
木 金 土

1 2 3
成人式【村民会館】

13:00～15:00

プール営業時間

12:00～17:00（16:00受付終了） プール営業時間 プール営業時間

日 月 火 水 プール村内65歳以上無料 12:00～17:00（16:00受付終了） 12:00～17:00（16:00受付終了）

4 5 6 7 8 9 10

役場仕事はじめ 始業式【幼・小・中】 新春タコの山のぼり

人権･行政相談 【役場集合】9:45

【村民会館】10:00～15:00

プール営業時間

10:00～20:00（19:00受付終了） てんぷら油収集日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

11 12 13 14 15 16 17

芸西村交通安全の日 ほっとママクラブ 凧あげ大会
【保育所】10:00～11:30 【和食川河口導流堤】

13:00～

特別収集日 プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

18 19 20 21 22 23 24

県民交通安全の日

乳児健診【保健センター】
13:00集合

小学校体験入学
【小学校】 プール村内小中学生無料 プール女性サービスデー

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

25 26 27 28 29 30 31
心配ごと相談所 小学生親子スキー教室

【保健センター】 【大山スキー場】

10：00～12：00/13：00～15：00

プール村内小中学生無料

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

3

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
　　国保税第7期 ほっとママクラブ

　　村県民税第4期
【保育所】10:00～11:30

　　介護保険料第7期

後期高齢者医療保険料
第7期 プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

8 9 10 11 12 13 14 17

芸西村地区対抗駅伝大会 消防初午駅伝

14:00スタート 15:30スタート

てんぷら油収集日

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

15 16 17 18 19 20 21

芸西村交通安全の日 ほっとママクラブ 小学校入学説明会【小学校】 県民交通安全の日 一日参観日
【保育所】10:00～11:30 参加日・PTA総会【幼稚園】 学習発表・昔遊び

一日入園10:00～11:30
【小学校】

入園説明会14:00～15:45

【幼稚園】 プール村内小中学生無料 プール村内65歳以上無料

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ ビン・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

22 23 24 25 26 27 28

小学校代休 1歳6ヵ月・3歳児検診 心配ごと相談所 入所説明会０歳児 入所説明会1～3歳児
【保健センター】受付12:45～13:00

【保健センター】 【保育所】13:30～ 【保育所】9:30～ 　　  国保税第8期
10：00～12：00/13：00～15：00

  固定資産税第4期

  介護保険料第8期

 後期高齢者医療保険料

プール村内小中学生無料 プール女性サービスデー                  第8期

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ 　カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

芸西病院

３３－３８３３

宇都宮内科
３２－０５００

森澤病院

３４－１１５５

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

高齢者
給食サービス

図書館

ふれあいセンター

ほっとハウス
開館１月5日～

納期限

森澤病院

３４－１１５５

急病時の対応を相談するならこうちこども救急ダイヤル＃８０００
または、０８８－８７３－３０９０までご相談ください。
●受付：365日 夜8時～深夜1時

お近くに受診できる医療機関がない場合は
高知県救急医療情報センター０８８－８２５－１２９９
診療が必要と思われる場合は急患センターへ
高知市平日夜間小児急患センター
０８８－８７５－５７１９
高知市休日夜間急患センター
０８８－８７５－５７１９

海水健康プール芸西
年末年始の営業時間のお知らせ
12月30日（火）≪定休日≫
12月31日（水）12:00～17:00（16:00受付終了）

1月 1日（木）12:00～17:00（16:00受付終了）
1月 2日（金）12:00～17:00（16:00受付終了）
1月 3日（土）12:00～17:00（16:00受付終了）
1月 4日（日）から通常営業

〇ご注意ください〇

平成27年2月までの営業時間は

午後8時（午後７時受付終了）となっています

◆児童相談◆

毎週木曜日
保健センター２階

9:00～12:00

１２月１０日（水）～１月９日（金）まで

年末年始の交通安全運動

納期限納期

3月2日
納期限

森澤病院

３４－１１５５

森澤病院

３４－１１５５

EAST･マリン･
クリニック
34-000３

森澤病院

３４－１１５５

まつうら内科

消化器科

３５－８１２７

芸西オルソクリニック
33-3503

森澤病院

３４－１１５５

芸西病院

３３－３８３３

安芸クリニック
３５－3575



村営住宅入居者について下記のとおり募集します。

   村松団地  芸西村和食甲２１０番地１

1戸　（6号室）

７９．５㎡（４ＤＫ）

所得によって決定となります

平成２７年１月５日（月）から

平成２７年１月１９日（月）まで

①所得が一定の範囲未満である方
②自ら居住するために住宅を必要とする方
③入居者及び同居者、連帯保証人に税の滞納
がない方
④入居者及び同居者が暴力団員でない方

募 集 受 付 期 間

場 所

募 集 戸 数

１戸当りの居住面積

家 賃

申 込 資 格

平成27年

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

総
務
課

☎
0
8
8
7
‐
3
3
‐
2
1
1
1

農林業センサス
にご協力お願いいたします

農林業センサスは我が国農林業の生産構造、就業構造

を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、

農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、

提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。平成27年

2月1日を基準日に農林業センサスの調査を実施します。

ご理解とご協力をお願いいたします。

～村民の皆様へ～
統計調査を行う際は、「統計調査員証」を携帯した統計調

査員が、調査対象の方に直接お会いし、統計調査の説明

を行います。電話で家族構成や収入、年金、預貯金の状況

などを聞き出すような調査を行うことはありません。また、統

計調査をかたって個人情報を聞き出すことは法律で堅く禁

じられていますので、質問内容には答えないようお願いしま

す。

統計調査をかたる不審な電話や訪問がありましたら、県庁

統計課や役場企画振興課統計係までご連絡いただきます

ようお願いします。

❑お問合わせ先／保健センター ☎33-4156

村営住宅入居者募集

❑お問合わせ先／経済建設課 住宅係 ☎33-2113

❑お問合わせ先／企画振興課 統計係 ☎３３－２１１４

高知県 総務部 統計課 ☎088-823-9343

平成26年度

高齢者肺炎球菌定期接種

高齢者肺炎球菌の定期接種は

３月３１日（火）までに受けましょう！！

芸西村在住の高齢者肺炎球菌定期接種対象の方は、無料か

2,000円のご負担で予防接種を受けることができますが、役場での予

診票の発行が必要です。

下記の年齢の方が対象者ですが、接種期間は年度末までと限られ

ています。年度を過ぎると接種料金が高くなる場合があります。また、

病院への予約が必要な場合が多いので定期接種対象者で接種をご

検討の方は、年度内に接種できるように役場でのお手続き・病院への

予約をお早めにお願いいたします。

◎定期接種対象年齢◎

年度内に満65才 S24.4.2～S25.4.1

満70才 S19.4.2～S20.4.1

満75才 S14.4.2～S15.4.1

満80才 S 9.4.2～S10.4.1

満85才 S4.4.2～S5.4.1

満90才 T13.4.2～T14.4.1

満95才 T8.4.2～T9.4.1

満100歳以上 T4.4.1以前の誕生日

林業退職金共済綱度(林退共)
からのお知らせです。

林業の仕事をしていたことがありませんか？

林退共制度に加入していたが、退職金をまだ受け取っていない方

を探しています。以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退共へ

加入していたか分からない方についてもお調べいたします。

また、罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対し、各種手

続(共済手帳の紛失、退職金の請求等)の必要が生じた場合はできう

る限りの範囲において速やかに対応したいと考えておりますので、最

寄の支部又は本部へお問い合わせ、ご相談下さいますようお願いい

たします。

❑お問合わせ先／

独立行政法人勤労者退職金共済機構

林業退職金共済事業本部

〒170-8055

東京都豊島区東池袋1-24-1ニッセイ池袋ビル

電話03-6731-2887 FAX03-6731-2890

・詳しくはホームページでもご案内しております。

http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.ip/

平成27・28年度の

建設工事等指名競争入札

参加資格並びに登録申請について

【参加資格】

■入札参加資格

1 建設工事等の競争入札に参加できる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の

23の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査（経営事項審査）を受けていること。

※ただし、村内業者については経営事項審査を受けていなくても可とする。

2 建設コンサルタント、役務及び物品等の競争入札に参加できるものは、営業に関し法律

上必要とされる資格を有すること。

■入札参加資格の有効期間

平成27年4月1日から平成29年3月31日(2年間) 

【受付期間、提出先及び方法】

■受付期間

1 平成27年1月5日(月)から平成27年2月27日(金)まで

ただし、持参の場合は閉庁日（土曜日、日曜日、休日）を除く午前8時30分から 午後5時ま

でとする。

2 提出期限後は随時受付しますが、審査の期間を要するため、名簿登録には受付後、数

日を要します。

■提出先及び問い合わせ

芸西村役場 総務課 管理係

〒781-5792 高知県安芸郡芸西村和食甲1262番地

電話 0887-33-2111 FAX 0887-33-4035 メールアドレス soumu@vill.geisei.kochi.jp

■提出方法

1 提出方法は、持参又は郵送とします。

2 複数の業種を申請する場合は、同時提出でお願いします。

3 用紙はA4サイズで、クリップ留等で提出をお願いします。（ファイル綴じ不要）

4 郵送により申請を行われる方で、受付票の返送を希望される場合は、返信用封筒を同

封してください。

【提出書類】

競争入札に参加する資格を得ようとする者は、次の申請書類を提出してください。

申請書類については、芸西村公式ホームページ（http://www.vill.geisei.kochi.jp/）または、

芸西村役場：総務課に備え付けてあります。

※なお、申請書類については、記載内容が村指定様式に準じていれば、他の官公庁へ提

出した様式でも可とします。（ただし、添付書類は省略不可）

【登録期間中における変更事項】

申請登録された内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください．


