車場

✿個別検診
●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。
●ご希望の方は、健康推進課 保健推進係までお申込みください。
種類
乳がん検診
子宮頸がん検診
胃がん検診

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

受診料金
1,000円
1,000円
3,300円

検査項目
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
胃内視鏡検査

受診間隔
2年に1回

※市が実施する胃内視鏡検査を受けた翌年度は胃がん検診（バリウム検診を含む）を受診できません。
※胃内視鏡検査は、市内ではあしずり岬診療所のみが受診可能です。

✿集団検診
対象（令和3年3月31日時点）
40歳以上の男女
40歳以上の男女
40歳〜64歳以上の男女
65歳以上の男女

受診料金
1,000円
300円
300円
無料

乳がん検診

40歳以上偶数年齢の女性

800円

子宮頸がん検診

20歳以上偶数年齢の女性

800円

※特定（後期高齢者）健診

40歳以上の国保・
後期高齢者医療の加入者

無料

種類
胃がん検診（バリウム）
大腸がん検診
胸部健診（肺がん・結核）

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）

受診間隔
1年に1回
1年に1回

胸部エックス線検査

1年に1回

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
血液検査+医師の診察等

2年に1回
2年に1回
1年に1回

※乳がん検診は、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。
※9月以降の集団検診受診票につきましては、8月中旬頃送付予定です。

✿受診時のお願い
・マスクの着用
・手指消毒
・胃がん検診を受診される方は、着替えのいらない（ボタン、金属、ファスナー、蛍光プリント等のない）衣服でお越しください。
発熱等、体調が優れない方は、体調が回復してから健診を受診してください。
感染防止のため、ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

〜特定健診・後期高齢者健診〜

無料

【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

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【対象者】 後期高齢者医療加入者※
※生活習慣病で通院中の方は受診券が発行されませんが、健康推進課保健推進係へ申込みしていただくと、
受診券が発行され健診を受けることができます。
都合に合わせて受診できる「個別健診（医療機関での受診）」も是非ご利用ください！
医療機関名

電話番号

医療機関名

電話番号

医療機関名

電話番号

渭南病院

82-1151

足摺病院

82-1275

かずクリニック

83-0020

松谷病院

82-0001

あしずり岬診療所

87-9100

【申込み・お問い合わせ先】
健康推進課保健推進係

☎８２−１１２１
令 和２年 8 月号
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健診延期分の日程決定
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、5月の各種検診（健診）が延期となっていましたが、日程が決まりましたのでお知
らせします。

セット健診
日程
10/4（日）

会場
下川口小学校体育館

12/6（日）

足摺岬小学校体育館

胸部健診
（肺がん・結核）
受付時間
7：30〜8：30
7：30〜8：30
子宮頸がん

日程
11/6（金）

会場
旧松尾小学校体育館
旧清水中学校体育館

受付時間
08：00〜09：00
11：00〜11：30
13：00〜14：30

受付時間
8：30〜11：00

胃がん
（バリウム）
受付時間
8：00〜10：00

8：30〜11：00

8：00〜10：00

特定健診等

乳がん
受付時間
予約制
予約制

【お問い合わせ先】
健康推進課保健推進係

☎８２−１１２１

子宮頸がん検診・乳がん検診無料クーポン券について
今年度21歳、または41歳となる女性に対し、4月下旬に子宮頸がん検診・乳がん検診の無料クーポン券をお送りしています。
これは、がん検診の受診を促進し、がんの早期発見につなげ、がんによる死亡者の減少を図ることを目的として実施する事業
です。
ぜひこの機会に検診を受診してください。
対 象 者

令和2年4月20日時点で、土佐清水市に住民登録がある女性で、次に該当する方

対象となる検診
子宮頸がん検診
乳がん検診

対象者
平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれの女性（今年度21歳）
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生まれの女性（今年度41歳）

有効期限

令和3年2月28日まで

自己負担

無料

受診方法

●土佐清水市の集団検診で実施…健康推進課までお申込みください。
●医療機関で個別検診…同封の「医療機関一覧」をご確認のうえ、直接医療機関へお申込みください。

検診内容

●子宮頸がん検診…問診・視診・内診・子宮頸部の細胞診検査
●乳がん検診…問診・マンモグラフィ検査（乳房のエックス線撮影）
※基準日（令和2年4月20日）以降に土佐清水市外に転出された方
土佐清水市のクーポン券は使用できません。
転入された市区町村で、新たにクーポン券を発行してもらう手続きが必要ですので、転入先にお問い合わせください。
※基準日（令和2年4月20日）以降に土佐清水市に転入された方
他市区町村発行の無料クーポン券は使用できません。
健康推進課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】健康推進課保健推進係 ☎82-1121

土佐清水在宅医療多職種連携協議会
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にのっとり、各会を7月より順次
開催しています。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修会に参加される方は、事前申込み、検温、マスクの着
用をお願いしています。状況によりましては開催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

名称・開催場所

講題・講師

内容

8月27日(木) 第1回研修会
18時〜19時 渭南病院8階

講題：Ｂ型事業所の現場から
宿毛市にある、就労継続支援B型事業所ひかり共同作業所
〜体験を通して〜
の取り組みと、幡多地域の障がい者の就労について、現
和田 里江氏
状を知る
(ひかり共同作業所 サービス管理責任者)

市民公開講座
9月12日(土) 土佐清水市立
14時〜16時 中央公民館3階
多目的ホール

講題：新型コロナウイルスを知ろう
〜みんなでまもる 幡多でのくらし〜
児玉 佳奈氏
(高知県幡多福祉保健所 医師)

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
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令 和２年 8 月号

☎82-2277

猛威を振るう新型コロナウイルス感染症について、幡多
地域はどのような対策をしたのかを知り、第2波に備え必
要な知識を学ぶ
＊申込み受付開始：8月20日(木)9時〜
先着100名

【お問い合わせ先】福祉事務所福祉児童係 ☎８２−１１１８

特別児童扶養手当
「所得状況届」のお知らせ
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受付期間中に必ず手続きをしてください。

対象者の方には必要な書類をお送りします
受付期間

場

所

時

間

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
手続きを行わないと、１１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。

〜

８月１２日（水） 福祉事務所
８時３０分〜１２時
福祉児童係
１３時〜１７時１５分
（市役所１階
９月１１日（金）
※事前に連絡をいただければ、
④番窓口）又は
（土・日・祝日は除く） 各市民センター
上記時間外も受付いたします。

児童扶養手当「現況届」のお知らせ

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、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、または養育者
に対して支給されます。

受付期間
８月

場

３日（月）

所

福祉事務所
福祉児童係
８月３１日（月） （市役所１階
（土・日・祝日は除く） ④番窓口）
〜

特別児童扶養手当とは

必要な書類は対象者に送付します
時

間

８時３０分〜１２時
１３時〜１７時１５分
※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。

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

障害年金を受給しているひとり親家庭が
「児童扶養手当」を受給できるように見直します

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２年８月において、児

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和３年３月分（令和３
年５月支払）から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分
の額との差額を児童扶養手当として受給できるように算出方法
が変わります。

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

申請手続きについて

ので、現況届と一緒に提出してください。

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原
則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。

※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

支給開始月について
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これま
で障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかっ
た方のうち、令和３年３月１日に支給要件を満たしている方は、
令和３年６月３０日までに申請すれば、令和３年３月分の手当か
ら受給できます。

保育士（会計年度任用職員）を
募集しています！

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。該当者には事前に書類を送付しております

となりますので、必ず手続きをしてください。

児童扶養手当とは
ひとり親のご家庭の生活の安定と自立の促進に役立つために
手当を支給し、子どもの心身の健やかな成長を助けることを目的
としたものです。
次にあげる子ども（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
監護している父・母、
または養育者に対して支給されます。
・父又は母が離婚 ・父又は母が死亡 ・父又は母が重度の障害

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 ・父又は母が生死不明 ・父又は母から１年以上遺棄
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。 ・父又は母が１年以上拘禁 ・未婚の母の子など
＜募集要項＞
勤 務 先：市内の保育園
＊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
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）
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
＜申し込み方法＞
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
提出書類：土佐清水市会計年度任用職員登録者申込書と履歴書、
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
資格証の写し
提 出 先：市役所総務課人事係もしくはこども未来課まで
出をしてください。
（申込書と履歴書は市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）
・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。
＜お問い合わせ先＞
・受給者本人が届出においでください。
こども未来課幼保支援係 ☎87-9011
令 和２年 8 月号
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年金相談のお知らせ
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11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08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。
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場
合があります。
○場所：土佐清水市役所
○相談当日の窓口：市民課住民年金係
☆予約申し込みは、幡多年金事務所 【0880−34−1616】へ
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。
※当日の窓口受け付けはできません。
【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】
☆予約申し込みは、
●前日まで ねんきんダイヤル
【0 5 7 0 − 0 5 − 4 8 9 0】へ
●当
日 幡多年金事務所 【0 8 8 0 − 3 4 − 1 6 1 6】
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け付けしています。
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時30分〜18時
●火〜金曜日 ８時30分〜16時
●第２土曜日 ９時30分〜15時

国民年金保険料の納付は便利な口座振替をご利用ください

まとめて前払い（前納）すると保険料が割引されます。
口座振替の振替方法は、次の5種類から自由に選んでお申込み
いただくことができます。
■振替方法別割引額
＜令和２年度の振替方法別割引額＞
割引額
振替方法
1回あたりの納付額
2年分に換算した割引額
381,960円
15,840円
－
2年前納
194,320円
4,160円
8,320円
1年前納
98,110円
1,130円
4,520円
6か月前納
当月末振替（早割）
16,490円
50円
1,200円
翌月末振替
16,540円
なし
なし
(割引はありません)
■口座振替のお申し込み手続き
預貯金口座をお持ちの金融機関（ゆうちょ銀行を含む）、また
は年金事務所へ「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書」
をご提出ください。
金融機関届出印の押印も必要です。金融機関届出印や口座名
義人氏名に誤りがあると、手続きが間に合わない場合があり
ますのでご注意ください。
■口座振替での前納のお申し込みはお早めに
口座振替での令和２年度分2年前納、1年前納、6か月前納
（4月～9月分）のお申し込みは令和2年2月末で終了していま
す。今後、前納をお考えの方はご相談ください。
また、口座振替での令和２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2年8月31日（月曜）です。
※すでに口座振替で前納されている方は、1年前納から2年前納
への変更など、振替方法を変更される場合のみ、再度お申し込
みが必要です。
※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。
※郵送によるお申し込みの場合、
郵便物の到着までに日数がかか
りますので、
早めに投函していただきますようお願いします。
お問い合わせ
幡多年金事務所【０８８０－３４－１６１６】
市役所市民課住民年金係 【８２－１１０７】
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ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、
子育てと仕事を一人
で担う低所得者のひとり親世帯に対し、
子育て負担の増加や収入
の減少に対する支援を行うため、
臨時特別給付金を支給します。
支給対象者
１．基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
⑴令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方
⑵公的年金等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当
の支給が全額停止されている方※3
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障害年金、
老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている
方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和
2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止され
たと推測される方も対象
⑶新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するな
ど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっ
ている方
２．追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収
入が減少している方への給付
支給対象者１の⑴⑵に該当する方のうち、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支 給 額
１.基本給付
一世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
２.追加給付
一世帯5万円
申請手続
＜支給対象者１⑴に該当する方＞
〇基本給付は申請不要です。
〇追加給付は申請が必要です。
現況届の確認時（8月）にあわせて、収入が減少している旨の
申請を行っていただきます。
＜支給対象者１⑵⑶に該当する方＞
〇基本給付、追加給付ともに申請が必要です。
【お問い合わせ先】福祉事務所福祉児童係

☎８２−１１１８

県営住宅入居者募集
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。
●募集団地
団地名
清

水

募集戸数

住戸番号

1

203

間取り等
６，６

LDK，風呂

●募集案内書配布期間
８月３日（月）〜１４日（金）
●募集案内書配布場所
市役所１階まちづくり対策課、高知県住宅供給公社
宿毛市役所、黒潮町役場 他
●申込書受付期間
８月８日（土）〜１４日（金）
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（１２〜１３時休憩）
●申込書提出及び送付先、お問い合わせ先
高知市九反田４番１０ー４０１号（トップワン四国４階）
高知県住宅供給公社 ☎０８８−８８３−０３４４

土佐清水市持続化給付金について
新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受けている事業者に対して、事業継続を下支え、地域経済を維持するた
めに、事業全般に広く使える土佐清水市独自の給付金を支給します。

１．事業目的

３．給付金

国が実施する『持続化給付金』の対象とならない範囲で売上

法人

上限

20万円

個人事業者

10万円

が減少している事業者に対し、事業全般に広く使える給付金を

※但し、年間売上減少額が10万円未満の事業者は対象外

支給し、事業の継続を下支え、地域経済の維持を図ります。

■売上減少分の計算方法（千円未満の端数は切り捨て）
｢前年の総売上(事業収入)｣から｢[対象月]の売上×12｣を差
し引いた額

２．対象事業者
①対象事業者（商工業に限らず、全ての業種が対象）
（以下の要件をすべて満たす事業者）
◆土佐清水市内で事業を営む中小企業、小規模事業者、フリー
ランスを含む個人事業者等（個人事業者の場合は、土佐清
水市内に住所を有する者）、その他各種法人等
◆新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が
前年度比で20％以上50％未満減少している事業者
◆事業の継続の意思がある事業者
※国の持続化給付金の対象者(50％以上減少)は対象外
※国と市の給付金は併用できません
※市の給付を受けた後に国の給付を受けた場合は、給付金
の返還をしなければなりません
②対象月
2020年1月から12月までの間で、前年同月比が20％以上
50％未満減少となる月のうち、任意で選択したひと月

４．提出書類
①申請書 ②2019年分確定申告書の控えの写し
③売上減少となった月の売上台帳等写し ④通帳写し
⑤身分証明書の写し（個人事業者のみ）
※必要に応じて、追加の書類提出を求めることがあります。

５．申請方法（※原則郵送での提出をお願いします。）
申請書は、市ホームページから印刷または、市役所、各市民
センター、商工会議所に来所し入手してください。
申請受付期間：8月1日～1月31日（1月31日消印有効）
【申請書提出先・問い合わせ窓口】
〒787-0392 土佐清水市天神町11番2号
商工業者の方
市役所観光商工課 ☎８２－１１１５
農業・水産・林業者の方
市役所農林水産課 ☎８２－１１１４

土佐清水市持続化給付金
１.申請書類を入手
以下のいずれかご都合の良い方法で入手して下さい。
①市ホームページから印刷
②市役所、各市民センター、商工会議所に来所

申請の流れ

３.申請書類の提出（※原則郵送でお願いします。）
郵送
【送付先】
〒787-0392

土佐清水市天神町11番2号

(商工業者等)市役所観光商工課

行

(農業・漁業・林業者等)市役所農林水産課

行

※送料は申請者様でご負担お願いします。

２.申請書類の作成
【記入する書類】

申請受付期間
令和2年8月1日(土)～令和3年1月31日(日)
※1月31日の消印有効

●給付申請書（裏面も記入してください）

審査

【添付する書類】
●確定申告書類等の写し
●対象月の月間売上が分かる書類の写し
●振込口座と口座名義が分かる通帳等の写し
●運転免許証等の本人確認書類の写し

４.入金
申請受付後、書類不備等がなければ２週間程度で口座に振
込予定です。※審査の結果、不支給となる場合があります。
令 和 ２ 年 8 月 号 10

新型コロナウイルス感染症対策
雇用維持特別支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少が続いて
いる事業者の皆様へ高知県独自の給付金を給付します
対象者
以下のすべてを満たす「県内施設（店舗）」を有する事業
者が対象です。ただし、給付金の給付は同一の申請者に対し
て一度に限ります。
①国の持続化給付金を受給している
②令和２年１月～１２月までの連続する３か月の売上合計
が前年（又は前々年）同期比で５０％以上減少している
③上記②の３ヶ月の社会保険料を納付している（又は猶予
特例を受けている）
④高知県税を滞納していない
給付額
○社会保険料の事業主負担額３ヶ月分（県内従業員分）から
国の持続化給付金受給額の３ヶ月分に相当する額を差し引
いたものの２/３が給付額です。
○給付上限：１，０００万円
＜算定方法＞※県庁ホームページで給付額の試算ができます（下記QRコード参照）
社会保険料事業
主負担３ヶ月分

×

県内従業員数

÷

全従業員数

−

持続化給付金
給付金額

× ３/１２

× ２/３

（給付額は１円未満切り捨て）
申請期間
令和３年２月１０日（水）まで

（当日消印有効）

お問い合わせ先
高知県雇用維持給付金 申請受付センター
TEL：０８８－８２１－７５６６
[受付時間] 午前９時～午後５時 （平日のみ）

防災小説―避難所での生活は―

無料職業紹介所について
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。
【お問い合わせ先】
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

雇用対策補助金
【事業目的】
コロナ禍等により解雇された求職者を事業者側が積極的に
雇用してもらうために創設した補助金となります。
【対象事業者】
本市に事業所を置いている事業者で、新型コロナウイルス
感染症の影響等で令和2年1月〜7月の間に解雇された者を雇
用（8月以降、社会保険加入）した事業者が対象となります。
【補助金額】
雇用者1人あたり10万円の補助となります。また、補助対象
期間については8月〜3月のうち最大6か月を対象とします。
【申請について】
申請書は、市ホームページから印刷または、市役所、各市民
センター、
商工会議所に来所し入手してください。
詳細は、観光商工課にお問い合わせください。
【申請書提出先・問い合わせ先】
〒787-0392 土佐清水市天神町11番2号
市役所観光商工課商工係 電話：82-1115

清水中学校二年一組

安田

陽香

｢はあ・・
・はあ・・・｣
顔を上げるとそこには中学校があった。
八月二十日。私は姉とリビングでテレビを見ていた。午後四時五七分。番組が終わりＣＭが流れ始めていた。そのとき、
｢緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。｣
と、テレビ・携帯・地区放送で流れた。その瞬間床が揺れた。姉の判断ですぐに机の下に隠れた。震度１・２・３と揺れが徐々に強く
なっているのが分かる。
揺れが収まりすぐ逃げようと外に出た。そのときふと時計が見えた。
(三分しか揺れてない。
)
私にはその三分がすごく長く思った。これが昨日の事だ。
今日八月二十一日。第一次避難所から第二次避難所に移動する。第二次避難所は清水中学校だ。姉と一緒に反対側にある中学校を
目指して歩く。中学校に着くまでに見た今まで見たことない景色。ブロック塀が散乱し、電柱が倒れ見るのが辛くなってくる。親が
仕事でいなかったから不安で仕方がない。
中学校に着くと友達がいた。親と妹も無事だったみたいで少しだけ安心した表情をしていた。でも、私の親がいる気配はない。そ
の日の夜は家族に会えない不安で眠れなかった。でも今は、知らない人のいびき。子供の泣き声。それに怒る大人。そして冷たい床。
全てそのせいにしてしまおう。
次の日、家族に会えない不安を紛らわすためにボランティアに参加した。昨日あまり眠れなかったせいで体調は優れないが、誰か
の役に立ちたい。
友達とご飯を配っているとき、姉がこちらに向かってくるのが分かった。
(何かあったのかな？)
急いでいるようだったので、こちらからも駆け寄っていく。走ったせいで姉の呼吸は乱れていた。それから姉は少し呼吸を整えて
「今みんなこっちに向かいよるって！」
その言葉を聞いた瞬間私は飛び上がりそうになった。
その日死者はいないという報告もあってすごくうれしかった。
次の日。今日も友達とボランティア活動に参加している。これから本格的に復興作業が始まる。少しでもこの町の未来に関わりた
い。そう思って友達と笑い合った。
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うまれてきてくれてありがとう
幸町

の い

奥谷 富美子さん 孫

きょうか

浦尻 松下 希彩ちゃん
令和2年4月18日生
「幸せをありがとう！すくすく育ってね」

６月３０日

たいち

足摺岬 市吉 叶果ちゃん
令和2年4月28日生
令和2年4月28日生
「元気で優しい子に育ってね」

兵庫県 奥谷 泰地くん
令和2年5月21日生
令和2年5月21日生
「大地に根をはり、泰らかに育ってね」

土佐清水市手話言語条例が制定されました！！

市では今後、気軽に手話に触れ合える機会を増やすことを中心に取り組みをすすめます。
市民の皆さまも理念をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。
条例の一部を抜粋し、１８ページに掲載していますので、どうぞご覧ください。
【お問い合わせ先】福祉事務所福祉児童係

☎８２－１１１８

民生委員・児童委員に厚生労働大臣表彰
民生委員・児童委員として２０年以上にわたり地域福祉の向上に尽力され
た、
平野貴久さん
（越前町）
に厚生労働大臣表彰が贈られ、
７月１日に市長から
伝達されました。
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。
民生委員・児童委員とは
地域福祉の向上のために厚生労働大臣から委嘱された方々
で、地域住民の一員として身近な相談相手となり、支援を必要
とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役として活動し
ています。
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