
水 木 金 土

1 2 3 4

日 月 火 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池　 可燃ごみ・生ごみ

5 6 7 8 9 10 11

塩化ビニール回収 マイ弁当の日

【集出荷場】8：00～10：00

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

12 13 14 15 16 17 18

村民交通安全の日

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

19 20 21 22 23 24 25

県民交通安全の日 乳児健診【村民会館】 海の日 スポーツの日

終業式 受付時間・健診の方法に

【幼稚園】 ついては個別にお知らせ

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

26 27 28 29 30 31

愛園作業【保育所】 塩化ビニール回収

7：00～（雨天時8/2） 【集出荷場】8：00～10：00 終業式

【小・中】

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

日 月 火 水 木 金 8/1～8/31（小・中）

2 3 4 5 6 7 8

村長選挙立候補者説明会 塩化ビニール回収 ポリフィルム回収（和食） ポリフィルム回収（馬ノ上） ポリフィルム回収

【生涯学習館学習室】10：00～ 【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00 （西分・長谷寄）

【集出荷場】8：00～10：00

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

9 10 11 12 13 14 15

山の日 学校閉庁日

8/11～8/14

特別収集日 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

村民交通安全の日 県民交通安全の日

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 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

23 24 25 26 27 28 29
ポリフィルム回収（和食） ポリフィルム回収（馬ノ上） ポリフィルム回収 塩化ビニール回収

【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00 （西分・長谷寄） 【集出荷場】8：00～10：00

献血【村民会館】 【集出荷場】8：00～10：00

10：00～11：45/13：00～16：00

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

30 31

可燃ごみ・生ごみ

宇都宮内科
32-0500

つつい脳神経外科
34-0221

深谷内科

33-2401

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

◆児童家庭相談◆
毎週 火曜日
【村民会館２階】

10:00～12:00

納期限

森澤病院
34-1155

芸西病院
33-3833

人権・行政相談の中止について

7月9日（木）の「人権・行政相談」を予定しておりましたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の

ため中止いたします。
なお、感染症拡大防止のため当分の間、電話などでの相談を受け付けています。

法務局・高知行政監視行政相談センターの電話相談の窓口は裏面をごらんください。

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

後期高齢者被保険者証郵送開始 7/20～

特定健診・健康診査・若年層健診

がん検診（肺・大腸・前立腺）
13日
胃がん検診

【村民会館】事前予約制

固定資産税 2期 介護保険料 前納・1期
国民健康保険税 全納・1期

後期高齢者医療保険料 前納・1期

高齢者給食
サービスは
６月～９月は
お休みです

お子さんの心配事は

ありませんか？

村県民税 2期
介護保険料 2期

国民健康保険税 2期

後期高齢者医療保険料 2期

納期限
8/31

【村民会館】

EASTマリンクリニック
34-0003

安芸クリニック
35-3575

津田クリニック
34-1195

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155
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後期高齢者医療被保険者証郵送のご案内
後期高齢者医療被保険者証の有効期限は令和２年７月３１日です。

今年度は、簡易書留郵便で郵送いたします。届きましたら、台紙

からはがしてお使いください。

◆お問合せ：健康福祉課 担当：近藤 0887-33-2112

●若年層健診について
今年度から若年層（30歳～39歳）の方を対象に健康診査を実施します。内

容は40歳以上の特定健診と同じです。受診を希望する方は予約が必

要です。

●特定健診・健康診査について
今年度から若年層（30歳～39歳）の方を対象に健康診査を実施します。内

容は40歳以上の特定健診と同じです。

村民会館で実施する特定健診・健康診査、肺がん・結核検診・胃がん検診の

受診を希望する方は予約が必要です。
対 象：特定健診・健康診査、肺がん・結核検診の受診を希望する方

予約期間：6月29日(月)～7月30日(木)

午前８時３０分～午後５時１５分（月曜～金曜）

予約先：芸西村保健センター ☎33-4156

受診日：8月12日(水)・13日(木)

（特定健診・健康診査、肺がん・結核検診）

8:30・ 9:00・9:30・10:00・10:30・11:00

13:00・13:30・14:00・14:30・15:00

金 額：無料

●胃がん検診について
対 象：胃がん検診の受診を希望する方

予約期間：6月29日(月)～7月30日(木)

午前8時30分～午後5時15分（月曜～金曜）

予約先：芸西村保健センター ☎33-4156

受診日：8月13日(木)

8:00・ 8:30・9:00

金 額：500円

※ご希望の時間をお申込みください（先着順）

ご注意ください

１．がん検診は４０歳以上の方が対象です。
２．予約をしていない方は健診（検診）の受診はできません。

３．前立腺、大腸がん検診のみ受診する方は予約の必要はありません。

４．密集・密接を防ぐためにも、問診票はご自宅でご記入をお願いします。

５．風しん抗体検査のみの受診はできません。

緊急事態宣言が発令される等、感染症の状況により中止になる場合がありま

す。

◆お問合せ先

芸西村保健センター ☎33-4156

担 当：松井・篭島

健康福祉課 ☎33-2112

令和2年8月20日（木）までに手続きをお願いします。
（郵送申請の場合は当日消印有効。オンライン申請の場合は当日

23時59分までとなります。）

○給付対象者：基準日（令和2年4月27日）時点で、住民基本

台帳に記録されている方

※期限までに申請がない場合は、給付金の受給を辞退したものと

見なされますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ及び申請手続については、

芸西村役場 特別定額給付金担当（総務課：都築）まで

〒781-5792

高知県安芸郡芸西村和食甲1262番地

電話 0887-33-2111

対応時間 平日：午前8時30分～午後5時15分

新型コロナウイルス感染症に関連する不

当な差別や偏見をなくしましょう

芸西村長選挙の日程について

新型コロナウイルス感染症に関連して、各地で、感染者・濃

厚接触者、医療従事者等に対する根拠のない言動や嫌がらせが

発生しています。

誤解や偏見に基づく差別を行うことは決して許されません。

高知地方法務局では、新型コロナウイルス感染症に関連する

不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談

を受け付けています。

困った時は、一人で悩まず、高知地方法務局に相談してくだ

さい。

みんなの人権110番 0570-003-110

子どもの人権110番 0120-007-110

女性の人権ホットライン 0570-070-810

インターネット人権相談 https://www.jinken.go.jp/

電話の受付時間：平日8時30分から午後5時15分まで

告 示 日：令和２年１０月２０日（火）

立 候 補 受 付：午前８時３０分～午後５時00分

投票日 （開票）：令和２年１０月２５日（日）

芸西村長選挙の立候補予定者に対する説明会開催予定

日 時：令和２年８月２日（日）

午前１０時００分から

場 所：芸西村生涯学習館２階・学習室

◆お問合せ：芸西村選挙管理委員会事務局 担当：高松

℡0887-33-2111

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

高知職業能力開発短期大学校は、

国立の工業系短期大学校です。

高校３年生を対象にオープンキャンパ

スを実施します（高校１・２年生や保護

者の方も大歓迎）。

7/19（日）

11：00～15：30

8/2（日）

9：00～16：00
半日体験授業

高知職業能力開発短期大学校 学務援助課 香南市野市町西野1595-1

☎0887-56-4100     ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http:www3.jeed.or.jp/kochi/college/

【申し込み・

お問合せ】

学校・学科紹介／入試概要説明／就職

状況紹介／キャンパスツアー／ものづく

り体験（要予約）／ランチ体験（無料・要

予約）／学生寮の見学／在校生交流カ

フェ／個別相談

令和２年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新

期間は、６月１日（月）～8月31日（月）です。

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、年度更新期

間について令和２年８月31日まで延長することといたしま

した。

○また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に

係る収入に相当な減少があった事業主の方にあっては、申

請により、労働保険料等の納付を、１年間猶予することが

できます。

○労働保険の年度更新は管轄の都道府県労働局や労働基準

監督署への郵送又は電子申請でも受け付けており、直接窓

口に出向くことなく申告することが可能です。

労働保険のお知らせ

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、

災害時には、危険な場所にいる人は避難

することが原則です。
…………………………

………………

知っておくべき４つのポイント

⚫ 避難とは[難]を[避]けること。安全な場所にいる人まで避

難場所に行く必要はありません。

⚫ 避難先は、村が開設する避難所だけではありません。

安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょ

う。

⚫ マスク・消毒液・体温計が不足しています。できるだ

け自ら携行して下さい。

⚫ 豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。

やむをえず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況

等を十分確認して下さい。

10万円特別定額給付金


