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土佐清水
NATSUKASHI GURASHI TOSASHIMIZU

戎町の港

昔のまんま、ありのまま。
ほっとするまち「土佐清水」。

昭和の面影を残す町並み、自然とともにある日々の暮らし。
遊びに行くのも海や川、山に出かけます。
地域の祭りはみんなで準備からがんばります（その後は飲み会）。
ご近所さんからおすそわけをもらうこともよくあって、
今でも昭和の頃と変わらない人づきあいが残っています。
足摺岬への観光やマリンレジャーを楽しむのともまた違い
ここで生活していると、時間はさらにゆっくりと流れていきます。
気取らず、あせらず、無理をせず。そんな言葉がぴったりです。
このまちで育った人も移住する人も、土佐清水におかえりなさい。
みなさんの田舎になりたいです。

布大橋

Information of Tosashimizu

四国の先っちょ、
土佐清水。
高速道路も鉄道もありませんが、
美しい海が自慢です！
太平洋にぴょんと突き出た足摺半島が特徴的。
高知龍馬空港からも遠いため、東京から
最も移動時間がかかる市のひとつといわれています。
その分、手つかずの自然がたくさん残っています。
［土佐清水市概要］
・人
口／ 13,155 人（2020 年 3 月末現在）
・面
積／ 266.34km2
・平均気温／ 18.9℃

香川県

◎おもな産業

漁業

農業

観光業

黒潮が日本で最初に接岸する土佐清水は
四国有数の漁場です。
水揚げされる魚の
種類は約3000とも。
特に名物の清水さばや
カツオ、スマ、ハガツオは絶品。

オクラやナスなどの野菜、小夏などの柑
橘類づくりが盛んで、
南国の気候を活か
し て マ ン ゴ ー の 栽 培 も。ブ ラ ン ド 米 の
生産にも力を入れています。

足摺岬や竜串の奇岩群などダイナミック
かつ土佐清水にしかない景観が魅力。
38番
札所の金剛福寺や足摺海洋館、あしずり
温泉郷などにも多くの方が訪れます。

生産量は日本一！
土佐清水の特産品「宗田節」

徳島県

愛媛県

黒潮
拳ノ川 IC
土佐くろしお
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中村駅

土佐清水市

そう

高知県
高知龍馬
空港

食品加工業
高知龍馬空港から車で約 3 時間
一番近い高速道路の IC。
ここから車でさらに約 1 時間 15 分。

地元の新鮮な食材を使った商品を企画・
販売している会社が何社もあり、商品は
空港や県ショップで購入できる他、
自社で
ネット通販なども行っています。

だ

ぶし

宗田節はソウダガツオ
（メジカ）
からつくる
節で、
鰹節よりも濃厚なだしが出て、
香りも
豊かです。
力強くコクがあるだしはうどんや
蕎麦などのつゆには欠かせません。
これ
までは生産量のほぼ全てが業務用として
流通していたので、
一般の方の知名度が
低かったのですが、
近年は市内の製造加工
業者が販売する商品がヒットし、
土佐清水
みやげとして人気です。

一番近い駅。
ここから車でさらに約 40 分。

大岐の浜
真っ白な砂浜と緑の林が約 1.6 ㎞続く美しい海岸。
潮干狩りやキャンプが楽しめ、
県内外のサーファーが
集まるサーフスポットとしても知られています。

◎移住者インタビュー

土佐清水の豊かな海が
仕事場であり、遊び場。
幸せなことです。

I

I-TURN

【I ターン】●漁業 長 信博さん

◉移住 DATA

長嶌信博さん
（千葉県出身）
Nobuhiro NAGASHIMA

家族構成／一人暮らし
移住時期／2008年 9 月
前
職／地元の高専を卒業後、
１社経て
人材派遣会社に入社。
中四国で
キャリアを積み、
四国を統括す
る管理職として松山で活躍。
会
社の閉鎖が決まり、
漁師になる
ために土佐清水に移住。
現在は
サンゴ漁で生計を立てている。

移住を考えはじめたきっかけ
千葉の海育ちなので子供の頃から漁師には憧れがありました。ぼんやりと
「定年後は海の仕事がしたい」と思ってはいたんですが、まさか勤めていた
会社が無くなるとは。
突然訪れた人生の転機、
「若いうちにやっちゃえ！」
と
漁師をめざすことに。その情報収集のため、まず高知県庁に行きました。

土佐清水を選んだ理由
仕事で瀬戸内に縁はありましたが、やっぱり太平洋側の海が好きでした。
故郷の海とは豊かさが違うと感じ、高知を選びました。県庁を訪れた際に
漁師をめざす人の支援制度を知り、
研修先の候補地を提示されました。
候補の
中から、
釣りで来たことがあってなじみのある土佐清水に決めたんです。

移住してからのこと
来た当初は竜串のキャンプ場でテント暮らし。家も決まり、親方の船に
乗って最初はメジカ漁、その後、サンゴや立て縄、
ひき縄など土佐清水なら
ではの漁を教わりました。海に出て 3 年目の 2010 年 10 月に自分の船を
購入。
補助金制度を利用したので、
自己負担は 200万円ほどで済みました。
余暇には釣りや素潜りを楽しむ。車いじりも好き
でレースにも出場。2016 年春からＩターンの車
仲間を採用し、一緒に漁へ出ている。

よかったこと、
苦労したこと
うまい魚が毎日食えるのが最高です。
漁が終わってから浜で酒盛りをするこ
とも。
漁師仲間や地元の人は年齢関係なく、
気さくに話かけてくれます。
周囲と
歩調を合わせることも大切ですが、漁師は個人事業。漁に出たら自分との
戦いですし、
働くペースも自分次第です。
それが俺の性格には合っています。

これから移住される方へのアドバイス
清水の訛りが出るせいか、
地元の人やＵターンによく間違われます。
そんなに
なじんでますかね（笑） 地域で何かをする機会が多いので、できる範囲で
協力したり、
参加したりして、
自分から輪に入るのがいいと思います。
自分も
秋祭りや BBQ に行って、知り合いが増えました。
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◎移住者インタビュー

経験ゼロから農家に。
のんびりやるつもりが
こっちでは私も若手です。

I

I-TURN

【I ターン】●農業 佐藤巧さん

◉移住 DATA

移住を考えはじめたきっかけ

佐藤 巧さん
（北海道出身）

会社は60歳定年でしたが、
55歳で役職が解かれます。同じ５年なら会社に残る

Takumi SATO

より、
体力のあるうちに新しい挑戦をしてみようと考えました。
子供たちが

家族構成／2人
（佐藤さん夫妻）＋犬１匹
移住時期／2007年3月
前
職／東京の大学を卒業して31年間、
流通大手でバイヤーや管理職と
して活躍。5 4 歳で早期退職し、
未経験から夫婦で就農した。
年々
「ここも使ってや」
と声をかけら
れることが増え、
作付け面積が
9 年で 4 倍に。オクラとブロッ
コリーをメインに栽培。

巣立ったこともあり、
「生涯現役、夫婦 2 人でできる仕事を」と考え、農家を
目指して54歳で早期退職。移住先を探しはじめました。

土佐清水を選んだ理由
第一候補は瀬戸内。何度も足を運びましたが畑と家探しは難航。浅草で偶
然に高知の農家さんと知り合い、退職した翌年の 3 月に農業大学校
「窪川
アグリ体験塾」に入って１年研修。家内の実家が土佐清水なので、研修の
合間に行き来するうち、大岐で農業ができればと思うようになりました。

移住してからのこと
大岐周辺は理想の場所でしたが、農地がなかなかみつからず焦りました。
そのうち、家内の同級生の実家が畑の貸し手を探していたことを知り、
念願の畑と家を確保。
結婚して30 年の間、帰省もしていなかったのに引き
寄せられるように土佐清水へ。いろいろなご縁に感謝の日々です。
会社員時代は多忙で深夜に帰って、朝早くには
出勤する生活。
今は一転、
妻の美智子さんと畑でも
家でも買い物でも、ずっと一緒の毎日です。

よかったこと、
苦労したこと
農業は自分で計画し、
自分で考えて工夫できる仕事。
そこがシンプルでいい
です。会社員時代と違い、胃の痛くなるようなストレスはありません。農機
具なども必要ですし、
初期投資は思っていたよりもかかりました。
１年目は
オクラの栽培からスタートしましたが、
最初の３年は貯金を切り崩しました。

これから移住される方へのアドバイス
わからないことは聞く、教えてもらったらやってみる。そんな素直さが
大事だと思います。
私たちが移住したことで、
東京育ちの息子や娘、
孫たちは
田舎ができたと喜んでいます。
こっちでは 60 代は青年部、若手です。私の
目標はブロッコリーを土佐清水の特産品にすること。がんばります。
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◎移住者インタビュー

小さな漁村のカレー屋は、
ご近所さんが早寝なので
ランチだけの営業です。

I

I-TURN

【I ターン】●いぶりカリィ
中嶋 豊さん
中嶋 亜矢子さん
移住を考えはじめたきっかけ

◉移住 DATA

中嶋 豊さん
（大阪府出身）

亜矢子さん）
それぞれ独身時代から趣味はサーフィン。大岐は特にお気に

中嶋 亜矢子さん
（大阪府出身）

全然苦にならないほどの価値があった。
冷静に考えたら
「休みは全然大阪に

Yutaka NAKAJIMA

Ayako NAKAJIMA

家族構成／2 人（中嶋さん夫妻）
＋犬 1 匹＋猫 1 匹
移住時期／2011年 5 月
前
職／豊さんは高校卒業後、
大阪ミナミ
で様々な業態の飲食店で働く。
亜矢子さんは事務や派遣で仕事。
2000年に結婚し、翌年中村市
（現・四万十市）
に移住。
その後、
農家に。足摺レッド（玉ねぎ）
栽培のため、2011 年 5 月に土
佐清水へ。翌年 11 月にいぶり
カリィ開店。

入りのスポットで、大阪から車で 8 時間かけて、毎月来てました。それが
おらんなあ」となって、夫婦で移住の話をするようになりました。

土佐清水を選んだ理由
豊さん）
本当は大岐に住みたかったのですが、
2001年当時は空き家情報の
サイトもなく、
賃貸物件が多い四万十市で家をみつけました。
宿毛の農家の方と
出会い、お米を食べて泣くほど感動。農家になるため指導を仰ぎ、米を５年
作っていましたが、
足摺レッド栽培に誘われて、
土佐清水に引っ越しました。

移住してからのこと
豊さん）
台風の影響を受け、
足摺レッドは予定の半分も出荷できず失意のどん
底に。
そんな時、
大阪の友人が
「飲食店にいたんやから、
食堂でもせえや。
お前の
カレー、
ええで」
と。
19歳からミナミで食べてきた大好きなカレーのこと、
それを
つくる憧れの先輩の背中を思い出し、
借家の敷地での開店を決意しました。

よかったこと、
苦労したこと
亜矢子さん）
開店までの準備期間は３カ月。
私たちは当然フル稼働ですが、
友達の
大工さん、
地元業者さん、
サーフィン仲間と知り合い総出です。
開店10日前まで
地元食材を使ったスパイシーだけどやさしい味の
カレーが大人気。定番のいぶりカリィは野菜と
豆腐入り。チキンまたはひき肉が選べます。
● いぶりカリィ

い ぶ り

〒787-0302 高知県土佐清水市以布利 51
TEL 0880-83-4485
営業時間 11:00 ー16 :00（定休日：火曜日）
http://www.iburicurry.com

豊ちゃんはメニューの試作もできなかった。
１年目は忙しすぎて記憶がない
です。
いまは閉店後にビーチを歩いたり、
動物とふれあう時間がしみじみ幸せ。

これから移住される方へのアドバイス
亜矢子さん）
都会のスピード・感覚でいたら、
つんのめります。
最初の２、
３年は
心をスローにして、まったりペースを意識したほうがいいかもです。
豊さん）
土佐清水は食材・ロケーションが充実していて、
可能性大だと思います。
飲食店も増えたらいいな。サーファーの人は、ぜひうちの店に寄って！
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◎移住者インタビュー

大好きなサーフィンと
山での仕事で、年中真っ黒。
元気にやってます！

I

I-TURN

【I ターン】●林業 高元重治さん

◉移住 DATA

移住を考えはじめたきっかけ

高元重治さん
（長崎県出身）

普段は湘南で波乗りをしていましたが、
小笠原など水がきれいで人も少ない

Shigeharu TAKAMOTO

ところへ行くと、やっぱりいいな、と。人と争ったりするのも苦手で将来は

家族構成／一人暮らし
移住時期／2015 年8月
前
職／長崎の高校を卒業後、
大手光学
機器メーカーに就職。
神奈川や
大分などの工場で半導体の製
造に従事。

田舎でゆっくり、
生活の一部にサーフィンがある暮らしをしてみたいと考える
ようになり、移住フェアなどで情報を集めていました。

土佐清水を選んだ理由
高知には全く縁がなかったのですが、移住フェアで何気なく土佐清水の
ブースに立ち寄った時、
移住相談員の方たちがとても話しやすく、
好印象を
持ちました。
お試し移住の際も親切にしていただいて。
その宿で漁業研修に
来ていた移住者と仲良くなり、今でも一緒に釣りに行きます。

移住してからのこと
会社を辞めてからも神奈川に居ましたが家賃も高いので、先に土佐清水に
移住してから就活しました。今の家は家賃１万円。目の前は海です。一次
湘南で暮らしたことがきっかけで 20 歳から始
めたサーフィン。
日曜以外にも仕事終わりや雨で
現場が休みになった日には大岐の浜へ。

産業に就きたかったし、
年齢的にも挑戦するなら今だと思いました。
林業就
業支援講習を経て、森林組合に所属。日曜と雨の日以外は山で仕事です。

よかったこと、
苦労したこと
海に入っている時にあらためて、きれいだな、いいなと実感します。行きた
いところに出かけるのではなく、そこに住んでいる。贅沢なことだと思い
ます。収入は神奈川時代の半分以下ですが、ストレスはありません。山では
ひよっこ。新人もいいところ。ヒイヒイいいながらやってます。

これから移住される方へのアドバイス
移住を鍋に例えた人がいるんです。
カレーを作った鍋でおでんを作る時、
もし鍋にカレーが残っていたら、
味も香りも混じって失敗ですよね。
それと
同じで、以前の会社でのことや都会の常識でいっぱいの鍋は、一度洗った
ほうがいいと思います。土佐清水人としては『新人』ですもんね。
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U

◎移住者インタビュー

住んでよし、遊んでよし、
U-TURN
子育てにはもちろんよし！
もう都会では暮らせません。
【U ターン】●障害者共同作業所支援員 久寿 光さん

◉移住 DATA

移住を考えはじめたきっかけ

久寿 光さん
（土佐清水市出身）

音楽で食っていこうと、
東京で夢を追って生きてきましたが、
そろそろ30歳も

Hikaru KUSU

見えてきて
「この先どうしようか」
と考えていた矢先に父の癌がみつかりました。

家族構成／ 4人
（久寿さん夫妻・子供2人）
＋3人目がもうすぐ誕生
移住時期／ 2009年8月
前
職／四万十市の福祉系専門学校を
出て、
同市の老人施設で１年働い
た後、
プロのミュージシャンを
目指し、
大阪や東京で活動。
Ｕター
ン後すぐは市役所の臨時職員と
して有期雇用。

弟も九州でしたし、
一人で看病をしていた母の痩せ衰えた姿に
「音楽を諦めて、
帰ろう」
と決意。28歳で土佐清水に帰ってきました。

都会から戻って感じたこと
大阪時代から交際していた彼女と入籍し、
すぐ妊娠。
土佐清水に帰ってから
人生が慌ただしく動き出した感じです。
母の食事療法のおかげか父は元気に
なりました。
東京では人間関係もあっさりなので、こっちに戻って人との
距離感や田舎ノリに慣れず困りました。清水弁も下手になってたし（笑）

移住してからのこと
今の職場は、障害のある人が軽作業などを通して、社会にとけ込みながら、
常時雇用を目指すための作業所です。
研修にも行かせてもらっていますが、
日々学ぶことだらけです。
東京から帰って時間の流れ方の違いを感じました。
休日にすることがないと手持ちぶさたかと思い、新しい趣味も始めました。
この日は長男と加久見で川遊び。ゲームは禁止
にはしていないが、2 人の子供たちは体を動か
して遊ぶことが好き。川ではカニも獲れる。

よかったこと、
苦労したこと
子供と遊ぶ以外には、
休みにスケボーやＢＭＸもやってます。
方向性が合う
相方さえいれば、
また音楽もしたいですね。
住んだり、
遊んだり、
子育てする
には土佐清水が最高！そこはゆるぎないです。都会は暮らすのではなく、
遊びに行くところ。とかいって、帰ってから一回も行ってませんが。

これから移住される方へのアドバイス
特にＵターンの人は「都会から帰ってきた人は、気取ってると思われたら
どうしよう」
とか余計なことを考えがち。田舎だから計算して動く人はほ
とんどいないし、言葉に裏がない。それを都会生活が長いと忘れるようで、
土佐清水の感覚に戻るのには少し時間が必要かも。でも焦らんでえいで！
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◎移住者インタビュー

長く使っていくうちに
自分だけの風合いになる。
柿渋染めの魅力を世界へ。

U

U-TURN

【U ターン】●ユルクル［柿渋染め工房］
弘瀬剛敏さん
小川いずみさん
◉移住 DATA

移住を考えはじめたきっかけ

弘瀬剛敏さん
（土佐清水市出身）

弘瀬さん）
都会の生活に憧れて土佐清水を離れたのに大阪生活が１年過ぎる

小川いずみさん
（土佐清水市育ち）

就職しました。
ウェブの仕事ならどこでもできますから。
東日本大震災で都会の

Taketoshi HIROSE

Izumi OGAWA

工房構成／2 人（弘瀬さん・小川さん）
＋犬 1 匹 + 鳥 1 羽
移住時期／弘瀬さん：2012 年 11月
小川さん：1997 年 6月
前
職／弘瀬さんは地元の高校を卒業後、
大阪の専門学校に進学。
東京や
大阪でウェブデザイナーとして
活躍。小川さんは高校卒業後、
高知市の会社でOLに。
22歳で
土佐清水に戻ってからは医療事
務や経理をしてきた。

頃には、
故郷に帰りたかったです。
当時急成長中のネット業界に未来を感じ、
脆さを痛感し、
具体的に移住を考えるようになりました。

都会から戻って感じたこと
小川さん）
横須賀生まれで小３までは大阪でしたが、
土佐清水への引越が本当に
うれしくて。
子どもながらに山川海に囲まれ
「ここは天国だ♪」
と思いました。
弘瀬さん）
田舎では自宅兼事務所とかフリーランスが身近ではないので、
つい最近まで親戚や近所の人に引きこもりだと思われていました（泣）

移住してからのこと
小川さん）
生地屋さんで柿渋のカバンに一目惚れ。
「自分で作れないかな」
と
手順を調べたらとてもシンプルで。2 012 年 11 月から趣味で柿渋染めを
はじめました。
たけくん
（弘瀬さん）
のカバンを作ったのが作品第一号。
それが
好評で 2013 年１月にはＨＰや faceboo k ページを立ち上げました。

よかったこと、
苦労したこと
弘瀬さん）
最初の販売は価値観の合う知り合いから始り、
少しづつ拡げるために
ユルクルは柿渋染め雑貨の企画・制作ユニット。
バッグは現在納品まで約２カ月待ち。人気は日
本に留まらず注文の 30％は海外から。
●ユルクル HP

http://yurukuru.com/

どの顧客層へアプローチするか考え絞り、
オンラインショップを立ち上げました。
小川さん）昔から手仕事は大好きでしたが、まさか仕事にできるなんて。
染め直しや修理を通して、お客様と長くおつきあいができて幸せです。

これから移住される方へのアドバイス
小川さん）
土佐清水市には
「お金では買えない、
見えないモノ」
があります。
できれば
3回は来て見てください。
生活=仕事、
生きる=働くをイメージすると良さそうです。
弘瀬さん）
移住する前に情報交換できる同世代の住民と話ができればベストで
すね。自然豊かなので、モノづくりする人にもいい場所です。
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写 真 で 見 る 土 佐 清 水 のくらし

TOSASHIMIZU

LIFE

あしずり港

大岐の浜

見残し海岸

唐人駄場

星空

鹿島神社大祭＿漁の安全と大漁を祈願して、数十隻もの漁船が清水港を走る姿は壮観です（毎年２回／ 2 月と 10 月の第３日曜）。

21

あしずりまつり＿８月上旬開催。あしずり音頭に合わせ、たくさんのチームが踊る様子は華やか！約１万発の花火は一見の価値あり。
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宗田節の日干し＿燻した宗田節の水分を蒸発させるために天日干しをします。節工場が点在する土佐清水らしい風景のひとつです。
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清水さば＿土佐清水が誇るブランドさば。足摺岬沖は潮流が早く、餌が豊富なので身がぷりぷりと引き締まり、脂がのっています。
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仕事探し支援

土佐清水での仕事探し・開業、
親身になってサポートします。

漁師 になりたい！
新たに沿岸漁業に就く人に
市内で新たに自営の沿岸漁業に就く50歳未満の方を支援
する制度『漁業就業者定住促進対策』があります。

（1）長期研修 1 年以内、月額 15 万円以内を補助

企業 に勤めたい！

お店 を始めたい！

市内の求人情報を公開

空き店舗対策事業（起業支援制度）

ホームページでの閲覧が可能です。

商店街などの空き家を活用して小売業や飲食業、サービ
ス業を出店する方に店舗改装費の補助を行っています。

■土佐清水市トップページ ▶移住情報 ▶仕事情報

◉求人が多い業種・職種
・医療関係（看護師など）
・保育福祉関係（保育士、
介護スタッフ、
運転手、
ケアマネなど）
・観光業（接客、調理など）

補助対象経費の 3 ／4 以内
（ 県・市補助金の上限 計 150万円）
※消費税は対象外

▶詳細は市の観光商工課商工係まで
TEL 0880-82-1115

※研修後 1 年間は月額 15 万円の補助延長あり

（2）中古船リースに対する補助
（3）漁業体験研修制度（3〜7 日）
▶詳細は市の農林水産課水産係まで
TEL 0880-82-1114

◎土佐清水で水揚げされる主な魚種
・清水さば ・メジカ ・カツオ ・スマガツオ ・ハガツオ
・ビンタ ・イセエビ ・ブリ ・レンコダイ ・アジ

農業 をやりたい！

◎土佐清水で生産される主な農作物
●米
●ナス
●トマト ●オクラ
●きゅうり ●ぽんかん ●小夏
●マンゴー

就農して自立したい人に
市内で新たに自営の農業を始める 50 歳未満の方が利用
できる支援制度
『新規就農研修支援事業』
があります。

就農前の実践研修期間（6 カ月〜2 年以内）に
月額 15 万円以内を補助
▶詳細は市の農林水産課農業係まで
TEL0880-82-1114

◎研修で作れる農作物 ・きゅうり
求人広告を土佐清水市役所 1 階ロビーにも
貼り出しています。

中央町商店街

市街地

住宅情報

都会では考えられない、驚きの個性派物件がずらり！
ＨＰに掲載中の物件を一部ご紹介！

住宅探しをお手伝いします！
移住相談員にご相談ください。

土佐清水市 最新空家情報

スマホは
こちらから

釣りやサーフィンが好きな方は海岸近く、
逆に津波や浸水などがご心配な方は高台の物件を、
といったようにご希望に沿って物件を探します。
どんなことでもお気軽にご相談ください。

土佐清水公認
キャラクター

※過去のご成約例で、最新情報ではありません。

▶ 海近物件！釣り好き＆サーファーに！

宗田ぶっしー君

駅がないので駅近物件こそございませんが、
海の近くや広い庭付き・畑付きなども！※
詳しくは「最新空家情報」をご覧ください。

HP では間取りや設備について、賃貸条件などの詳細も載っています。ぜひチェックしてみてください。
※ガイドブック掲載時の情報ですので、既にご成約済みの場合があります。

2階から海が見えます！

サーフスポットまで徒歩 5 分！
［物件 No.H2913］土佐清水市 布
◎間取り＿2DK ◎家賃＿0.5 万円／月

［物件 No.2611］土佐清水市 養老
◎間取り＿5K ◎家賃＿2.5 万円／月

漁港まで歩いていける！
［物件 No.R0114］土佐清水市 下ノ加江
◎間取り＿4DK ◎家賃＿2.5 万円／月

▶ 家賃を安くおさえたい人に朗報！

近くに鮮魚が買える直販所！
［物件 No.H3011］土佐清水市 窪津
◎間取り＿4DK ◎家賃＿1.5 万円／月

平屋で単身におすすめ！
［物件 No.R0104］土佐清水市 大津
◎間取り＿4K ◎家賃＿1.5 万円／月

海も近く、見晴らし良し！
［物件 No.H2816］土佐清水市 大浜
◎間取り＿5DK ◎家賃＿1 万円／月

▶ 広い敷地で、
のびのび暮らそう！

安くて広い！そして海も近い！
［物件 No.H3023］土佐清水市 窪津
◎間取り＿6DK ◎家賃＿2 万円／月

畑、
車庫、
倉庫あり！土地108 坪！
［物件 No.H2918］土佐清水市 下川口
◎間取り＿6DK+ 倉庫 + 車庫 ◎家賃＿2.5 万円／月

地下収納あり！
［物件 No.H3022］土佐清水市 下川口
◎間取り＿6DK ◎家賃＿3.5 万円／月

▶市街地に近い便利物件！

日当たりも良好！便利な立地！
［物件 No.H3024］土佐清水市 元町
◎間取り＿2DK ◎家賃＿3万円／月

上野地区

歩いて買い物に行ける！

近くに病院あり！

［物件 No.H3015］土佐清水市 元町
◎間取り＿2DK（集合住宅） ◎家賃＿3.5 万円／月

［物件 No.R0201］土佐清水市 越前町
◎間取り＿1LDK（建物2階のみ） ◎家賃＿5.5万円／月

※2020 年 8 月現在の物件情報です。家賃等の変更や契約済になっていることもございますので、ご了承ください。
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子 育 て・高 齢 者 支 援

お試し移住施設

０歳児から児童・学生、高齢者が

本格移住の前に『お試し移住』を。
住まい・仕事探しの際にもぜひ。

元気に暮らせる土佐清水へ。
◎子育て支援

STEP まずは、土佐清水を知ろう！

1

短期お試し移住施設「じんべえ館」

高校生以下のお子様は医療費無料！

【利用可能期間】1日〜1ヵ月

０歳児〜高校生以下のお子様の医療費（通院・入院）
の病院窓口での負担が無料です。
※一部負担あり

土佐清水市への移住を検討されている方
利用条件
（1 名でも利用可）
定

料

員

金

付 属 品

最大４組
※トイレ・お風呂・洗面所・キッチンは共同です。
1〜6 日

1,040 円／日（光熱水費含む）

7 日以上

基本料 2,820 円
使用料 360 円／日
光熱水費 200円／日

紙おむつ代などを年額48,000円分補助！
市の指定する販売店で使用できる購入券（年額 48,000 円分）を支給します。
※令和 2 年度 4 月 1 日以降に生まれた 1 歳に満たないお子様と同居し、

養育している方が対象

洗濯機、自転車、テレビ、エアコン、電子レンジ、
掃除機、炊飯器、コンロ

奨学金を無利子で貸与！

※料金はすべて 1 名あたりの金額。
ご家族で利用の際は中学生以下無料。
※敷地内はペットとの滞在ができません。
（介助犬を除く）
※アメニティ類（歯ブラシ、石鹸、シャンプー、タオル、
ドライヤーなど）はありません。
※建物内は全面禁煙になっています。
（お香など含む）

STEP

2

高校・短大・専修学校・大学への進学を希望している生徒に、無利子の奨学金をご用意。
● 高校生／月額 13,000 円以内
● 短大・専修学校生／月額 30,000 円以内
● 大学生／月額 40,000 円以内

転入学の際には学用品費などを援助！

移住に向けて、
じっくり滞在！

中長期型お試し移住施設
【利用可能期間】１カ月単位（最長６カ月）
利用条件
員

最大 2 組（家族ごとに 1 戸利用）

料

金

30,000 円／月（駐車場、光熱水費、回線使用料含む）
※上記は一戸あたりの金額

付 属 品

Wi-Fi
完備！

土佐清水市への移住を希望する方
（2 名以上のご家族。単身は不可）

定

ガスコンロ、電気炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫、
液晶テレビ、エアコン、洗濯機、掃除機、
オーブントースター、自転車

※固定電話はつながっていません。
※敷地内はペットとの滞在ができません（介助犬を除く）
※寝具類はありませんので、各自でご用意ください。
※建物内は全面禁煙になっています。
（お香など含む）

子育ての相談事業も充実！
（1）子育て支援センターを開設
（2）新生児家庭訪問事業
（3）一時保育の実施

◎高齢者支援
いきいきサロン

＊いきいきサロン実施地区／48地区（2020 年 4 月現在）

1 土佐清水市役所 企画財政課 地域づくり支援係にお電話ください。空室状況の確認と仮予約ができます。
TEL 0880-82-1181（平日 9 時〜 17 時）

運動教室

※中長期型お試し移住施設利用の方には、申請書の審査後に利用許可証を発行。
利用料金については、窓口で建物賃貸借契約を締結した後、前納（利用月数分）をお願いしております。

3 利用当日に土佐清水市役所 企画財政課 地域づくり支援係へお越しください。
鍵のお渡しなどの手続きがあります。
※じんべえ館利用の方はこの時に料金をお支払いください。

日用生活用具給付

※
＊
誰でも参加できる憩いの場です。
地区ごとに集まって食事、
花見、 心身機能が低下している方、一人暮らしの高齢者の方などに
スポーツ、園児交流、健康体操などを行っています。
電磁調理器・火災警報器・自動消火器を給付しています。

お申し込み方法はこちら！
2 利用申込書などの書類を送付いたします。ご記入の上、身分証明書のコピーを添付し提出してください。
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土佐清水市内の小・中学校へ転入された際には、
学用品費などの就学援助あり。

筋力向上や維持を目的にした椅子に座ってする運動です。
歩いて
参加できる場所で開催。地域での健康づくりを支えます。

緊急通報体制支援
※

対象となる方たちが安心して生活できるよう、
急病や火災など
の万が一に備え、
緊急通報装置を貸与しています。
※対象者の詳細はお問い合わせください。

配食サービス
一人暮らしなど見守りの必要な方に、ご自宅に昼食をお届け
しています（週 5 日以内／申請には条件があります）。

32

四万十市
宿毛市

生活情報

市野瀬

三原村

立石

四国の先っちょにありますが、
想像よりも意外と便利なんです！

321
布
下ノ加江

土佐清水市

保育所・学校

久百々

Tosashimizu City
上野

きらら清水保育園

三崎保育園

下川口保育園

足摺岬保育園

下ノ加江保育園

しみず幼稚園

斧積

大月町

横道

大岐

益野
以布利

宗呂

清水小学校

三崎小学校

下川口小学校

足摺岬小学校

幡陽小学校

竜串
321 下川口

下ノ加江小学校

三崎

窪津
松崎

養老
市街地

貝ノ川

中浜

大津

大谷

大浜

叶崎
清水中学校

津呂

清水高等学校

足摺

松尾

おもな食料品店

おもな医療施設

渭南病院

松谷病院

土佐丹羽クリニック 足摺病院

あしずり岬診療所

かずクリニック

おもな小売り店

サニーマート

プラザパル

窪津大漁屋

コーナン

コメリ

ローソン

スーパーストア
みやむら

えぶりでい
キッチン

セイムス

コスモス

ハマート

おもな公共機関
※市内に 4 店舗

土佐清水市役所

中村警察署
清水警察庁舎

中央公民館

市民文化会館
くろしおホール

市民図書館

ジョン万次郎
資料館

道の駅
めじかの里

移住に関するお問い合わせ

遠いだけのことはある!?
移住する人が増えてます！
「手つかずの自然が残る土佐清水」
とお伝えしているので、
生活しにくいと誤解されるかもしれませんが、
スーパーやド
ラッグストア、
ホームセンターもあり、
病院も近くて安心です。
移住者も増えており、移住者交流会なども実施中。まずは
土佐清水に来てみてください！

おもな金融機関

※市内に 2 店舗

土佐清水移住ムービー

しみずじかん
にて公開中。
しみずじかん

◎お問い合わせ先
四国銀行
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高知銀行

幡多信用金庫

高知信用金庫

郵便局

※市内に19 局（簡易郵便局含む）

土佐清水市 企画財政課 地域づくり支援係 TEL 0880‒82-1181
HP ／土佐清水市トップページ▶移住情報
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