
木 金 土

1 2 3

日 月 火 水 カン・乾電池　 可燃ごみ・生ごみ

4 5 6 7 8 9 10
塩化ビニール回収 二十四節気　小暑

【集出荷場】8：00～10：00

ほっとママクラブ
【保育所】10：00～11：00 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

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
通知表渡し【小学校】 県民交通安全の日 海の日 スポーツの日

乳児健診 二十四節気　大暑
【村民会館】時間は個別にお知らせ

終業式【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

25 26 27 28 29 30 31
愛園作業【保育所】 よかッパ健診【中学校1・2年生】 よかッパ健診【小学校4・5年生】

7：00～（雨天時8/1） (小児生活習慣病予防健診) (小児生活習慣病予防健診)

【村民会館】時間は個別にお知らせ 【村民会館】時間は個別にお知らせ

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

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
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【西分・長谷寄】 二十四節気　立秋
【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00 【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

8 9 10 11 12 13 14
山の日 振替休日 夏のちょいボラ体験!

【村民会館】9：30～11：30

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

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
愛園作業【幼稚園】 二十四節気　処暑 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【西分・長谷寄】 塩化ビニール回収
6：00～（雨天時8/29） 【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00

献血【村民会館】 心配ごと相談所【村民会館】

10：00～11：45/13：00～16：00 10：00～12：00　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 31

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル

津田クリニック
３4-1195

宇都宮内科
32-0500

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

◆児童家庭相談◆
毎週 火曜日
【村民会館２階】
10:00～12:00

安芸クリニック
35-3575

森澤病院
34－1155

人権・行政相談の中止について

7月8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

特定健診・健康診査・若年層健診
がん検診（肺・大腸・前立腺)、結核

５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 前納・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

ほっとママクラブ
【保育所】10：00～11：00

【村民会館】

事前予約制

深谷内科
33-2401

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

つつい脳神経外科
34-0221

森澤病院
34-1155

塩化ビニール回収
【集出荷場】8：00～10：00

三者面談【中学校】

塩化ビニール回収
【集出荷場】8：00～10：00

納期限
8/2

納期限
8/31

高知県中学校総合体育大会 21日～開幕



４０歳以上の女性（２年に１回）

対　象　者 自　己　費　用

500円

８月５日（木）

８月４日（水）

８月５日（木）

９月１日（水）

無料

300円

300円

500円
500円

乳がん検診

国保加入者４０歳～７４歳

健診を受ける機会がない３０歳～３９歳

７５歳以上

無料

無料

無料

４０歳以上の男女
２０歳以上の女性（２年に１回）

４０歳以上の男女

４０歳以上の男女

５０歳以上の男性(２年に１回)

7
・

8

月　日 検　診　項　目

肺がん・結核検診

大腸がん検診

特定健診

若年健診

健康診査

お
知
ら
せ
こ
う
ほ
う

月
令和3年

胃がん検診（バリウム検査）

子宮頸がん検診

前立腺がん検診

申込資格

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

募集戸数 １戸(１８号)

場　所 芸西村和食甲１６０７番地

団地名 ウサイ谷団地（※戸建て住宅タイプ）

１戸当りの
居住面積

８４．３㎡（４DK）

家　賃 所得によって決定となります。 

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

企
画
振
興
課

☎
0
8
8
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‐
3
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4

「高知県集落調査」のお知らせ
高知県では、県内の中山間地域の概ね５０世帯未満の集落を対象に、６月から１２月頃までの期間、「高知県集落

調査」を行います（《芸西村》での実施時期は調整中です。）この調査では、集落の代表者の方に調査員がお伺いし、

集落の課題や住民の皆さまのニーズ等に関して、対面形式での聞き取り調査を実施します。

集落活動や生活環境、産業振興など、地域の実情や住民の皆さまの思いを、今後の中山間対策の政策づくりに反映

させていきますので、皆さまのご協力をよろしくお願いします。

※調査員は県が交付した「身分証明書」を携帯しています。

※聞き取り調査を実施した一部の集落の住民の方を対象に、別途アンケート調査を行う予定です。

【お問合わせ】 高知県中山間地域対策課 電話：088-823-9602

時間枠ごとに定員を設け、完全予約制で実施します（一部予約でない検診もあります）。

受診を希望される方は、ご予約をお願いします。特定健診は、他保険の方でも被扶養者は受診できます。

自己費用は、加入医療保険へお問い合わせください。生活保護対象者は無料です。

【お問合わせ・予約申し込み先】 芸西村役場 保健センター 電話：３３－４１５６

労働保険のお知らせ

８月・９月の集団健診（検診） 場所 芸西村村民会館
◆令和３年度の日程は芸西村保健事業予定表をご覧いただくか、詳しくは、保健センター☎33-4156までお問い合わせください。

村営住宅入居者募集のお知らせ
・村営住宅入居者について下記のとおり募集します。

募集受付期間

令和３年７月 １日（木）から

令和３年７月１４日（水）まで
※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申請書類・各部屋の写真を

掲載しています。

【申し込み及びお問合わせ】

芸西村役場 産業振興課 住宅担当：足達 ３３－２１１３

人権・行政相談について

７月８日（木）に「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

相談の窓口は下記のとおりです。

□人権相談
「新型コロナウィ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」新型コロナウィ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。公的機関の

提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。

高知地方法務局では、新型コロナウィ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時まで

□行政相談

■行政相談 行政苦情１１０番
電話 ０５７０－０９０－１１０【平日：受付８：３０～１７：１５】

●お問合わせ 芸西村役場総務課 電話：３３－２１１１


