
水 木 金 土

1 2 3 4
天皇即位の日 国民の祝日 憲法記念日 みどりの日

ミニおはなし会 ミニおはなし会
【図書館】10：00～ 【図書館】10：00～

特別収集日

日 月 火 可燃ごみ・生ごみ

5 6 7 8 9 10 11
こどもの日 振替休日 ふくし懇談会 ふくし懇談会 ふくし懇談会 弁当の日 春の交通安全週間

24節季 立夏 【琴ヶ浜ふれあい】13：30～14：30 【和食ふれあい】13：00～14：00 【馬ノ上ふれあい】10：30～11：30 【幼・小・中】 5/11～20まで

交通安全村民会議 人権・行政相談

【村民会館】13：15～

特別収集日 部落長会　14：00～ 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

12 13 14 15 16 17 18
親子バス遠足 幼小合同避難訓練 芸西村交通安全の日 親子バス遠足

【幼稚園】 【小学校】 ほっとママクラブ 【保育所】

ふくし懇談会 【保育所】10：00～11：30

【長谷寄ふれあい】10：00～11：00 お口の教室
【瓜生谷コミセン】10：00～11：00

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

19 20 21 22 23 24 25
県民交通安全の日 24節季 小満 心配ごと相談所【村民会館】 犬の登録9：30～15：00 道徳参観日・弁当の日

お口の教室 お口の教室 10：00～12：00/13：00～15：00 狂犬病予防注射 【中学校】

【馬ノ上ふれあい】10：30～11：30 【和食ふれあい】10：00～11：00 ふくし懇談会 お口の教室
【ほっとハウス】10：30～11：30 【琴ヶ浜ふれあい】10：00～11：00

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 ビン類 可燃ごみ・生ごみ

26 27 28 29 30 31
乳児健診【村民会館】 お口の教室 お口の教室
受付12：45～13：00 【あったかふれあい】13：30～14：30 【ほっとハウス】10：30～11：30

お口の教室
【長谷寄ふれあい】10：00～11：00

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

土

1
ちいさなおはなし会

【図書館】10：00～

日 月 火 水 木 金

2 3 4 5 6 7 8
レクリエーション大会 24節季 芒種 参観日・引き渡し訓練

【ほっとハウス】10：30～11：30 【小学校】

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

9 10 11 12 13 14 15
弁当の日 栄養教室 離乳食教室 ヘルシー食堂

【幼・小・中】 【瓜生谷コミセン】9：30～12：30 【村民会館】10：00～ お口の教室

【福祉館】10：00～

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

16 17 18 19 20 21 22
　　　　芸西村環境の日 芸西村交通安全の日 栄養教室 県民交通安全の日 ほっとママクラブ 24節季 夏至

　　　　　　7：00～ 【あったかふれあい】10：00～12：30 レクリエーション大会 【保育所】10：00～11：30

高知大学公開講座① 【琴ヶ浜ふれあい】13：30～14：30

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

23 24 25 26 27 28 29
1歳6ヶ月・3歳児健診 心配ごと相談所【村民会館】 レクリエーション大会

【村民会館】 10：00～12：00/13：00～15：00 【馬ノ上ふれあい】10：30～11：30

30 受付12：45～13：00 栄養教室

レクリエーション大会 【琴ヶ浜ふれあい】10：00～12：30

【長谷寄ふれあい】10：00～11：00

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

津田クリニック
３４－１１９５

高齢者給食
サービスは
6月～9月は
お休みです

深谷内科
３３－２４０１

芸西オルソクリニック
３３－３５０２

◆児童家庭相談◆
毎週 火曜日

芸西病院
３３－２４０１

森澤病院
３４－１１５５

安芸クリニック
３５－３５７５

EASTマリンクリニック
３４－０００３

まつうら内科消化器科
３５－８１２７

宇都宮内科
３２－０５００

尾木医院
３４－３１５５つつい脳神経外科

３４－０２２１

森澤病院
３４－１１５５

芸西病院
３３－２４０１

森澤病院
３４－１１５５

尾木医院
３４－３１５５

おでかけバス臨時運行日

瓜生谷方面線 4/30（火）
西分乙方面線 5/２（木）

4・5月の10連休中の外来診療については【高知県医療政策課ホームページ（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/2019031200073.html)】をご覧ください。

お子さんについて
心配事はありませんか？

【村民会館２階】
10:00～12:00

13:00～15:00

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

高齢者給食
サービス

高齢者給食
サービス

修学旅行（6年生）【小学校】5/22～5/24

宿泊学習（5年生）【小学校】6/20・6/21

7月1日（月）

納期限

村県民税 前納・第1期

納期限 5/7（火）

固定資産税 前納・第1期

軽自動車税 全期

Jアラート
11:00～

レクリエーション大会
【和食ふれあい】10：00～11：00

【あったかふれあい】13：30～14：30

和食乙方面線 5/1（水）



住宅使用料

水道料

３,１００円　　注射のみ登録済の犬

日程

５月２３日（木）

１４：００～１５：００役場北側駐車場

新規登録 　６,１００円　　登録と注射

料　　金

１０：１５～１０：４５

第２香南くろしお園前 １１：００～１１：３０

馬ノ上ふれあいセンター前 １３：１５～１３：４５
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　９：３０～１０：００

場所

琴ケ浜ふれあいセンター駐車場

旧土佐あき農協長谷寄出張所

住宅新築資金 ６億４８８６万円

２億９９４２万円

４億２２３８万円
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犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ
犬は、生涯一度の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。都合のよい集合注射場所へ

是非お出かけください。

なお、犬の健康状態が心配な方や現在治療中の方は、掛かりつけの獣医師で接種してください。

高知県東部地域９市町村を管轄する安芸広域組合の租税債権管理機構は、滞納税金の厳正な徴収を目的として

平成２８年４月に発足しましたが、税に加えて村の全ての債権の回収をすることになりました。

安芸機構が税だけでなく全ての債権の回収を行います！

平成26年10月1日より高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種が定期接種になりました。

定期接種対象となるのは、お一人一生につき該当年齢の１年間のみです。

今年度対象の人は過去に定期（助成）接種を受けてない方が対象です。

なお、芸⻄村では、定期接種対象外となる70歳以上の方への助成も引き続き行っていますが、

村内の医療機関に限り接種可能となります。定期接種の方の自己負担額については下記を参考にしてください。

実施医療機関はインフルエンザの定期予防接種と同じですが予約が必要です。

◆犬はきちんとつないで飼いましょう
犬の放し飼いは「動物の愛護及び管理に関する条例」によって禁止されています。

お問合せ：土木環境課☎３３ー２１５５

フンの始末もよろしくお願いします

●税以外の債権の現状を滞納額でみてみると、安芸管内９市町村合計の平成２９年度末では、

集計できたものだけで、下表のとおりとなっています。

こうした現状を受けて、機構の有する専門的ノウハウを活用することで回収促進を図ることとなりました。

具体的には

・裁判所を介した支払督促，訴訟，調停などの法的措置

・滞納者だけでなく保証人や相続人への請求

・納付指導の徹底強化

これにより、

村の債権の滞納を減らし、

財源の確保に努めてまいります。

を行います。

年度末が接種期限です

定期接種対象者

・住民税課税

・平成31年3月31日時点で64歳

住民税非課税 自己負担額0円

自己負担額

2,000円

◎過去に成人用肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）を接種済の方は対象となりません。

平成3１年3月31日に満年齢で

64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳の方

接種日時点で60歳以上65歳未満の者であって、

心臓、じん臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に身体障害1級相当の障害のある方

＊高齢者肺炎球菌の予診票は役場の健康福祉課窓口で個別に発行します。ご本人様のお手続きの場合、印鑑と本人確認のできるもの

（保険証・免許証）をお持ちください。

代理人の場合は、委任状等が必要ですので、健康福祉課までお問い合わせください。

＊定期接種以外の助成については、担当までお問合せください。

【お問合せ】 健康福祉課 高齢者肺炎球菌予防接種担当 ☎ 33-2112

※他にも、災害復旧支援資金貸付金、簡易水道料金、

奨学資金貸付金など多くの村債権があります。


