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足摺岬保育園に移動図書館車が来ました

休日当直医
09/06(日) 松

日曜営業ガソリンスタンド
谷

病

院（天神町）☎82-0001

09/13(日) あしずり岬診療所（天神町）☎87-9100

9/06(日) カネニ石油（旭町）
9/13(日) たけだ石油（元町）

09/20(日) 渭

南

病

院（越前町）☎82-1151

09/21(祝) 松

谷

病

院（天神町）☎82-0001

09/22(祝) 渭

南

病

院（越前町）☎82-1151

09/27(日) 松

谷

病

院（天神町）☎82-0001

9/27(日) 久松石油（越前町）

10/4(日) あしずり岬診療所（天神町）☎87-9100

10/4(日) カネニ石油（旭町）

「いのちの電話」相談電話

市民の動き

9/20(日) 江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）
三浦石油（三崎）

令和2年7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。

13,057人
−23人
6,182人
−7人
6,875人
−16人
0人
−3人
25人
6人
20人
11人
18人
−6人
7,194世帯 −10世帯

高知いのちの電話協会
☎ 088−824−6300
毎日9時から21時まで

教育委員による施設訪問

移動図書館40周年・特別出張サービス

学校、保育所・幼稚園・管理施設等の訪問を行い、各施設の経
営方針、コロナウイルス感染症対策の取組み、課題などについ
て意見交換をしました。

移動図書館車は1980年に運行を開始し、各地区の区長場
や小学校、保育園等に出向き、皆さまの近くに本を届けてき
ました。
40周年を記念し、
市内のイベントや施設に出張します！
ご希望の方は、9月末までにご連絡ください。
※令和3年3月末までに3回程度を予定。応募多数の場合は抽
選で決定します。

【教育委員】山下佳一、山本周、酒井万里子、矢野川正道、
教育長：弘田浩三
「教育委員とは」
当該地方公共団体の長の被選挙権を有するもので、人格が
高潔で、教育、学術及び文化に関し見識を有するものから地方
公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

【問合せ先】市民図書館

☎82-4151

第37回 土佐清水市産業祭

7月9日（木）足摺岬小学校

今年も冬の恒例「産業祭」を次のとおり開催します。
日時：12月5日（土）10時～16時（予定）
※今年度は一日開催となります。
また、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
四国内の事業者のみの出店募集となります。
場所：西町、旧県合同庁舎前広場（越漁港）
開催にあたり、出店を募集します！
電話等でご連絡ください。必要書類を後日送付いたします。

締切：１０月１９日（月）

7月13日（月）清水中学校

地域おこし協力隊だより
初めまして。この度、地域おこし

（過去３年間出店されている方には、四国外事業者を除き個
別に出店募集の通知をしています。）
（全ての応募で出店者多数の場合は、実行委員会で選考させ
ていただきます。）
※新型コロナウイルスの影響等で中止となる場合があります。
【問合せ先】
土佐清水市産業祭実行委員会事務局
（市役所観光商工課内 ☎82-1212）

協力隊の一員になりました、東京都
江戸川区出身の染谷輝夫（そめやて

至：大月町

R321

私の妻が土佐清水市出身で、結婚

R321

るお）です。

至：四万十市
●市役所

西町公園●

後、帰省した折は、豊かな自然と笑
●警察署

顔の素敵な人たちに出会うことが

●プラザ・パル

至：足摺岬

R321

できました。担当業務は土佐清水市
への移住促進です。一人でも多くの「土佐清水市のファン」を
増やし、
「 ここで暮らしたい」と思ってもらえるよう、自分が
感じた魅力を全力でアピールしたいと思っています。どうぞ

旧県合同庁舎●

産業祭会場

●文化会館

宜しくお願いいたします。

令和2年度 足摺きらり中止のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大に収束の見通しが立たな
いことから、来場者の方々やイベント準備などにご協力いた
だく地域の皆様の安全の確保など、十分な安全対策を講ずる
ことが難しいため、今年度開催を予定しておりました「令和2
年度 足摺きらり」
は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。
【問合せ先】
足摺きらり実行委員会事務局
（市役所観光商工課内） ☎82-1212

火事は全てを奪います

ご自宅に
「住宅用火災警報器」
を
設置していますか？点検は？
●全ての住宅に「住宅用火災警報器」を設置する必要が
あります。
●「住宅用火災警報器」にホコリなどが付くと火災を感
知しにくくなります。半年に1回は掃除機等でホコリ
を取り、定期的に作動点検を行いましょう。
【問合せ先】消防本部 ☎ 82-8119
令 和２年 9 月号
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とさしみず地域電子通貨めじか
めじかとは、市内の協力店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。
市民の皆さまに、９月中旬、世帯単位でまとめてゆうパックにて、めじか（カード）をお届けします。
10月1日以降、めじか（カードまたはアプリ）を使って協力店で10,000円分のお買い物ができます。
有効期限：令和３年３月３１日まで

めじかは、
ポイントを１枚の
カードにまとめることができます。

協力店は、
「めじか」の
ポスターを掲示しています。

本人
本人
10,000soda

※イメージです

市役所に
申請

市民の皆さまに向け説明会を開催します！
ご参加お願いいたします。

子ども
10,000soda

10,000soda

30,000soda
1.それぞれのカードID
2.統合することの同意
（20歳未満の場合、
両親・
保護者であれば不要）
祖父母
3.市役所へ申請
※ポイントの一部を統合することはできません。

めじかは、
カードからアプリに
切換えることで、便利になる他、
さらに切替特典があります。
アプリで利用するためには①②が必要です。
①アプリ（チーカ）のダウンロード
②市役所へ申請
+1,000soda

市役所に
申請
1.カードのID
2.アプリのID
3.スマートフォンの番号 11,000soda

10,000soda

新型コロナウイルス感染症に関連する
不当な差別や偏見をなくしましょう
新型コロナウイルス感染症に関連して、各地で、感染者・濃
厚接触者、医療従事者等に対する根拠のない言動や嫌がらせ
が発生しています。
誤解や偏見に基づく差別を行うことは決して許されません。
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
じめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。
困った時は、一人で悩まず、相談してください。
みんなの人権１１０番
０５７０−００３−１１０
子どもの人権１１０番
０１２０−００７−１１０
女性の人権ホットライン
０５７０−０７０−８１０
インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp/
電話の受付時間：平日８時３０分から１７時１５分

市民向け説明会（各日程：14時〜、
18時～）
9月18日(金)
9月23日(水)
9月24日(木)
9月25日(金)

三崎浦区長場
下川口集落活動センター
中央公民館
下ノ加江市民センター

協力店を随時募集しています！
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募集しています！
協力店への説明会（会場：中央公民館）

9月08日(火) 18時～
9月09日(水) 10時～、14時～、18時～
9月10日(木) 14時～、18時～ 計６回開催
※この説明会にて、スマートフォンの使い方等も具体的に
行います。

【問合せ先】観光商工課ふるさと魅力発信係

☎82−1115

9月9日は『救急の日』です。
9月9日は救急の日です。この日を含む一週間を「救急医療週
間」と定め、救急業務の普及啓発運動を全国的に実施していま
す。あなたの身の回りで事故・病気が、いつどこで発生するか
わかりません。もしも起きてしまった時、救急車が到着するま
でに、現場に居合わせた「あなた」が適切な応急手当を行うこ
とで、その人の命を救うことにつながります。
消防署では、
心肺蘇生法や自動体外式除細動器(AED)取扱法、
止血法、熱中症対応などの救命講習を行っています。
受講希望の方は消防署までお問い合わせください。

救急車の適正利用に
ご協力をお願いします！！
本市では、年間の救急搬送のうち、軽症者が約４割となって

行政相談・人権相談のお知らせ
相談は無料で秘密は固く厳守されます。

けがやタクシー代わりの利用など救急車を必要としない救急
搬送要請も増加しており、早急に医療を必要とする人への対

日時：９月１０日（木）１０時〜1２時、１３時〜１５時

応が遅れますので、救急車の適正利用にご理解、ご協力をお願

場所：市役所２階

いします。

第３会議室

【問合せ先】総務課広聴広報係
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おり、救急車を必要としない救急要請が増加しています。軽い

令 和２年 9 月号

☎８２−１１３４

【問合せ先】消防署救急係

☎82-8119

飼い犬の登録・狂犬病予防注射のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため延期しておりました狂犬病予防注射について、次の日程で実施を予定しております。
令和２年度につきましては、予備日を用意しておりませんので予防注射を受けられる際にはご注意ください。
また、飼い犬の登録を済まされていない方は当日、登録の受付もしております。登録される場合は犬の生年月日を調べておいてく
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。
地区
市街地
養老
松崎
下益野
上野
斧積
三崎浦
竜串
爪白
下川口
宗呂下
宗呂上
片粕
貝ノ川
大津
横峯
加久見

９月１６日（水）
集合場所
集合時間
08:45
中央公民館駐車場
09:50
養老区長場
10:05
松崎福祉センター向かい側
10:30
下益野区長場
10:50
上野区長場
11:05
斧積区長場
11:25
三崎市民センター
11:45
竜串福祉センター
13:00
爪白区長場
13:15
下川口市民センター
13:40
宗呂下公衆電話ボックス付近
14:00
宗呂上区長場
14:20
片粕集会所
14:35
貝ノ川橋付近
14:55
大津公会堂
15:15
横峯集会所前
15:45
加久見区長場

地区
浦尻
グリーンハイツ
窪津
津呂
足摺岬
松尾
中浜
緑ヶ丘
以布利
大岐
久百々
鍵掛
長野
市野々
布
下ノ加江

９月１７日（木）
集合場所
集合時間
浦尻一本松バス停付近
08:40
グリーンハイツ市営住宅
09:00
窪津区長場
09:20
津呂区長場
09:40
足摺岬区長場
10:05
旧松尾小学校
10:20
中浜区長場
10:40
緑ヶ丘公園中央入口
11:10
以布利漁民研修センター
11:30
大岐区長場
13:15
久百々公衆電話
13:35
鍵掛旧道広場
13:55
長野公会堂
14:10
市野々公会堂
14:30
布消防屯所
14:55
下ノ加江市民センター
15:20

※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。
※狂犬病予防注射の注射料 3,200円、
飼い犬の新規登録料 3,000円
【問合せ先】市民課環境室

第49回高知県
オールドパワー文化展作品募集
会
会

場 高知県立美術館（高知市高須353-2）
期 9月18日（金）〜23日（水）
ご希望の方は取りまとめて搬入・搬出します。
9月7日（月）〜9月10日（木）の期間に梱包のうえ、健康推進
課社会長寿係まで持ちください。作品の大きさや重さによっ
ては代理での搬入・搬出ができない場合があります。
なお、細心の注意を払いますが搬送中の破損等につきまし
ては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
出品手数料 1点につき1,000円
応募資格 高知県内在住者または出身者で昭和36年4月1日
以前に生まれた方
出品作品 洋画・日本画・書道・工芸・彫刻で各部門1人につき
1点、自作で未発表のもの（共同制作も可）
【問合せ先】健康推進課社会長寿係
☎82-1120
または高知県社会福祉協議会 ☎088-844-9054

☎８２－１２１４

第1回土佐清水市フォト・ムービー
コンテストを開催します！
竜串エリアの新たな顔となる「足摺海洋館SATOUMI」も
オープンし、土佐清水市がさらに魅力的な観光地となりまし
た。
そこで、皆様のお力をお借りして、土佐清水市を更に多くの
皆様に知っていただくために、今年12月31日までの期間で
「第1回土佐清水市フォト・ムービーコンテスト」を開催いた
します！
皆様にとって一番の土佐清水の表情を探してみてください!
優秀作品には賞品もご用意しております!
たくさんのご応募お待ちしております!
※詳細は土佐清水市観光協会ホームページで
ご確認ください。
【問合せ先】
（一社）土佐清水市観光協会 ☎82-3155

ゆき整体院
血
血行を良くして免疫力アップ!!
営業時間

8：30~21：00（年中無休）
60分 3,500円

出張施術承ります

☎0880(85)0228

土佐清水市三崎浦

令 和２年 9 月号
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公営住宅入居者募集
市営住宅【単身・世帯向け・(☆)高齢者向け住宅】
団地名(住宅番号)

建設
年度

所在地

構造（募集階）

間取り

月額家賃

戸数

汐見町第2団地(160)

汐見町17番109

S48 鉄筋コンクリート造4階建(2階)

3/4.5/6/DK

8,800円〜

1戸

汐見町第2団地(164)

汐見町17番109

S48 鉄筋コンクリート造4階建(3階)

3/4.5/6/DK

8,800円〜

1戸

S51 鉄筋コンクリート造4階建(3階)

4.5/6/6/DK

10,600円〜

1戸

グリーンハイツ団地(229) グリーンハイツ416番91
三崎団地(281)

三崎浦1丁目1366番1

S55 鉄筋コンクリート造2階建(1・2階)

4.5/6/6/DK

13,500円〜

1戸

東谷第2団地(291)

布1050番

S56 鉄筋コンクリート造2階建(1・2階)

4.5/6/6/DK

13,400円〜

1戸

竜串第4団地(303)

竜串3860番

S57 鉄筋コンクリート造2階建(1・2階)

4.5/6/6/DK

13,800円〜

1戸

中浜団地(339)

中浜65番1

S62 木造2階建(1・2階)

6/6/6/DK

13,100円〜

1戸

下ノ加江第2団地(385)

下ノ加江2804番5

H12 木造2階建(1・2階)

6/6/7.5/LDK

19,500円〜

1戸

(☆)曙団地(396)

浦尻81番1

H13 鉄筋コンクリート造4階建(1階)

4.5/6/DK

13,200円〜

1戸

月額家賃

戸数

特定公共賃貸住宅【世帯向け住宅】
団地名(住宅番号)
田ノ内団地(特-3号)

建設
年度

所在地

構造（募集階）

H9 木造2階建(1・2階)

三﨑553

１ 申込書配布期間
9月1日(火)〜9月18日(金)
２ 申込書配布場所
まちづくり対策課・各市民センター・各福祉センター
３ 申込の受付
9月7日(月)〜9月18日(金)
（持参する場合）
土日を除く 8時30分〜12時、13時〜17時15分
※事前にご連絡いただいた場合、
12時〜13時も対応いたします。
（郵送する場合）上記受付期間に必着

間取り
6/6/7.5/LDK

30,000円〜 １戸

４ 申込書提出先
まちづくり対策課まちづくり係（住宅担当）
５ 入居資格
①住宅に困っている方
②市税等を滞納していない方
③条例で定められた収入基準である方
④入居者又は同居者が法律に規定する暴力団員でないこと
⑤市内に居住し独立の生計を営み、
かつ入居者と同等以上の
収入を有する連帯保証人が2名いること
(特別な事情等により市外在住でも可)

※市営住宅の住宅使用料は、公営住宅法に基づき入居者の収入等によって算定するため、毎年変動します。
※田ノ内団地の収入基準は、その他の団地と異なります。
【問合せ先】まちづくり対策課まちづくり係

☎８２−１１５７

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、7月14日(火)に「調剤薬局と服薬指導」と題し、しみず薬局 薬剤師 橋詰誠氏をお
招きし、第1回合同会議を開催いたしました。参加者は33名で、「服薬管理の難しさと重要性を改めて感じました。」「薬剤師の
役割が多方面にわたることや、薬剤師が在宅訪問をすることを知りました。」など、薬剤師の活動内容と、これからますます必要
となる服薬管理について知る会となりました。
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。
会のご案内
日時

名称・開催場所

講題・講師

内容

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

幡多地域の新型コロナウイルス感 猛威を振るう新型コロナウイルス感染症について、幡多
染症対策について
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
児玉 佳奈氏
要な知識を学ぶ
※先着100名
(高知県幡多福祉保健所 医師)

第2回合同会議
9月25日(金)
渭南病院8階
18時〜19時
いなんホール

フレイル予防の実際
黒石 美由紀氏
（渭南病院 管理栄養士）

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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そのままにしておけば要支援や要介護になる可能性が高
いフレイルについて学び、実際にどのような対策がある
のかを知る

☎82-2277

市職員採用試験
受験資格等

採用職種 採用人員

固有事項

共通事項

一般行政職

若干名

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

保育士

若干名

①昭和５６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

介護員

若干名

①昭和５６年４月２日以降に生まれた人
②介護福祉士資格を有する人、又は令和３年３月３１日までに資格取得
見込みの人

消防職

若干名

①平成３年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた人

消防職
若干名
（救急救命士）

採用予定年月日
給

与

受験に必要な書類

受付期間

第１次試験

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

①平成３年４月２日以降に生まれた人
②救急救命士免許を有する人、又は令和３年３月３１日までに免許取得
見込みの人
※業務内容は、救急救命業務を含む消防業務全般
採用は、原則として令和３年４月１日以降の予定ですが、採用可能な人（資格を有する人）については、そ
れ以前に採用されることもあります。
なお、資格・免許取得見込みの人は、所定の日までに取得しなければ採用されません。
土佐清水市給与支給条例等による
①受験願書
②履歴書
※受験願書と履歴書は、令和２年９月１日（火）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・免許の写し（資格・免許取得見込みの方は不要です。）
令和２年９月１日（火）から令和２年９月１５日
（火）まで
午前８時３０分～午後５時１５分まで（正午～午後１時、土日は除きます）
郵送による申し込みは、令和２年９月１５日（火）必着
日
時：令和２年１０月１８日（日）午前９時から試験開始
場
所：中央公民館（土佐清水市天神町11番15号）※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と事務適性検査
保育士・介護員は、高校卒業程度の教養試験
消防職、消防職（救急救命士）は、高校卒業程度の教養試験と適性検査及び体力試験

第１次試験の合格発表 令和２年１０月下旬に、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
第２次試験
最終合格者の決定及び発表
問合せ

第１次試験合格者に対し、作文・面接（集団討論・個人面接）試験
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
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）

「それって､いつもの風邪ですか？」

9月24日～30日は 結核予防週間

！

こんな症状が続いたら

☑ 微熱が2週間以上続く
☑ せきが2週間以上続く
☑ 急に体重が減った
☑ からだがだるい

です

要注意!

赤ちゃんも…

生後～1才の
誕生日前日までに
BCGの予防接種を
なかなか治らない風邪は結核かも うけましょう
しれません。
早めに医療機関を受診しましょう。
【問合せ先】健康推進課 保健推進係

☎82-1121

5,000円分のマイナポイントをもらおう!
マイナンバーカードを使って申込を行い、選んだキャッシ
ュレス決済サービス（電子マネー等）でチャージやお買い物
をすると、そのサービスで、ご利用金額の25％分のポイント
がもらえるのが「マイナポイント」のしくみです。
（お一人あたり5,000円分が上限）
市役所でマイナポイントの申込支援を行っておりますの
で、お気軽にお問合せください。
【問合せ先】
マイナンバーカード及びマイナポイントに関すること
マイナポイント予約
マイナンバー総合フリーダイヤル
↓手続きはこちらから
☎0120-95-0178
マイナポイント申込に関すること
観光商工課商工係 ☎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 ☎82-1107
令 和２年 9 月号
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会計年度任用職員の登録者を募集しています
市では、業務の繁忙期などで一時的に人員が必要になった場合に会計年度任用職員を任用しております。任用については、会計年
度任用職員の登録者の中から条件に合う方を選考させていただく事前登録制度となっております。ご応募お待ちしております。
〇主な登録募集職種（年齢制限なし。市役所ホームページにその他の職種を掲載しています。）
資格

業務／内容要件等

市役所

―

一般事務補助員／簡単なパソコン操作（ワード・エクセル）ができる者

市内保育園

要

市内保育園または
特別養護老人ホームしおさい

要

特別養護老人ホームしおさい

要

特別養護老人ホームしおさい
市役所
健康推進課
市役所
農林水産課

要

保育業務／保育士資格
※資格無でも保育補助員（パートタイム）の登録可
調理業務／調理師資格
※特別養護老人ホームしおさい勤務のみ資格無でも調理補助員の登録可
入居者の介護業務／介護福祉士資格またはホームヘルパー資格等
※資格無でも介護補助員の登録可
入居者の看護業務／看護師または准看護師資格

要

歯科衛生業務／歯科衛生士資格

要

鳥獣被害に関する住民対応等／狩猟免許

職 種

勤務場所

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）
調理員
（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）
看護師（フルタイム）
歯科保健推進員
（パートタイム）
鳥獣被害対策実施隊
（パートタイム）

※資格をお持ちでない方も、市内保育園勤務の保育補助員（パートタイム）、特別養護老人ホームしおさい勤務の調理補助員や介護補
助員（フルタイム・パートタイム）
への登録可。
〇勤務時間等：フルタイムは週５日で１日７時間４５分勤務、パートタイムは週５日以内、１日７時間勤務以内（勤務日数および時間
数については、職種や勤務場所によって異なります。）
〇登録申込方法：指定の申込書と履歴書に必要事項を記入し、必要な資格等の確認ができる資格証の写しを添付して市役所総務課人
事係へご提出ください。
○受付期間：令和２年１２月２８日
（月）まで
※申込書と履歴書は、市役所総務課にあります。市役所ホームページからもダウンロード可。
【問合せ先】総務課人事係 ☎８２−１１１１

国民年金保険料の免除申請が可能です
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源とな
る業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度ま
で下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額
を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能
です。
【対象となる方】※①、②いずれも満たす方が対象となります。
①令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り業務が失われた等により収入が減少したこと。
②令和２年２月以降の所得の状況からみて、当年中の所得の見
込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準にな
ることが見込まれること。
【申請の対象となる期間】
令和元年度分（令和２年２月分から令和２年６月分まで）
令和２年度分（令和２年７月分から令和３年６月分まで）
【申請書・添付書類】
①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
②所得の申立書（臨時特例用）
【提出先】
市役所市民課住民年金係、
各市民センターまたは幡多年金事務所
【問合せ】
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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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）
【09月の年金相談】日時：09月08日（火）9時30分〜15時（昼休みを除く）
【10月の年金相談】日時：10月13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
☆予約申込は、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】
☆予約申込は、
●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

森林を守る担い手
育成研修の参加者募集
これから林業で働きたい方、林業に興味をお持ちの方の基礎
研修です。
森林整備や林業に関心のある方はぜひご参加ください。
（1）研修の対象となる方

９月１４日から１０月７日にかけて、５年に一度の国勢調査が行
われます。
国勢調査は、国籍や年齢に関係なく、日本に住んでいるすべての人
と世帯が対象です。必ずご回答ください。

国勢調査ってどんな調査？

次のいずれかにあてはまる方
ア

林業で働きたい離職者の方

イ

林業に興味をお持ちの方

ウ

これまで林業の研修を受けたことがない方

農林水産課HP

※ただし、学生は不可
（2）研修日数・時期等
日数

時期

10日間
（各日日帰り）

10月中旬〜12月中旬
（予定）

場所

定員

市内

各会場
10名程度

※詳細は市役所ホームページにて随時掲載します。

日本に住んでいるすべての人
と世帯が対象です。生まれた
ばかりの赤ちゃんや外国人の
方も対象に含まれます。

統計法という法律に基づい
て、５年に一度実施される、日
本で最も重要な統計調査で
す。

出生の年月や職業など世帯員
に関する設問と、住居の種類
や世帯員の数などの世帯に関
する設問の１６問です。

法律で回答することが義務付
けられています。回答が確認
できない場合、調査員が調査
票の受取にお伺いします。

（3）研修内容
科目
基礎研修
チェーンソー研修
小型車両系建設機械
作業道開設・伐採・搬出研修

内容
山の作業について学ぶ（座学・実習）
チェーンソーの取り扱い方法・知識（学科・実習）
バックホーの取り扱い方法・知識（学科・実習）
作業道の開設〜搬出まで（実習）

※研修内容は変更となる可能性があります。
（雨天時等）
（4）受講料
無料（ただし、研修場所までの交通費等は自己負担となります。
（5）申込期間
10月9日（金）
まで
申込方法

農林水産課林業係までお電話をいただくか、
①住所②氏名③性別④生年月日⑤電話番号
⑥参加したい研修を入力し、
次のメールアドレスへ
お申込みください。

【申込・問合せ先】
農林水産課林業係

☎82-1228

メールアドレスnousui@city.tosashimizu.lg.jp
不明な点等がありましたら、
ぜひご連絡ください。
※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。
ご了承ください。

防災小説 〜地震発生〜命を守れ

【問合せ先】 総務課広聴広報係 ☎８２－１１３４
令和２年国勢調査コールセンター
☎0570-07-2020、
03-6636-9607

高知家手帳予約受付中!!
（9月18日まで）
ただいま、来年の高知家手帳（2021年版）購入予約申し込みを
受け付けています。暮らしやビジネスにぜひご活用ください。
＊価

格

ポケット版（9×14.5cm）550円・デスク版（13×21cm）800円
＊問合せ先

総務課広聴広報係 ☎８２−１１３４

清水中学校一年三組

山沖

大芽

僕の夏休みは大きく変化した｡そうあのときがくるまでは・
・・・・。
八月二十日午後四時五十七分｡僕はいつも通りゲームをしていた。五時のチャイムとともに大きな揺れが続いた。揺れが止まる
と、ガラスが割れていた｡南海トラフ巨大地震ということが分からなかったため、ただの地震だと判断してしまった｡津波が来るの
だと思い、持ち出し袋、猫２匹を大きいリュックに入れ、裏山に急いで避難した｡裏山にいくと、誰もいない。当たり前だ。所有地だか
ら、誰も来ない。親もいないから、一人で過ごすことになった。
午後六時半、一人でご飯を食べ、猫にもえさもあげて、七時には寝た。
朝起きて、外を見ると僕は、浦尻の光景に言葉を失った。何があるかも分からないくらい、跡形もなく消えていた｡一晩でこんな
に・・・と思った僕は、大切なものを失った気がした。
避難して二日目。家族がいないことと、孤独ということで頭がいっぱいになった｡友達、家族は生きているのだろうか。家族に会い
たいという気持ちから涙が出てきた。それから僕は、丸一日泣き続けた。
避難して五日目。ラジオを聞いていると、
「土佐清水市死者０人。」
と言い、僕は死者が出ていないことをうれしく思い、猫に抱きついた。
夢の中で、家族とおいしいご飯を食べている｡それもうれしそうな顔で。
朝になった。
避難して七日目。家族と会った夢を見て、ああみんなでご飯食べたいなという思いで頭がいっぱいになった。
避難して十日目の朝、ご飯を食べて、もう一度浦尻を見た。変わらない。足音がした。親だ。僕は泣きながら「おかえり。」と言った。
令 和２年 9 月号
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防災、は・て・な？

危機管理課 ☎87-9077

あなたの家のブロック塀は大丈夫？
平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震では、ブロック塀の倒壊による死亡事故がありました。国土交通省において、
ブロック塀の安全対策のためのチェックポイントを作成しましたので、塀の所有者の方はこれを参考に、ブロック塀の安全点検
に取り組むようにお願いします。
ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。まず外観で１～5をチェッ
クし、
ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

出典 ：
パンフレット「地震からわが家を守ろう」
日本建築防災協会 2013．
1 より一部改

□ １．塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。
□ ２．塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10cm以上か。
（塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下の場合は15cm以上）
□ ３．控え壁はあるか。
（塀の高さが1.2ｍ超の場合）
・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、
塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
□ ４．基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか。
□ ５．塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか。
□ ６．塀に鉄筋は入っているか
＜専門家に相談しましょう＞
・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦
筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。
（塀の高さが1.2ｍ超の場合）

組積造（れんが造、
石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合
□ １．塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か。
□ ２．塀の厚さは十分か。
□ ３．塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出し
た控え壁があるか。

□ ４．基礎があるか。
□ ５．塀に傾き、ひび割れはないか。
□ ６．基礎の根入れ深さは20cm以上か。
＜専門家に相談しましょう＞

点検の結果、危険性が確認された場合は、建築士や専門業者に相談し、速やかに付近通行者への注意表示、補修、撤去等の対応
をお願いします。
○市ではブロック塀等の撤去・改修に補助をしています。
区分
対象・条件
補助限度額
備考
ブロック塀等の撤去・改修

倒壊により道路・避難路を塞ぎ、避難や消火活動の妨げとなるブロッ
道路・避難路に面し
205,000円
ク塀の除却及び安全なフェンス等への改修
た部分のみ対象

上記の事業について、代理受領制度を導入しております。
「代理受領」
とは
補助制度の活用者である住宅所有者の委任により、委任を受けた事業者が代わりに直接補助金を受領するというものです。
「代理受領」
を行うメリット
住宅所有者が補助金相当額の現金を用意する必要がなくなります。

土佐清水市防災士養成事業のお知らせ
「令和２年度 高知県防災士養成講座」が次の日程で開催されます。
土佐清水市としましても、各地域の防災力の向上を目的として、地域の防災活動の中心となり、積極的に活動する意志のある方を
応援いたします。
開催日

会場
受講定員
募集期限
四万十市社会福祉センター
70名
令和2年9月18日（金）
（四万十市右山五月町８番３号）
※講義時間は、
１日目：9時20分〜17時20分、２日目：9時30分〜18時20分の予定です。
※２日間の講義以外に自宅学習として、履修確認レポートの提出が必要です。
※資格取得のためには、普通救命講習修了証等が必要です。
※高知市、安芸市、香南市でも開催されますので、希望の方はお問い合わせください。
●受講者負担額 （１）防災士資格取得試験受験料
3,000円
市が補助いたします。
（２）防災士認証登録申請手続料
5,000円
※年度内に防災士の資格取得をし、
特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受ける必要があります。
※試験に不合格となった場合は、3,000円の補助となります。
その場合は次年度以降、資格取得に努めるようお願いします。
●申 込 先 〒780-0870 高知市本町3丁目3-39
（高知放送南館6Ｆ）
株式会社RKCプロダクション 防災士養成講座担当 まで TEL：080-4038-7855 FAX：088-872-0896
Ｅメール：bousai@rkc-pro.co.jp ※受付時間：月曜日〜金曜日 9:30〜18:00
（土日祝を除く）
●申 込 み 方 法 「受講申込書」を郵送、FAX、電子メールのいずれかにより、決められた期日までに提出してください。
（申込み多数
の場合は抽選）
「受講申込書」については、
「高知県のホームページ」または、危機管理課に準備しています。
※令和2年9月18日（金）必着
（注意1） 試験受験料は、防災士養成講座受講日までに支払うことが必須となります。
（注意2） 認証登録申請手続料は、試験に合格した方が必要となります。
（注意3） 試験に不合格の方が再度受験する場合には、再試験受験料は免除されます。
●主
催 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課
TEL：088-823-9317
●補助金について 土佐清水市危機管理課 TEL：87-9077
令和２年11月28日（土）
・29日（日）
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令 和２年 9 月号

うまれてきてくれてありがとう

ここの

下川口 小堀 はるちゃん
令和2年4月13日生
「いつも笑顔を見せてくれて、
ありがとう。
」

かずき

寿町 武田 心乃ちゃん
令和2年5月27日生
「兄妹仲良く元気に大きくなってね!」

グリーンハイツ 濵田 憲希くん
令和2年6月10
令和2年
令和2年6月10日生
6月10日
日生
「
兄弟仲良く元気に大きくなってね」
兄弟仲良く元気に大きくなってね
」
「兄弟仲良く元気に大きくなってね」

下川口・三崎・下ノ加江地区のみなさまへ
デマンド交通 おでかけ号の
10/1
予約受付番号が
れいさ

三崎 谷岡 鈴彩ちゃん
令和2年6月14日
令和2年
令和2年6月14日生
6月14日生
生
「笑顔いっぱいで明るい子に育ってね!
笑顔いっぱいで明るい子に育ってね!」
」
「笑顔いっぱいで明るい子に育ってね!」

変わります!

から

龍串見残
三崎・下川口：☎ 070-4800-9461 観光ハイヤー
下 ノ 加 江：☎ 080-8012-3602 足摺交通

※利用地区により予約受付番号が異なりますのでご注意ください。
【問合せ先】企画財政課 ☎82-1217

退職消防団員に市長感謝状を贈呈
7月15日、本市消防団員として、20年以上にわたり務められ、本年3月末（令和元年度末）をもって退団
された方々に、
市長から感謝状が贈呈されました。
式では、市長から敬意と感謝のあいさつに続き感謝状が贈呈され、退職消防団員を代表して畦地長壽・
元消防団長から、
「これからも一市民として地域の防災活動への協力を惜しまない」との謝辞が述べられ
ました。

消防団員募集！
市では、現在消防団員を募集して
います。
消防団では災害に備え、地域防災
の強化を目指しています。
皆さまのご協力をお願いします！
【問合せ先】
地域の消防団
または消防本部
担当：消防本部総務係
感謝状が贈呈された退団者は、次のとおりです。
・元消防団本部
団 長 畦地 長壽
在職期間35年5か月 ☎82-8119
・元消防団本部
副団長 横山 與一
在職期間36年
・元上野部
部 長 井田 博文
在職期間30年
・元下川口部
班 長 岡林 鉄男
在職期間23年8か月
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