
金 土

1 2
ちいさなおはなし会

【図書館】10：00～

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9
24節季 啓蟄（けいちつ）

粗大ごみ持込 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

10 11 12 13 14 15 16
地籍調査閲覧最終日 よろず相談会 ほっとママクラブ 中学校卒業式 ヘルシー食堂・食育教室 芸西村交通安全の日

【村民会館　和室】 【村民会館】13：00～17：00 【保育所】10：00～11：30 【体育館】9：30～ 【福祉館】10：00～

9：00～17：00 人権・行政相談

【村民会館】10：00～15：00

てんぷら油収集日

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

17 18 19 20 21 22 23
幼稚園卒園式 県民交通安全の日 春分の日 幼・小・中修了式

【幼稚園ホール】10：00～ 小学校卒業式

乳児健診【村民会館】 【体育館】9：30～11：00

受付12：45～13：00

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ 可燃ごみ・生ごみ

24 25 26 27 28 29 30
保育所修了式 看取りについて考える講演会 県議会議員選挙 県議会議員選挙

10：00～ 【村民会館】14：00～15：00 告示日（予定） 期日前投票
オリンピック・パラリンピック 心配ごと相談【村民会館】 3/30～4/6（予定）

10：00～12：00/13：00～15：00 【村民会館】8：30～20：00

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

31
げいせい桜まつり
【桜ヶ丘公園】10：00～14：00

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
24節季 清明（せいめい） ちいさなおはなし会

保育所入所式 【図書館】10：00～

9：30～

日 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

7 8 9 10 11 12 13
県議会議員選挙 幼・小・中 始業式 春の体力測定 お弁当の日 春の体力測定 春の体力測定

投票日（予定） 幼稚園入園式  9：30～ 【長谷寄ふれあい】10：00～ 【幼稚園・小学校・中学校】 【和食ふれあい】10：00～ 【琴ヶ浜ふれあい】10：30～

7：00～18：00 小学校入学式13：30～

中学校入学式10：00～ てんぷら油収集日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

14 15 16 17 18 19 20
芸西村交通安全の日 春の体力測定 24節季 穀雨（こくう）

春の体力測定 【あったかふれあい】13：30～

【馬ノ上ふれあい】10：30～

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

21 22 23 24 25 26 27
県民交通安全の日 心配ごと相談【村民会館】 ヘルシー食堂 春の体力測定

10：00～12：00/13：00～15：00 ロコモ予防教室 【ほっとハウス】10：30～

春の体力測定 【福祉館】10：00～

【瓜生谷コミセン】10：30～

粗大ごみ持込　 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

28 29 30
昭和の日 国民の祝日

特別収集日

可燃ごみ・生ごみ

軽自動車税 全期
固定資産税 前納・第1期

高齢者給食
サービス

津田クリニック
３４－１１９５

芸西オルソクリニック
３３ー３５０３

高齢者給食

納期限
5/7

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

尾木医院
３４－３１５５

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

毎週 火曜日

【村⺠会館２階】

まつうら内科消火器科
３５－８１２７

４月の休日在宅当番医の
掲載について

未定のため、3月25日発行
の広報げいせい4月号へ
掲載します。

第12回ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
3/15～17 【土佐カントリークラブ】

第12回ヨコハマタイヤ

ゴルフトーナメント

フラッグ展示

高齢者給食
サービス

高齢者給食
サービス

【村民会館1Fロビー】

9：00～16：30

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

春の体⼒測定
ロコモ予防教室

修学旅行【中学校】4/23～4/26

国保被保険者証
交換開始

津波情報緊急速報
メールテスト配信

14：00～

お問合せ

地域包括支援センター

33-2245（松浦）

10:00〜12:00

13:00〜15:00

◆児童家庭相談◆

4/27～5/6まで

・官公庁休み

休館施設
・各ふれあいセンター
・ほっとハウス
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試験日

4月20日～24日
（いずれか1日を指定されます。）

募集種目

予
備
自
衛
官
補

一般

技能

資　　格

18歳以上34歳未満の者

18歳以上で、保有する国家免許資格等により、
53～55歳未満の者

受付期間

1月7日（月）～4月12日（金）
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集
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●高知労働局では、県内すべての労働者に適用される「高知県最低賃金」

を改正し、平成３０年１０月５日から施行することとしました。

この決定により、平成３０年１０月５日以降分として

労働者に支払う賃金は、

1時間 ７６２円以上としなければなりません。

近年、荒廃した状態で放置されている空き地・空き家につい

て問題になっており、村に相談が寄せられています。

空き地・空き家を放置しておくと、伸びた雑草が害虫の発生

を助⻑したりゴミの投げ捨ての原因となります。また雑草が枯

れてくるとタバコのポイ捨て等に伴う火災の発生も心配されま

す。このほか空き家では知らないうちに猫が住み着く事もあり

ます。さらに荒廃した状態で放置しておくと倒壊のおそれも出

てきます。

住みよい環境づくりのため、空き地・空き家の所有者の方は、

定期的な草刈等、保安上又は衛生上の適切な管理をおねがいし

ます。

◆お問合せ

土木環境課 担当：池田豪

☎33-2155 最低賃金改正のお知らせ

安芸都市計画公園（９・６・１号安芸広域公園）の

都市計画原案についての縦覧、説明会、公聴会のお知らせ

高知県では、安芸都市計画公園（９・６・１号安芸広域公園）の変更について、

下記のとおり都市計画原案の縦覧、説明会及び公聴会を開催しますのでお知らせします。

＜都市計画（原案）の縦覧＞

■縦覧期間

平成31年４月１日（月）～平成31年４月15日（月）

午前８時30分～午後５時

※土曜日及び日曜日を除く

■縦覧場所

芸西村土木環境課（庁舎２階）

安芸郡芸西村和食甲1262

公述申出書の提出先及びお問合せ

■公述申出書の提出先 高知県知事あて

■お問合せ 高知県土木部都市計画課 計画担当

〒780-8570 高知市丸ノ内１－２－20

☎088-823-9846

2019年度

農作物の残さ等については農業者が責任をもって適正に処理する

必要があります。

ほ場内に野積みして放置してしまうと、腐敗による悪臭の原因や

景観を損なうことにもなり、周辺住民や通行人に不快な思いをさせ

ることになります。なお、山林や河川などへの廃棄は、不法投棄と

なりますので絶対にやめてください。出来るだけビニールシートな

どを被せて腐熟を進めて堆肥としての利用や、土壌にすき込むこと

で土づくり資材として利用するように努めてください。

なお、ごみとして排出する場合は、事業系一般廃棄物となり家庭

ごみとして出すことはできません。許可を受けた業者に処理を委託

するか、農業者自らが処理をする場合は法律を守って出す必要があ

ります。詳細については、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

～農作物の残さ等を適正に処理しましょう～

お問合せ

土木環境課 担当：池田 豪

☎33－2155

予備自衛官補制度とは、一般社会人や学生の方を予備自衛官補として採用し、教育訓練修了後、予備自衛官として任用する制度です。

予備自衛官補に採用されると、一般の場合３年以内に５０日間、技能の場合２年以内に１０日間の教育訓練に参加し、必要な知識・技能を修得します。

①待遇等

(1) 身 分 非常勤の特別職国家公務員

(2) 手当等

教育訓練招集手当：日額7,900円（教育訓練参加日数分支給）

教育訓練招集旅費：教育訓練招集に応じて訓練に参加する場合、

自宅から教育訓練実施駐屯地までの交通費を支給

(3) 衣食住 ア 食 事：教育訓練招集間は無料支給

イ 宿 泊：教育訓練招集間は駐屯地内の宿舎に宿泊(無料)

詳しくは自衛隊高知地方協力本部 安芸地域事務所までご連絡下さい。

安芸市本町３丁目１１－５

電 話 ０８８７－３５－２７４９

E-mail kochi.pco.aki@rct.gsdf.mod.go.jp

＜説明会＞

■日時 平成31年3月13日（水）午後７時～（１時間程度）

■場所 安芸市防災センター 安芸市西浜190-1

＜公聴会＞

■日時 平成31年４月24日（水）午後７時～（１時間程度）

■場所 安芸市防災センター 安芸市西浜190-1

※公聴会に出席して意見を述べようとする方 （当該公聴会縦覧案件に関係する内容に限ります。）は、

平成31年４月 15日（月）までに、意見の要旨とその理由、住所、氏名を記載した書面（公述申出書）を

高知県知事あてに提出してください。郵送の場合は、当日必着とさせていただきます。

※公聴会で意見を述べようとする方がいないときは、公聴会は中止します。

公聴会を中止する場合は、県都市計画課及び安芸土木事務所ホームページでお知らせします。

②採用試験（内容）

(1) 共通（一般及び技能） 口述試験（面接）、適性試験、身体検査

(2) 一 般 筆記試験（国語、数学、理科、社会、英語、作文）

（3) 技 能 小論文

げいせい桜まつり
日時：3月31日（日） 10：00～14：00

場所：桜ヶ丘公園

お問合せ 芸西村桜まつり実行委員会（企画振興課）☎33-2114

◎最低賃金についてのお問合せ

高知労働局（賃金室）☎088-885-6024

または 各労働基準監督署へ

５月１日が天皇の即位の日として祝日とされたことから、４月２７日から５月６日の期間中は、多くの医療機関が休診となることが予想されます。

この期間中、救急医療を必要とする方が円滑に受診できるよう救急医療の適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。

〇この期間中に、いつも飲んでいる薬を切らさないように、事前に確認しておきましょう。

〇事前にかかりつけ医を受診するなどして、体調管理に努めましょう。

医療機関を受診されている方へ


