とさしみず地域電子通貨Meji-Caめじか
有効期限内のご利用をお願いいたします。

市役所より市内でお買い物ができるポイントを給付させていただいています。
第１回給付 令和２年１０月１日
１０，０００円分
第２回給付 令和３年 ２月１日
５，０００円分
※給付対象者：基準日に土佐清水市民であること。
Meji-Ca プレミアムポイント
チャージ額の５％
ポイント名

有効期限

①土佐清水市経済活性化対策事業
市が給付した15,000円分（第1回給付+第2回給付）のポイント

令和３年３月３１日

②Meji-Ca プレミアムポイント
(チャージによる上乗せ5%のポイント)

令和３年３月３１日

③Meji-Ca チャージ
(チャージしたポイント)

無し

※使用されずに残されたポイント分は全て、国に返還することとなり、土佐清水市の財源としてに残ることはありません。

令和３年４月以降も、ご自身がめじかにチャージする（お金を貯める）ことで、引き続きご利用可能です。

めじかの利用は超簡単！

めじかカードを
見せるだけ！

お問い合わせは観光商工課（☎８２−１１１５）までお願いいたします。

東京2020オリンピック聖火リレー
ボランティアスタッフ募集

東京2020オリンピック聖火リレーが実施されます。
実施にあたりランナーの安全な走行等を支援するためボラ
ンティアスタッフを募集します。
日
時：4月19日（月） 16時〜18時の間（予定）
※通過場所によって時間が前後します。
活動場所：土佐清水市の「聖火リレー」
ミニセレブレーション会場及びルート沿道
活動内容：聖火リレー出発前のミニセレブレーション会場
での観客整理、ルート沿道での警備補助等
募集期限：3月15日（月）
応募方法：住所・氏名・年齢・連絡先（昼間連絡のつく電話
番号）をご記入の上、メール・ＦＡＸ・電話・ま
たは生涯学習課窓口までお申し込みください。
応募要件：高校生以上（令和3年4月1日時点）
募集人数：10人程度
そ の 他：締め切り後、ボランティアスタッフ事前説明会の
開催を予定しています。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止となる場
合があります。
【問合せ・申込み先】生涯学習課 ☎82-1257 FAX 87-9132
E-mail:syougai@city.tosashimizu.lg.jp

講演会 ジョン万と清水の魅力を語る
新作「白鯨・Ｍｏｂｙ－Ｄｉｃｋ」刊行記念
夢枕 獏（ゆめまくら ばく）

講

師

作家

日

時

令和３年４月１７日
（土）

場

所

午後４時３０分から午後６時頃
土佐清水市立中央公民館３階

多目的ホール

（土佐清水市天神町１１番１５号）
参加方法

申し込み不要・参加費無料
※当日先着１００人程度（入場者多数の場合は、
入場制限させていただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。）

注：入場の際にはマスクの着用・検温・手指消毒にご協力お
願いします。37.5℃以上の場合は入場をお断りさせてい
ただきます。また、体調不良や発熱などの症状がある方
は、来場をご遠慮ください。
【お問い合わせ先】
土佐清水市役所

企画財政課

電話：０８８０－８２－１１１３
令 和３年 3 月号
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令和３年度土佐清水市会計年度任用職員登録者募集（障がい者対象）
１

令和３年４月以降に任用する職員を以下のとおり募集します。
会計年度任用職員を任用する必要が生じた場合に、登録者の中から適任者を選任します。
この応募により、任用が確定するということではございません。
４

任用

任 用 根 拠 地方公務員法第２２条の２第１項
任 用 期 間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年以内
２

面接日、面接会場

面
接
日 申込み受付後、随時
面 接 会 場 土佐清水市役所
備
考 応募者には後日面接日時をお知らせします。

応募資格
次のうち、いずれかの交付を受けている方
５ 手続
（１）身体障害者手帳
（２）都道府県知事の定める医師または産業医による障害者の雇
提 出 書 類
用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨
の診断書・意見書
（３）療育手帳
（４）児童相談所、
知的障害者厚生相談所、
精神保健福祉センター、
精神保健指定医または障害者職業センターによる知的障害
者であることの判定書
受付期間・時間
（５）精神障害者保健福祉手帳
３
募
勤
勤
業
給

募集職種、勤務条件等
集 職
務 場
務 時
務 内
料・報

種
所
間
容
酬

一般事務（パートタイム）
土佐清水市役所
１日６時間 ９：００～１６：００
一般事務補助員（事務補助・作業補助等）
月額 １１６，５９３円～
給料・報酬・期末手当、通勤手当、時間外勤務手
諸
手
当 当等については、土佐清水市会計年度任用職員
条例等の規定により支給します。
１０日（勤務日数、任期によって異なります。）
年 次 休 暇 ただし、年度途中に任用された場合は、任用の
月によって付与日数が異なります。
その他の休暇 結婚、忌引等の特別休暇（有給、無給）があります。
社 会 保 険 等 社会保険、雇用保険に加入します。

指定の申込書・履歴書（写真貼付）に必要事項を
記入し、資格等の所得者は、確認できる資格証
の写しも添付
令和３年３月１日（月）～
令和４年２月２８日（月）(土日・祝日を除く)
※郵送の場合は、２月２８日必着
８時３０分から１７時１５分まで
（正午から１３時までを除く）
〒787-0392 土佐清水市天神町１１番２号
申
込
先 土佐清水市総務課人事係
℡0880-82-1111(内線213)
１ 受付期間終了後の申込みは受付できません。
注 意 事 項
２ 提出いただいた書類は返却しません。

６

その他
会計年度任用職員を任用する必要が生じた場合に登録者の中
から適任者を選任します。そのため、年度途中の任用となる場合
があります。
登録有効期限は令和４年３月３１日です。
※年齢制限はありません。
※地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する方は、
登録申し込みができません。
【お問い合わせ先】
〒7８７－０３９２

土佐清水市天神町１１番２号
土佐清水市総務課人事係
℡０８８０－８２－１１１１（内線２１３）

特別養護老人ホームしおさい看護師募集 令和３年土佐清水市成人式延期後の日程について
〇業務内容
〇勤 務 先
〇募集人員
〇勤務日数
〇勤務時間
〇給
料
〇雇用期間
◇受付期間
◇受付場所
◇応募資格
◇申込方法
◇申 込 先

施設入所者の看護業務
特別養護老人ホームしおさい
１名
週５日（土日祝日の出勤あり）
９時から１７時４５分（うち１時間休憩）
正看護師：月額２１１，
３００円〜
准看護師：月額１６０，
１００円〜
令和３年４月１日から１年間（更新あり）
令和３年３月１日（月）から１６日（火）まで
特別養護老人ホームしおさい
８時３０分から１７時１５分まで（土日は除く）
正看護師又は准看護師の資格
履歴書（写真付）を郵送（３月１６日必着）
又は持参してください。
後日、面接日をご案内します。
〒７８７−０３０２
土佐清水市以布利８３−５
特別養護老人ホームしおさい
電話８２−８３１９ 担当 畑山

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期いたしまし
た「令和３年土佐清水市成人式」を次のとおり開催いたします。
延期後の開催日程
日 時：令和３(2021)年５月２日（日）13時(受付：12時から)
会 場：土佐清水市立市民文化会館
※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、
日程の変更や中止となる場合があります。
対象者：平成12(2000)年４月２日〜
平成13(2001)年４月１日生まれの方
案内状の発送について
・対象者に、
３月中旬頃に案内状を送付する予定です。
・市外に住民登録のある方で参加を希望される方は、生涯学習
課にご連絡ください。
※１月開催の成人式に事前連絡いただいた方は再度のご連絡
は不要です。
【問合せ・連絡先】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。
また、資格をお持ちでない方も保育補助員として勤務できますので、ご登録をお願いします。詳細はお問い合わせください。
＜募集要項＞
勤 務 先：市内の保育園 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） （資格なし保育補助員）時給925円〜
【問合せ先】こども未来課幼保支援係 ☎８７−９０１１
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令 和３年 3 月号

令和2年 消防白書

令和3年春季全国火災予防運動
実施期間

１ 火災について

3月1日（月）〜3月7日（日）

令和2年中に本市で発生した火災を原因別にみると、たき火

春は、空気が乾燥し風の強い日も多くなり「火災の発生しやす
い時季」となります。火災の怖さは近隣への被害拡大、一度に多く
の人が犠牲になる場合が少なくないことです。火災を起こさない
が各1件となっています。
たき火については全国的にも上位の出火原因となっており、 よう、火の取り扱いや後始末に、十分注意しましょう。
特に、次の7つのポイントに気をつけ、大切な生命・財産を火災
ちょっとした不注意から火災となっています。たき火をしてい
から守りましょう。
るときはその場から絶対離れないようにすることを心掛けて
が4件と多くなっており、次にたばこ、火の不始末及びその他

ください。なお、たき火は「野焼き」行為であり、法律で禁止（例

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント

外あり）されています。特に住宅地で行う場合には家に煙が入
ってくる、洗濯物に臭いがつく等の苦情が多く、周辺に多大な 【3つの習慣】
①寝たばこは、絶対やめる。
迷惑を及ぼしています。家庭ごみは絶対に焼却はせず、中でも
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
プラスチックやビニール類は必ず指定された処理をお願いし
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
ます。
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 【4つの対策】
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
況が続きますので、火の取扱いには十分注意してください。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を
使用する。
種
別 件
数 前 年 比 損 害 額 前 年 比
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体
建物火災
2件
△9件
248千円 △90,587千円
制をつくる。
林野火災

1件

1件

0

0

車両火災

0件

0件

0

0

その他火災

4件

1件

0

0

計

7件

△7件

248千円 △90,587千円

２ 救急について
令和2年中における救急出動件数は898件で、前年に比べ93
件の増となっており、搬送人員は854人で71人の増となってい
ます。
また、転院搬送（ドクターヘリ含む）は129件で33件の増と
なっています。
搬送人員のうち高齢者（65歳以上）の占める割合が81％(前
年81％)となっており、昨年に続き80％以上を占め、高齢化の
進む本市においては今後も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319人
（前年250人）
となっております。
ドクターヘリによる搬送件数は14件
（交通事故5件、
急病4件、
労働災害2件、転院搬送2件、一般負傷1件）。防災ヘリによる搬

土佐清水オリジナル防火標語
『防火の輪 みんなで広げる 土佐清水』

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

送件数は、1件（転院搬送）となっています。
種

別 出動件数 前 年 比 搬送人員 前 年 比

急

病

562件

69件

531人

56人

一般負傷

152件

0件

148人

0人

交通事故

41件

△4件

39人

△10人

そ の 他

143件

28件

136人

25人

計

898件

93件

854人

71人

令和３年度市県民税の申告期限について

令和３年４月１５日（木）まで延長
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３年４月１５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３年４月１５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。
令 和３年 3 月号

4

公営住宅入居者募集
( 市営住宅 【単身・世帯向け住宅
)
/(☆) 世帯向け ( 単身不可 ) 住宅】
建設
団地名(住宅番号)
所在地
構造（募集階）
間取り
年度
三崎団地(281)
S55 鉄筋コンクリート造2階建(1・2階) 4.5/6/6/DK
三崎浦1丁目1366番1
足摺団地(299)

足摺岬650番1

S56 鉄筋コンクリート造2階建(1・2階) 4.5/6/6/DK

(☆)曙団地(355)

浦尻81番1

H8

(☆)曙団地(376)

浦尻81番1

H10 鉄筋コンクリート造4階建(3・4階) 4.5/6/6/6/DK

鉄筋コンクリート造4階建(2階)

4.5/4.5/6/6/DK

月額家賃

戸数

13,500円〜 1戸
13,700円〜 1戸
18,300円〜 1戸
20,200円〜 1戸

( 特定公共賃貸住宅 【世帯向け
)
( 単身不可 ) 住宅】

田ノ内団地(特-4号)

建設
構造（募集階）
年度
H9 木造2階建(1・2階)

所在地

団地名(住宅番号)
三崎553

間取り
6/6/7.5/LDK

月額家賃

戸数

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）

１．申込書配布期間
3月1日(月)〜3月19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
3月8日(月)〜3月19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

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

軽自動車・原動機付自転車などの各種手続きはお済みですか？
軽自動車や原動機付自転車、農耕用車の税金は、毎年4月1日現在に所有している方に課税されます。
廃車、名義変更等があった場合は、届出が必要です。まだ手続きをしていない方は、所定の手続きをされますようご案内します。
車両の種類

手続き先

原動機付自転車
（125cc以下、
ミニカー）
小型特殊自動車
(農耕作業用、その他
フォークリフト等)
軽自動車（三輪・四輪）
軽二輪車(125cc超250cc以下)
二輪小型自動車（250cc超）

手続きに必要な物

税務課市民税係

☎82-1129

◎ナンバープレートがある場合
認印・ナンバープレート

下ノ加江市民センター
三崎市民センター
下川口市民センター

☎84-0001
☎85-0001
☎86-0001

◎ナンバープレートがない場合
認印・顛末書（税務課または市民センターにあります。）に必要事項を
記入、押印し、地区区長または民生委員の証明を受け提出してください。

軽自動車検査協会 高知事務所
高知運輸支局

☎ 050-3816-3125

☎050-5540-2077

左記までお問い合わせください。

廃車・名義変更の届け出が必要な場合
●乗らなくなった
●紛失した
●盗難にあった
●人に譲った
●使用不能になった
●転出した など
《農耕用車》
コンバイン、トラクター、田植え機などのうち、乗用装置を有するものは課税されますので、新規に取得した方や、現在所有している
が未登録の方は、
登録の手続きが必要です。市役所税務課または各市民センターでナンバープレートの交付申請を行ってください。
※交付申請の際は農耕作業用自動車の農機名と会社名が必要です。
※4月2日以降に廃車、名義変更されてもその年は1年分が課税されますので、お早めの手続きをお願いいたします。
【問合せ先】税務課市民税係
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令 和３年 3 月号

☎８２−１１２９

令和３年度固定資産の縦覧ならびに閲覧のお知らせ
縦覧とは、納税者が所有する土地・家屋の評価額だけではなく、
「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により、市内のほかの土地・家屋と比較することで評価
額が適正であるかを確認できる制度です。
閲覧とは、年間を通じて、
固定資産課税台帳（名寄帳）で課税内容を確認することができます。
内容

場所

縦

覧

税務課

閲

覧

税務課、
各市民センター

対象者と必要書類

期間
4月1日～5月31日
（土、日、祝日を除く）
期間中は、縦覧と閲覧は
無料です。

○固定資産税の納税者…納税者と確認できるもの（納税通知書、課税明細書のいず
れか）
または、身分証明書（マイナンバーカード・運転免許証等）
○代理人…窓口に来られる方の身分証明書（マイナンバーカード・運転免許証等）
と、委任状（署名・押印されたもの）

※借地人・借家人等については委任状は不要ですが、
申請の根拠を確認できる書類
（賃貸借契約書等）が必要です。
また、閲覧できる物件は借りている土地・家屋のみとなります。
～新型コロナウイルス感染症予防対策～
固定資産税台帳（名寄帳）の閲覧・公図（字切図）の取得・地番の確認は、お時間がかかる場合があります。待ち時間の短縮のため、事前に連絡をお願いします。
◎詳しくは市役所税務課固定資産税係
（☎82-1129）までお問い合わせください。

農業委員および農地利用最適化推進委員を募集します

農業委員会等に関する法律の一部改正により、土佐清水市では平成30年8月1日より新体制に移行し、農業委員の選出方法が選挙制から市長の任命
制に変更されました。
また、新たに現場活動を積極的に行う農地利用最適化推進委員を農業委員会が委嘱することになり、土佐清水市農業委員会は、農業委員および農地
利用最適化推進委員を募集します。
◆農業委員の要件
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うこ
とができる者
◆農地利用最適化推進委員の要件
農業委員会が定める担当区域農地等の利用状況の最適化の推進に熱意と識見を有する者
（注）農地利用の最適化とは、
担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・ 解消、新規参入の促進のことです。
推薦書・応募用紙は農業委員会事務局に備えています。市役所ホームページからもダウンロードできます。
（令和3年2月末以降）
項

目

農業委員

農地利用最適化推進委員

1 募 集 方 法 個人や法人・団体からの推薦および一般募集
2 募 集 人 数 5名

8名

3 職

農地等の利用の最適化推進に関する事項
務
その他の農業委員会の所掌に関する事項

4 資

選任予定日において、次の全てに該当すること
（１）土佐清水市に住所を有すること（例外あり）
格 （２）公租公課使用料等に滞納がないこと
（３）農業委員会法第 8 条第 4 項 に該当しないこと
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
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区域内の農地利用の最適化の推進を図る

推
薦
・ 所定の様式に推薦者は推薦書を、応募者は応募申込書を農業 所定の様式に推薦者は区域単位で推薦書を、応募者は区域単位で
応 募 方 法 委員会事務局に提出してください。
応募申込書を農業委員会事務局に提出してください。
（郵送可）
（郵送可）

6 募 集 期 間 令和3年3月1日～令和3年3月31日（必着）
7 任

8

期 令和3年8月1日～令和6年7月31日（3年間）
会長 33,000 円 委員 18,000 円
（※上の報酬に加え、農地利用の最適化に係る活動の実績に応 委員 18,000 円
酬
じて、
国から交付される交付金の範囲内で規則で定めた額
額 ）
※上記の報酬に加え、農地利用の最適化に係る活動の実績に応じて、国から交付される交付金の範囲内で規則で定めた額（活動
に応じて月額上限7,000円以内）
を支給します。

報
（ 月

受付期間中と終了後に推薦および募集状況を公表し、農業委
9 選 任 方 法 受付期間中と終了後に推薦及び募集状況を公表し、候補者の
員会で選出し、委嘱します。
審査を行い市議会の同意を得て市長が任命します。

10 そ

の

他

(1) 農業委員と農地利用最適化推進委員との兼務はできません。ただし、両方に推薦・応募することはできます。
(2) 申込書等の内容は、住所・電話番号・農業所得を除きホームページ等で公表します。
(3) 身分は非常勤の特別職公務員となり、業務には守秘義務が伴います。
(1) 農業委員の定数の過半数は、認定農業者でなければならな
いと定められています。
土佐清水市を8区域に分け各区域から1名委嘱します。
(2) 農業委員会の所掌する事務に利害関係のない者を含めます。

◎農地利用最適化推進委員の担当区域および定員
通し番号 区 域 名 称
区域の範囲
貝ノ川郷、貝ノ川浦、大津、鳥渕、鉾ノ平、藤ノ川、下川口郷、下川口浦、木ノ辻、片粕、松山、横峯、歯朶ノ浦
1
下川口地区
宗呂上、宗呂下、珠々玉、有永、木ノ川、坂井
2
3
4
5
6
7
8

平ノ段、
竜串、爪白、下ノ段、三崎浦
三崎地区
斧積、上野、下益野、浜益野
加久見、横道、養老、松崎、緑ヶ丘、市街地全域、大浜、中浜、浦尻、厚生町
清水地区
大岐、以布利、窪津、津呂・大谷、足摺岬、松尾
布郷、布浦、東谷、立石、下浦、船場
下ノ加江地区
小方、市野々、市野瀬、大八、長野、大川内、久百々、鍵掛
【問合せ先】農業委員会事務局 ☎82-1114

定数
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名
１名

令 和３年 3 月号
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◆マイナンバーカードの保険証利用に
ついて
令和3年3月より、各医療機関で保険証の代わりにマイナン
バーカードで受診ができるようになるという通知が厚生労働省
より示されていますが、
「令和5年3月末には概ね全ての医療機関
等での導入を目指す」段階であるため、令和3年3月1日から全国
の医療機関・薬局で一斉に始まるわけではありません。
現在、マイ
ナンバーカードをお持ちで、保険証利用の申し込みが完了されて
いる方も、しばらくの間は各医療機関・薬局を利用する際には健
康保険証を持参するようにお願いします。
また、令和3年3月以降も、使用している保険証の種類が変更に
なった場合は従来どおり手続きが必要ですので、右記「国民健康
保険喪失の届出について」
をご一読ください。
【問合せ先】市民課国保係

☎８２−１１０８

引越しの際は、住所の
異動手続きを忘れずに！
住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民
健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な
手続きです。
入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、住
民票の異動の届出をお願いします。
◎他の市区町村に転出・転入される場合
市役所 市民課
または
各市民センター

【転出前に】
転出届を提出して、
「転出証明書」を受け
取る。

引越先
（転入先）の
市区町村

【転入した日から14日以内に】
「転出証明書」を添えて、転入届を提出す
る。

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特
例による転出・転入をされる場合は、
「転出証明書」の添付は不
要ですが、転出届・転入届の提出は必要です。
◎土佐清水市内で転居される場合
市役所 市民課
または
各市民センター

【転居した日から14日以内に】
転居届を提出する。

※転入・転居の届出の際は、
「 マイナンバーカード（取得されて
いる方）」、
「住民基本台帳カード（取得されている方）」も窓口
に持参してください。
また、手続きの際には、本人確認書類が必要になりますので、
官公署が発行した写真付の身分証明書（運転免許証など）であ
れば１点、写真の付いていない身分証明書（健康保険証・年金
手帳など）であれば２点を持参してください。
【問合せ先】
市民課住民年金係
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令 和３年 3 月号

☎８２−１１０７

◆社会保険等加入による国民健康保険
喪失の届出について
国民健康保険から、社会保険等の国民健康保険以外の医療保険
に加入される場合には、ご自身で国民健康保険を喪失する手続き
をしなければいけません。
手続きに必要なものをご持参の上、市民課国保係（①番窓口）ま
たは市民センターで手続きをお願いします。
【手続きに必要なもの】
・加入した新しい社会保険等の保険証
（扶養家族分も含む）、また
は社会保険等の資格取得証明書
・それまで使っていた国民健康保険の保険証
（切り替えた全員分
も含む）
・窓口に手続きに来る方の本人確認書類（※）
【注意】
・医療保険が変更になったあと国民健康保険の喪失の手続きを
しない場合は、国民健康保険と社会保険の保険料
（税）の二重支
払いをすることになってしまいます。
・国民健康保険の保険証が使用できるのは社会保険等加入日の
前日までで、社会保険等の保険証を勤務先からもらった日では
ありません。
社会保険に加入する予定がある方は、受診前に窓口で相談しましょう。

◆国民健康保険のマル学の届出について
修学のため、国内の別の市町村に住所を移した場合、申請によ
り修学中の特例（マル学）の保険証が交付されます。修学とは、学
校教育法に規定されている学校、または、修学年限、履修時間等に
おいて同程度の教育を行う教育機関で修学をする場合をいいま
す。
マル学の適用を受けるためには、手続きが必要です。以下の書
類と本人確認書類（※）をご持参の上、市民課国保係（①番窓口）ま
たは各市民センターで手続きをお願いします。
●修学のため市外に住所を移す時（マル学）の届出
・学校へ行くため、他市区町村へ転出する場合：保険証および合
格通知書等入学が確認できる書類
・進級のため、マル学を継続する場合：保険証および学生証もし
くは在学証明書
●卒業によりマル学でなくなった場合
学校を卒業された方が、市外に住所をおいている場合、国保の
資格は喪失となります。
・就職した場合：会社の社会保険への加入となる場合、
資格喪失
の届出が必要となります。
・学校を卒業した後、
居住地で国保に入る場合：土佐清水市の
「国
保の資格取得喪失証明書」
を送りますので、
証明書をご持参の上、
居住地で国保加入の手続きをお願いします。
※お手続きの際には本人確認書類が必要です。
官公署が発行した
写真付きの身分証明書
（運転免許証など）であれば１点、写真の
付いていない身分証明書
（健康保険証・年金手帳など）
であれば
２点を持参してください。

◆令和３年４月１日から国民健康保険
被保険者証が変わります
●発送予定時期：３月下旬
（世帯主の宛名で、国保加入者全員の保険証をまとめて送付します。）

新しい保険証は【黄色】で、
【ピンク色】の封筒で送付いたします
新しい保険証が届いたら、住所・氏名など記載してある内容を
確認し、ご自身で差し替えをお願いします。期限切れの保険証は
市民課国保係または各市民センターまで返却していただくか、
ご
自身の責任で破棄してください。
※後期高齢者医療に加入している方の保険証は、
有効期限が令和
3年7月31日までのため、今回は送付されません。

防災、は・て・な？

危機管理課
☎87-9077

地震の揺れを体験してみませんか？
高知県では、最大震度7までの地震を体
験できる起震車を保有しています。
阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本
地震では最大震度7を記録しており、多く
の方が犠牲となりました。
地震は「いつ」、
「 どこで」発生するか分
かりません。起震車を利用して「命を守る行動」を身に付け、ど
んな備えが必要か考える機会にしてみませんか。
自主防災組織、各種団体、事業所等で起震車体験の希望があ
りましたら、以下の点をご理解いただいたうえで、危機管理課
までお申し込みください。
○申込みは、利用希望日の２か月前から１０日前までにお願
いします。
※希望日が重複している場合はお断りをすることがあります。
○申込みには、起震車利用申込書が必要です。
○無償で出張運行いたします。
※ただし、訓練場所は土佐清水市内に限ります。
○訓練場所の手配や準備等は申込者が行ってください。
○当日、雨天の場合は、中止となりますのでご了承ください。

「春の嵐」に備えましょう！
暖かくなる3月から5月にかけては、低気
圧が急速に発達し、台風並みの暴風が発生
しやすい季節です。普段から気象情報に注
意し、特に天気の急な崩れが予想されると
きには外出を控えましょう。
また、暴風対策でやるべきことは、家の外の対策です。風で
飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり、家の中に
格納したりするなど、風が強くなってから外に出ると危険な
ので、できるだけ早めに対応をお願いします。ただし暗い中で
の作業は危険を伴いますので、屋根の確認などは明るいとき
に行ってください。
飛ばされそうな
物はないか
確認してみよう！

【暴風対策・確認ポイント】
・屋根瓦やトタン（めくれたり壊れたりしていないか）
・雨戸やシャッター（ちゃんと閉まるか点検補修を）
・テレビアンテナ（サビたり、ゆるんだりしてないか）
・物干し竿（飛ばされないよう固定、または下に下ろしておく）
・庭木（飛ばされたり、倒れないように固定する）
・植木鉢（風で飛ばされそうなものは家の中へ）
・プロパンガス（固定されているか）
・窓（ひび割れやがたつきがないか）
・雨戸やシャッターのない窓（ガラスの飛散防止のために
カーテンを閉めたり、窓に飛散防止フィルムを貼る）

子どもの安全・安心な居場所づくり

「放課後児童クラブ」
「放課後子ども教室」
全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・
活動を行うことができるよう次の事業を実施しています。
【放課後児童クラブ】
保護者が昼間､就労等で家庭にいない児童を対象に､適切な
遊びの場や生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ること
を目的としています。
開設日時 平日（放課後〜18時）､土曜日（8時〜17時）
春・夏・冬休み（8時〜17時30分）
代休日等（8時〜18時）
※日曜日・祝日・お盆3日間・12月29日〜1月3日・
春休み末日2日間は休み
場
所 清水小にこにこクラブ（清水小敷地内）
対
象 保護者が就労や疾病などにより昼間家庭にいな
い児童
費
用 児童一人につき､月6,000円
（同一家族が利用する
場合2人目以降3,000円）、
おやつ代月1,200円､保険料年800円
スタッフ 放課後児童支援員（市の条例に規定する有資格
者）､補助員
【放課後子ども教室】
安全・安心な子どもの活動拠点を設け、地域住民の参画を得
て､様々な体験活動や・交流活動等の取組みを実施する環境づ
くりを推進しています。
開設日時 週2〜5日の放課後〜16時30分又は17時
（各子ども教室によって異なる）
※土・日曜日、祝日、春・夏・冬休み開設なし
(中央公民館は一部受け入れあり9時〜17時)
場
所 中央公民館放課後子ども教室、下ノ加江小学校
放課後子ども教室、幡陽小学校放課後子ども教
室、三崎小学校放課後子ども教室、下川口小学校
放課後子ども教室、市民体育館のびのび教室
対
象 希望するすべての児童
費
用 児童一人につき､保険料年800円
スタッフ 協働活動支援員､協働活動サポーター、安全管理員等
【問合せ先】生涯学習課

☎82-1257

「子ども予防接種週間」
3月1日（月）〜7日（日）
4月からの入園・入学に備えて、必要な予防接種をすませ、病
気を未然に防ぎましょう。
※特に、麻しん風しん混合予防接種の対象者でまだ接種され
ていない方は、期限までに忘れず接種しましょう。
○令和2年度麻しん風しん混合予防接種対象者（白茶色の予診票）
１期：1歳〜2歳未満
（2歳の誕生日の前日までに接種しましょう）
２期：年長児
（令和3年3月31までに接種しましょう）
※予防接種を受ける際には、事前に医療機関へ予約をお願
いします。
【問合せ先】健康推進課保健推進係 ☎82-1121
令 和３年 3 月号
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まだ、間に合います！お急ぎください！
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
※生活習慣病で治療している方は除く、ただし受診希望者は受診できます。
病気の早期発見・治療、予防に繋がれば、医療費を削減でき、あなたの家計を守ること
ができます。
そして、なによりも健診を受けて、身体の状態をチェックすることで、あなたと家族
の健康を守りましょう！！

〜受診券の有効期限は３月３１日まで〜
都合に合わせて受診できる「個別健診（医療機関での受診）」をご利用ください！
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

市外にも受診できる医療機関があります。お問い合わせください。

【問合せ先】健康推進課保健推進係

☎８２−１１２１

マイナポイントの申込期限延長について 成人男性の無料風しん抗体検査にご協力ください

マイナポイントの申込期限が2021年3月末から9月末に延長されます。
現在、マイナンバーカードを持たれていない方でも、マイナンバーカー
ドを2021年3月末までに申請すると、カード受取後、マイナポイントの申
込みを行い、2021年9月末までにチャージまたはお買い物をすることで
マイナポイントをもらえます。
（※国予算等の状況によって変更となる場
合があります）
※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。
※現在マイナンバーカードを持たれていない方で2021年3月末までに申
請された方が対象となります。
【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
マイナンバー総合フリーダイヤル
☎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

↓手続きは
こちらから

雇用対策補助金【提出期限3月22日（月）まで】

◎風しん予防には、予防接種を受けて免疫をつけましょう！！
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は、市が発行す
るクーポン券を使用することで、風しんの抗体検査と結果に応じて予
防接種を「無料」で受けることができます。
◎風しんは、赤ちゃんに影響する場合があります。
妊娠初期に風しんに感染すると、母子感染で胎児にも影響があり、
先天性の難聴や白内障等を持つ子どもが産まれてくる場合があります。
風しんは、予防接種で防ぐことができる感染症です。
これから生まれてくる子どものためにも、
全員で予防していきましょ
う！！
◎抗体検査等は、最大で約17,000円分の補助になるクーポン券をご利用
ください。
クーポン券を紛失された方や必要な方は、健康推進課までお問い合
わせください。
クーポン券をご利用いただくと、風しん抗体検査と抗体が無い場合
の予防接種に要する費用の全額が無料になります。
【問合せ先】健康推進課保健推進係 ☎８２－１１２１

ですか！
交換はお済み
【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。
貯まったポイントに応じて素敵な健康グッズをプレゼントしています!
【対象事業者】※解雇された月を７月から令和３年２月に変更
ポイントの交換の申請は3月末までとなっていますので、まだ交換の申
本市に事業所を置いている事業者で、コロナの影響等で令和2年1月〜
請をしていない方はお早めにお願いします。
令和3年2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。
ポイント
【補助金額】
交換の申請は
雇用者1人あたり10万円/月の補助となります。また、補助対象期間に
３月末まで
ポイントに応じて記念品を贈呈
ついては8月〜3月のうち最大6ヶ月を対象とします。
【申請について】
◎３ポイントで防災用携帯電話充電器
◎６ポイントで血圧計または体重計または計測セット
各市民センター、
申請書は、
市役所ホームページから印刷または、
市役所、
（体温計・温湿度計・歩数計・ヘッドライト）ほか
商工会議所に来所し入手してください。補助金の内容につきましては
お問い合わせください。
●ポイント交換申請場所
【申請書提出先・問い合わせ先】
市役所健康推進課･各市民センター
平日8:30〜17:15まで(12:00〜13:00を除く)
〒787-0392 土佐清水市天神町11番2号
※土･日･祝日はお休みです｡
市役所観光商工課商工係 電話：82-1115

健(検)診
健康ポイント事業

ポイントと健康グッズを
交換しましょう！
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令 和３年 3 月号

令 和３年 3 月号

令 和３年 3 月号

令 和３年 3 月号

令 和３年 3 月号

うまれてきてくれてありがとう

本町 竹村 秀彦さん、
千代美さん 孫

足摺岬 畦地 佐代子さん ひ孫

みつき

あいか

香川県 竹村 充桔さん
令和2年7月17日生まれ
「元気に大きくなってね♡
「
元気に大きくなってね♡」
」
「元気に大きくなってね♡」

道の駅「めじかの里」に
ロボット型薪ストーブ登場！

〇設置場所
道の駅 めじかの里 土佐清水
お食事処 宗田屋
土佐清水市三崎671-1
☎83-1103
※青い看板が目印です。

ななせ

東京都 畦地 藍楓さん
令和2年12
令和2年
令和2年12月1日生まれ
12月1日生まれ
月1日生まれ
「元気に育ってね
「
元気に育ってね」
」
「元気に育ってね」

高知県 宮﨑 七瀬さん
令和2
令和
令和2年12月7日生まれ
2年12月7日生まれ
「
健康で元気に育ってね！」
健康で元気に育ってね！
」
「健康で元気に育ってね！」

しみず幼稚園 こどもの国で外遊び！
２月３日、しみず幼稚園そら組さんが「こどもの国」に出かけました。
園児たちは、木の実や葉っぱをおもちゃに、歩きにくい山道をぐんぐん登っ
ていき、手押しのトロッコや山の斜面を利用したロープウェイで楽しく遊びま
した。
カメラのかたち！

農林水産課林業係では、火の温もりを肌で
感じられる空間を提供しようと、道の駅「めじ
かの里土佐清水」に、ふるさと納税の返礼品と
しても話題となったロボット型薪ストーブを
設置しました。
冬は温かく、夏は見て楽しいロボット型薪
ストーブを、ぜひ一度ご覧になってください。

【問合せ先】農林水産課林業係

下ノ加江 宮﨑 幸和さん、
幸枝さん 孫

杖ほしい
ひとー？

☎82-1228

このみかん、
すっぱい！

家に持っ
て帰る！

乗ったひとが
戻すが！

今日は乗らん！
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