
火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

始業式 乳がん・子宮頸がん検診

【幼・小・中】 【村民会館】事前予約制

日 月 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

6 7 8 9 10 11 12
24節季 白露 人権・行政相談

【村民会館】10：00～15：00

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

13 14 15 16 17 18 19

ポリビニール回収 村民交通安全の日 あぜなみ回収 塩化ビニール回収

（和食・馬ノ上） ポリビニール回収 （全地区） 【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

【集出荷場】8：00～10：00

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

20 21 22 23 24 25 26

生涯学習館・図書館臨時休館 敬老の日 秋分の日 県民交通安全の日
24節季 秋分 心配ごと相談【村民会館】

10：00～12：00/13：00～15：00

特別収集日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

27 28 29 30

乳児健診【村民会館】

受付時間・健診の方法に

ついては個別にお知らせ

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

木 金 土

1 2 3

おもてなし一斉清掃

【野外劇場】9：00～

日 月 火 水 カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

4 5 6 7 8 9 10

24節季 寒露

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

11 12 13 14 15 16 17

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

18 19 20 21 22 23 24

大腸がん回収 県民交通安全の日 行政相談 24節季 霜降

【村民会館】7：30～9：00 村長選挙立候補受付日 【村民会館】10：00～15：00

【役場総務課】

8：30～17：00

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

25 26 27 28 29 30 31

村長選挙投開票日 1歳6カ月児 心配ごと相談【村民会館】

投票　7:00～18：00【各投票所】 3歳児健診 10：00～12：00/13：00～15：00

開票　19：30～【村民会館】 受付時間・健診の方法に

ついては個別にお知らせ

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

◆児童家庭相談◆
毎週 火曜日

【村民会館２階】

10:00～12:00

13:00～15:00

尾木医院

34-3155

芸西オルソクリニック
33-3503

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
サービスは
９月は
お休みです

まつうら内科消火器科
35-8127

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

納期限

介護保険料 3期
国民健康保険税 3期
後期高齢者医療保険料 3期

11/2

納期限

村県民税 3期
介護保険料 4期
国民健康保険税 4期
後期高齢者医療保険料 4期

10/21～24 村長選挙 期日前投票【村民会館】8：30～20：00

14～15日

特定健診・健康診査
がん検診（肺・大腸・前立線）
【村民会館】事前予約制

14日

胃がん検診
【村民会館】事前予約制

お子さんの心配事はありませんか？

秋の
全国交通安全運動週間
9/21～30

「観月の宴」

「琴ケ浜 竹灯

りの宵」は、今

年度中止となり

ました。

森澤病院
34-1155

1～2日
特定健診・健康診査結果説明会
【村民会館】9：00～11：30

13：00～15：00

10月の休日在宅当番医の
掲載について

未定のため、9月25日発行の
広報げいせい10月号へ掲載
します。
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「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」

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

来場型とオンライン参加を併用した合同企業説明会を開催し

ます。参加企業の採用担当者による会社説明のほか、企業個

別ブースでの詳細な説明やハローワークの相談コーナーもあ

ります。

求職中の方をはじめ、学生やその保護者の方など、どなたで

も参加できますので、ぜひ、お気軽にご参加ください。

なお、会場は新型コロナウイルス感染症対策として、消毒液

や飛沫防止間仕切りの設置などを行います。

～あなたの就職応援します～

高知県立地企業合同企業説明会

【日時】９月18日（金）

12:30～15:30（受付開始12:00～）

※合同企業説明会終了後、事前予約制の面接会を予定

【場所】のいちふれあいセンター

（香南市野市町西野534-1）

【内容】

【申し込み】参加申込不要

（ただし、オンラインでの参加には事前申込が必要です）

【参加費】無料

【その他】履歴書不要、入退場自由、服装自由、無料駐車場有

参加企業の情報やその他詳細については、高知県庁企業立地課

ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】 高知県庁 企業立地課 担当：萩野・毛利

電話088-823-9881

芸西村新生児特別給付金
児童福祉の増進を図ることを目的としています。

〇対象児童

次のどちらにも該当する児童

(１)令和２年４月28日から令和３年３月31日までに生まれ、出生後最

初の住民登録地が芸西村である児童

(２)父親又は母親が支給の申請日に芸西村の住民基本台帳に登録がされ

ている児童

〇受給者

対象児童の父親又は母親

〇給付金の額

対象児童１人につき10万円

〇申請先及びお問い合わせ

芸西村役場 健康福祉課 松本 33-2112

芸西村妊婦特別支援給付金
妊婦の方が安心して出産を迎えることができるよう支援することを目

的にしています。

〇対象者

芸西村の住民基本台帳に登録されており次のいずれかに該当する方

(1)令和２年４月２７日時点で母子健康手帳の交付を受けている妊婦

(2)令和２年４月２８日から令和３年３月３１日までに母子健康手帳の交

付を受けた妊婦

〇給付金の額

母子健康手帳交付1件につき10万円

〇申請先及びお問い合わせ

申請書は令和3年3月31日までに提出をお願いします。

芸西村役場 健康福祉課 岡村 33-2112

芸西村特別児童扶養手当受給者特別支援給付金
特別児童扶養手当受給者の生活を支援することを目的としています。

〇給付対象者

芸西村の住民基本台帳に登録されており次のいずれかに該当する方

(1)令和２年４月27日時点で特別児童扶養手当受給者である方

(2)令和２年４月28日から令和３年３月31日までに特別児童扶養手当受

給者である方

〇給付金の額

特別児童扶養手当対象児童１人につき10万円

〇申請先及びお問い合わせ

申請書は令和3年3月31日までに提出をお願いします。

芸西村役場 健康福祉課 上杉 33-2112

令和2年度敬老会中止とお祝い商品券について

新型コロナウイルス感染症の拡大を鑑み、本年度の敬老会は中止さ

せていただきます。

参加を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけしますことを深くお詫

び申し上げます。

〇お祝い商品券について

・敬老の日（令和2年9月21日）に75歳以上の方に配布

・1人につき3,000円分（500円×6枚）

※本年度に限り千円分増額します

・有効期限は令和3年2月28日まで

・使用可能店舗一覧は券に同封して郵送

〇配布方法

「芸西村生活支援地域振興券」に同封して世帯主宛に郵送

〇お問い合わせ

芸西村役場 健康福祉課 池田 33-2112

芸西村長選挙投票時間等について
・期日前投票（場所：村民会館） 10月21日（水）～24日（土） 8：30～20：00

・投票日（場所：各投票所） 10月25日（日） 7：00～18：00

・開票（場所：村民会館） 10月25日（日） 19：30～終了まで

芸西村長選挙投票所における感染症対策について
１．投票所、期日前投票所に消毒液を設置

２．投票管理者、投票立会人、投票事務従事者はマスクを着用

３．投票所内は扉や窓の常時解放、又は定期的に換気を実施

４．記載台、筆記用具等不特定多数の方が触れる箇所は、定期的に消毒

有権者の皆様が投票所に来場する際は、以下の対策をお願いします。
１．マスク着用や咳エチケット、来場前、帰宅後の手洗い等の対策

２．投票順番待ちの際や投票所内では、周りの方との距離の確保

３．混雑する時間帯を避けた投票所への来場（※H26の村議選では、投票日の8時～12時の間に50％以上が投票）

４．感染者及び濃厚接触者等に該当する場合や37.5度以上の発熱又は体調不良など、感染の疑いがある場合は、

事前に投票事務従事者に申し出てください

〇お問い合わせ 芸西村選挙管理委員会 高松 887-33-2111

芸西村生活支援地域振興券
新型コロナウイルス感染症の拡大による村民の皆様の生活支援と地域

経済の活性化を目的として、村内の商店等で使用できる生活支援地域振

興券を交付します。

〇交付対象者

令和２年９月１日時点で、芸西村の住民基本台帳に登録されている方

〇地域振興券について

・１人につき１万円（500円×20枚綴）を交付

・有効期限は令和3年2月28日まで

・使用可能店舗一覧は地域振興券に同封して郵送

〇配布方法

9月中に世帯主に対して簡易書留により郵送

※郵送を希望されない場合は9月8日までに下記問い合わせ先にご連絡

をお願いします。

〇お問い合わせ

芸西村役場 健康福祉課 山本・池田 33-2112


