
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

文化の日 緊急地震速報訓練 ちいさなおはなし会

ミニおはなし会 10：00～ 【図書館】10：00～

【図書館】10：00～ 24節季 立冬

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 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

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
15 16 17 18 19 20 21

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

22 23 24 25 26 27 28

24節季 小雪 勤労感謝の日 乳児・1歳6ヶ月児 心配ごと相談所【村民会館】

3歳児健診 10：00～12：00/13：00～15：00

受付時間・健診の方法に 健診結果説明会【村民会館】

特別収集 ついては個別にお知らせ 9：00～11：30/13：00～15：00

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

29 30

可燃ごみ・生ごみ

火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

特定計量器定期検査 ちいさなおはなし会

【村民会館】 【図書館】10：00～

10：30～11：45

13：00～14：30

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

乳がん・子宮頚がん検診 ポリフィルム回収
【村民会館】13:30～ 【集出荷場】8：00～10：00

24節季 大雪

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

村民交通安全の日 塩化ビニール回収

【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

24節季 冬至 県民交通安全の日 心配ごと相談所【村民会館】 終業式

24節季 冬至 10：00～12：00/13：00～15：00 幼・小・中

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

27 28 29 30 31

官公庁仕事納め

（仕事始めは1/4）

年末特別収集 年末特別収集

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

12/28～1/4

図書館・文化資料館・筒井美術館

12/29～1/3

あったかふれあいセンター

12/29～1/3

各ふれあいセンター・ほっとハウス・おでかけバス

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

安芸クリニック
35-3575

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

つつい脳神経外科
34-0221

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
11/30

介護保険料 5期

国民健康保険税 5期
後期高齢者医療保険料 5期

納期限
12/25 固定資産税 3期

介護保険料 6期
国民健康保険税 6期

後期高齢者医療保険料 6期

年末年始の交通安全運動

12/6（日）～12/15（火）

1/8（金）～1/17（日）

津田クリニック
34-1195

深谷内科
33-2401

芸西病院
33-3833

森澤病院
34-1155

芸西オルソクリニック

33-3503

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

令和3年のゴミ収集 4日（月）可燃ごみ・生ごみ・1月10日（日）粗大ごみ持込

作品展覧会 12/12～12/14

【村民会館】9：00～16：30

年末年始お休み情報
※下記の期間はお休みします

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

作品展覧会

12/12～12/14
【村民会館】

9：00～16：30

納期限
12/25



　

大学等（県外） 月額　40,000円以内

芸西保育所 対象児：平成27年4月2日～令和3年4月1日出産予定

芸西幼稚園 対象児：平成27年4月2日～平成29年4月1日生まれ

高等学校等 月額　20,000円以内

大学等（県内） 月額　30,000円以内
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奨学資金貸付を下記の通り受付します。ご希望があれば手続きをしてください。

●目的

経済的理由により就学が困難と認められる方に対し、学資を貸与して就学

を援助し、有為な人材を育成する。

●貸与条件

1.引き続き１年以上芸西村にお住まいの方のお子様

2.勉学意欲がある学生で経済的理由により就学が困難な方

3.税金等の滞納がない世帯であること（給食費等を含む）

4.世帯の所得が基準以下であること

※令和2年度（令和元年中）の世帯の所得で判定

●奨学資金貸与額

●提出書類

提出書類は教育委員会にあります。

① 芸西村奨学資金貸与仮申込書

② 世帯の収入所得証明書

③ 税等の完納証明書

提出期限：令和2年12月18日（金）
※期限を過ぎますと貸与できませんのでご注意ください。

提出場所：教育委員会 奨学資金担当 原 ☎33-2400

令和3年度奨学生募集のお知らせ

芸西村奨学資金貸与制度

必ずキャップは外してください
(キャップリングは外さなくてもかまいません)

①リサイクルマークの付いたもの

②中は軽く水洗いしてください

③ペットボトルは潰さずに、中の見える袋 (透明、半透明の袋等)で出す

か、 ステーションのペットボトル収集袋に入れてください。

④異物の入ったもの、汚れているものは可燃ごみで出してください

※農薬の容器をペットボトルの回収時に出していることがあります。回収は

していませんので、専門の処理業者に相談するか、ＪＡが年に2回（6月・11

月）有料で回収を行っています。

■お問合せ 土木環境課 担当：山崎 ☎33-2155

募集要項及び提出書類様式は、芸西村教育委員会でお渡しします。ま

た、在所・在園児については保育所・幼稚園を通じて配布します。

令和3年度 ～保育所入所・幼稚園入園～

園児募集のお知らせ

【配布開始】令和2年11月 9日（月）

【受付期間】令和2年11月16日（月）から12月11日（金）まで

【問合せ先】芸西村教育委員会 担当：原 ☎33‐2400

※保育所

受付後、入所基準により審査し、基準に該当しない場合や定員超過の

場合は入所できないことがあります。また、年度途中の入所で、保育士

の確保等ができない場合も入所できない場合があります。

年度途中で入所される場合も、保育士確保等の受け入れ準備が必要で

すので期限までにご連絡ください。詳細は、配布する書類をご確認くださ

い。

児童相談所 虐待対応

ダイヤル

189（いちはやく）

【令和２年度インフルエンザの定期予防接種】
下記の方を対象に公費によるインフルエンザの予防接種を実施します。

予防接種により発病防止や特に重症化防止に有効であることが確認されて

います。インフルエンザの流行前に予防接種を受けましょう。

●対象者・・・芸西村に住民登録があり、接種当日①②のうち、本人が

接種を希望する方
①６５歳以上の方

②６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能に障害を有するものとして、身体障害者手帳１級相当を有す

るもの

●実施期間・・・令和２年１０月１日（木）～令２年１２月３１日（木）

（但し、委託医療機関の休診日は除きます）

公費による負担は上記期間中のみとなりますのでご了承ください。

●接種料金・・・無 料

※令和２年度にかぎり高知県が助成することになりました。

☆「生活保護受給者」の方は、免除申請書の提出は必要ですので、免除対象者

の方は、芸西村役場 健康福祉課までお申し出ください。

●接種回数・・・１回
（公費負担で接種できるのは、上記の期間中１回だけです）

●接種の受け方
① 接種を希望する委託医療機関に、前もって接種日時をお問い合わせください。

② 指定された接種日に委託医療機関で『予防接種の説明書』をよく読んで予診票

に記入してください。なお、体温は病院で測ったものを記入します。

接種当日は健康保険証を持参してください。

●実施医療機関・・・県下委託医療機関

〔芸西村内委託医療機関〕

芸西オルソクリニック 電話：３３－３５０３

芸西病院 電話：３３－３８３３

深谷内科 電話：３３－２４０１

■問い合わせ先 健康福祉課 担当：岡村 ☎３３－２１１２
※村外のかかりつけ医等で接種を希望の方は、医療機関に直接お問い合わせくださ

い。

子どもインフルエンザ予防接種助成について

芸西村では、インフルエンザの予防接種費用の助成を実施しています。

●対象者・・・接種時に芸西村に住民登録がある１歳～１８歳の者
※ただし、就労している者及び婚姻している者、他制度により補助を受けられる者を

除く。

●実施期間・・・令和２年１０月１日（木）～令２年１２月３１日（木）

（但し、医療機関の休診日は除きます）

※公費による一部負担は上記期間中のみとなります。

●助成金額・・・２，０００円
※生活保護を受けている世帯に属する場合は全額助成とする。

●助成回数・・・１回
（公費負担で接種できるのは、期間中１回だけです）

●申請期間・・・令和２年１０月１日（木）～令和３年３月３１日（水）

●申請に必要なもの

・接種医療機関で発行された領収書で次の記載があるもの
①接種日

②接種者（子ども）の氏名

③医療機関（領収印が必要）

④但し書き部分が「インフルエンザ予防接種代」となっていることが必要

・母子健康手帳又は記録が判るもの

・印 鑑

・申請人(保護者)口座がわかるもの

■問い合わせ先

健康福祉課 担当：岡村 ☎３３－２１１２

■お問合せ JA資材センター ☎33-4401


