
金 土

1 2

元旦 成人式

【村民会館】13：00～

日 月 火 水 木

3 4 5 6 7 8 9

官公庁仕事はじめ 24節季【小寒】 始業式

【幼・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

10 11 12 13 14 15 16

成人の日 村民交通安全の日

特別収集日 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

17 18 19 20 21 22 23

献血【村民会館】 24節季【大寒】

10：00～11：45/13：00～16：00 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

24 25 26 27 28 29 30

乳児健診【村民会館】 心配ごと相談【村民会館】 認知症講演会【村民会館】

受付時間・健診の方法に 10：00～12：00/13：00～15：00 14:00～15:00

ついては個別にお知らせ 要申込

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
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月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

24節季【立春】 入園説明会

【幼稚園】14：00～

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

建国記念の日

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 可燃ごみ・生ごみ

14 15 16 17 18 19 20

村民交通安全の日 地籍調査閲覧開始 【膝痛・腰痛予防に関する講演会】 24節季【雨水】 入所説明会（1～3歳児）

【村民会館 和室】 【村民会館】14:00～15:00 入所説明会（0歳児） 【保育所】9：30～

9：00～17：00 事前予約制 【保育所】9：30～

楽々介護教室【村民会館】

14:00～15:00要申込

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

21 22 23 24 25 26 27

県民交通安全の日 天皇誕生日 心配ごと相談【村民会館】

10：00～12：00/13：00～15：00

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
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◆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

津田クリニック
３4-1195

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

森澤病院
34-1155

宇都宮内科
32-0500

まつうら内科消化器科
35-8127

深谷内科
33-2401

納期限 村県民税 4期

介護保険料 7期
国民健康保険税 7期

後期高齢者医療保険料 7期

3/1 納期限

固定資産税 4期・介護保険料8期、国民健康保険税8期、後期高齢者医療保険料 8期

森澤病院
34-1155

芸西病院
33-3833

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

地籍図・地籍簿の閲覧期間

2/16（火）～3/7（日）まで
【村民会館 2階和室】9：00～17：00
（土・日・祝日は除く。

ただし、3/6（土）・7（日）は実施）

年始の交通安全運動

1/8（金）～ 1/17（日）

1/4 運0行開始

おでかけバス

1/5 開館 図書館

文化資料館・筒井美術館

つつい脳神経外科

34-0221

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

有効期限 気を付けて！！
芸西村生活支援地域振興券：有効期限2月28日まで
敬老お祝い商品券： 有効期限2月28日まで



肺 胃 乳

肺 胃 乳

肺 胃 乳

肺 胃 乳

肺 胃 乳

勤務場所 芸西保育所・芸西幼稚園

保育士・幼稚園教諭

フルタイム：3名  パート：3名

保育所・幼稚園での園児の教育・保育業務

・保育士または幼稚園教諭の資格のある方
・幼稚園・保育所での勤務経験があれば尚良し

7:30～18:45までのうち、
２時間～７時間45分程度

週１日～５日

※勤務日数、勤務時間
は相談に応じます。

職種

募集人数

職務内容

勤務時間

必要資格等

勤務日数

休日（定例日） 日・祝日他  週休２日制　※出勤の場合あり

時給 983円～  月給 160,100円～
※経験年数を考慮して賃金は計算します。

報酬

※通勤手当・期末手当は村の規定により支給します。
※社会保険・雇用保険は、週20時間以上勤務の場合加入。

問合せ：教育委員会 原 33-2400 保育所 小松 33-2950 幼稚園 國澤 33-3923

67.3㎡（3DK）

①所得が一定の範囲未満である方
　（所得の計算方法はホームページに掲載しています）
②自ら居住するために住宅を必要とする方
③入居者及び同居者、連帯保証人に税の滞納がない方
④入居者及び同居者が暴力団員でない方

大腸 子宮頸

3月6日（土） 南国市 保健福祉センター 大腸 子宮頸

3月7日（日） 南国市 保健福祉センター 大腸 子宮頸

総合保健協会中央健診センター 大腸 子宮頸

2月28日（日） 高知市 総合保健協会中央健診センター 大腸

1

・
2

お
知
ら
せ
こ
う
ほ
う

月
令和3年

場所

募集戸数 1戸（1階：216号室）

1戸当りの
居住面積

申込資格

日付 会場所在地 実施場所 がん検診項目

2月11日（木）祝 南国市 保健福祉センター

子宮頸

2月14日（日） 高知市

団地名

家賃 所得によって決定となります。

1戸（2階建て：4号棟）

76.3㎡（3LDK）

芸西村西分甲3979番地1

西の岡団地（共同住宅ﾀｲﾌﾟ）

芸西村和食甲210番地1

村松団地（戸建て住宅ﾀｲﾌﾟ）

編
集
・
発
行
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芸西村役場 健康福祉課 高齢者肺炎球菌予防接種担当 ☎33-2112

＊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、役場担当までお問合せください

【膝痛・腰痛予防に関する講演会】
テーマ：気軽におうちで痛み予防 ～膝痛・腰痛編～

日 時：令和3年2月17日（水）14：00～15：00

場 所：村民会館 ホール

内 容：講演及び椅子に座ってできる膝痛体操や腰痛体操の紹介

講 師：芸西病院 作業療法士 近藤剛行氏・理学療法士 宮地隆史氏

参加費：無料

定 員：先着３０名程度

申し込み・お問い合わせは、芸西村役場保健センター（☎33-4156）

定員に達するまで申し込み受付いたします

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合があります。

◎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。

令和２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

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種は一生に一度、

年度末が接種期限です

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、芸西村では、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。

芸西村以外の市町村でもがん検診を受けることができます！

令和3年度（令和2年中の所得）の住民税及び国民健康保険税（後期高齢者医

療保険料）の申告を、下記の日程で受付します。

◎国民健康保険制度、後期高齢者医療制度加入の方は、所得がなくても申告す

る必要があります。役場1階 総務課税務係で申告をしてください。

令和3年度住民税・国民健康保険税

（後期高齢者医療保険料）の申告について

申告期間：2月16日（火）～3月17日（水）

お持ちいただくもの
● 公的年金等の源泉徴収票や給与の源泉徴収票など、収入金額のわかるもの

● 貢物(地代・賃借料)などがあればその金額と相手の住所、氏名、

収入金額のわかるもの

● 社会保険料、生命保険料、国民年金保険料などの控除関係の証明書等

● 印鑑

● 個人番号確認書類（マイナンバーカード もしくは通知カード）

※上記の期間中に都合が悪くて申告できない方は、3月17日以降5月末までに役場

においでていただくか、郵送での申告もできます｡（郵送の場合は、申告書をお送

りいたしますのでご連絡ください。）

申告の必要がない方

〇 収入が公的年金のみの方（日本年金機構に提出する扶養親族等申告書

で扶養控除や 障害者控除等の申告をされていない方は申告が必要で

す。）

〇 確定申告をされた方

〇 給与所得者で年末調整をされている方で、給与以外に収入がない方

【お問合せ】総務課 税務係 ☎33-2111

※土日祝日は除く

※確定申告が必要な方は、3月17日（水）までに、税務署へ申告するようにしてください。

【募集受付期間】

１月４日（月）８時３０分 ～ １月１５日（金）１７時００分まで

【申し込み及びお問合せ】

※申込書類一式は産業振興課に準備しています。

また、芸西村のホームページにも掲載しています。

産業振興課 担当 足達 ☎３３－２１１３

村営住宅入居者募集のお知らせ
村営住宅入居者を下記のとおり募集します。

受付時間 9：00～10：30（全会場共通）
※子宮頸がんは受付終了時間の30分前までに受付してください。

事前の申し込みが必要となります

令和３年１月６日（水）受付開始・各健診日の２週間前までにお申し込みください。

ただし、定員に達した場合は受付を終了します。

お申し込み先：高知県総合保健協会（受付時間 平日８：３０～１７：００）

☎０８８－８３１－４３５１
問合せ先：芸西村役場 健康福祉課 岡村 ☎：３３－４１５６

認知症講演会
日時：令和3年1月28日（木）14:00～15:00（受付13:30～）

場所：村民会館ホール

内容：講演「認知症とうつ」

講師：芸西病院 院長 岩村 久 先生

参加費：無料

楽々介護教室
日時：令和3年2月18日（木）14:00～15:00（受付13:30～）

場所：村民会館ホール

内容：講演「より良い排泄について」

講師：リゾートヒルやわらぎ 総師長 看護師 野町 清佳 氏

参加費：無料

定員：先着30名程度
申し込み先：芸西村地域包括支援センター（☎３３－２２４５）
※感染症の状況により中止となる場合があります。

★保育士・幼稚園教諭(会計年度任用職員)募集★
応募方法：教育委員会または、保育所・幼稚園まで履歴書（※様式は問いません。）の提

出をお願いします。

任用期間：令和3年４月１日～令和4年３月３１日（更新の可能性あり）

ﾘｿﾞｰﾄﾋﾙやわらぎ・芸西病院の協力を得て講演会を開催します。


