
土

1
元日

日 月 火 水 木 金

2 3 4 5 6 7 8
成人式 官公庁仕事はじめ 二十四節気 新春タコの山登り

【村民会館】13：00 小寒(しょうかん) 【役場】9：45集合

ちいさなおはなし会

【図書館】10：00～

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
成人の日 始業式【幼・小・中】 楽々介護教室(排泄) 人権・行政相談 たこあげ大会

【村民会館】14：00～15：00 【村民会館】10：00～15：00 【琴ヶ浜】13：00

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

16 17 18 19 20 21 22
村民交通安全の日 献血【村民会館】 二十四節気　大寒(だいかん)

10：00～11：45/13：00～16：00 県民交通安全の日

ほっとママ【保育所】 津波災害警戒区域(イエローゾーン)

10：00～11：00 指定住民説明会【村民会館】

18：00～19：00

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

23 24 25 26 27 28 29
乳児健診【村民会館】 認知症予防講座(音楽療法) 地籍調査閲覧開始
【対象者には個別でお知らせします】 【村民会館】14：00～15：00 【村民会館2F和室】9：00～17：00

心配ごと相談【村民会館】

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

30 31
地震火災避難訓練【中学校】

生活支援地域振興券

敬老お祝い商品券

有効期限1月31日まで

可燃ごみ・生ごみ

火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

ほっとママ【保育所】 二十四節気　立春(りっしゅん) 学習発表会
10：00～11：00 1日入園・入園説明会【幼稚園】 【小学校】

ちいさなおはなし会

【図書館】10：00～

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
初午駅伝大会 建国記念日

15：30 スタート

マイ弁当の日

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

13 14 15 16 17 18 19
芸西村地区対抗駅伝 村民交通安全の日 楽々介護教室(食事) 二十四節気
【役場】14：00スタート 生活習慣病予防教室 【村民会館】14：00～15：00 雨水(うすい)

【村民会館】13：30～15：00

地籍調査閲覧終了

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
県民交通安全の日 1歳6ヶ月・3歳児健診 天皇誕生日 心配ごと相談【村民会館】

【村民会館】【対象者には個別でお知らせします】 10：00～12：00/13：00～15：00

在宅介護者の集い・ボランティア養成講座

ほっとママ【保育所】

10：00～11：00

粗大ごみ持込　 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル ビン類 可燃ごみ・生ごみ

27 28

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

高齢者給食
サービス

つつい脳神経外科
34-0221

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

安芸クリニック
35-3575

■生活習慣病予防教室・楽々介護教室

お問合せ：地域包括支援センター ☎33-2245

まつうら内科消化器科
35-8127

森澤病院
34-1155

2/28 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

お子さんの心配事はありませんか？

芸西病院
33-3833

高齢者給食
サービス

年末年始の
交通安全運動
1/7（金）～1/16（日）

1/4 開館・運行開始

各ふれあいセンター

ほっとハウス・おでかけバス

あったかふれあいセンター

1/5 開館 図書館

文化資料館・筒井美術館

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

宇都宮内科
32-0500

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

津田クリニック
34-1195

森澤病院
34-1155

芸西オルソクリニック
33-3503

地籍調査閲覧
1月27日～2月15日まで

9：00～17：00

高齢者給食
サービス

高齢者給食
サービス

地籍図・地籍簿の閲覧期間
1/27（木）～2/15（火）まで
【村民会館 2階和室】9：00～17：00
（土・日・祝日は除く。）

生活支援地域振興券
敬老お祝い商品券
の有効期限が近付いています。お忘れ

ないようご利用下さい。
有効期限：令和４年１月３１日



肺 胃 乳

200 120 72

200 120 72

200 120 72

200 120 72

200 120 72

令和３年７月

令和３年８月

高齢者・その他

その他

令和４年２月下旬 令和４年２月下旬～３月

令和４年３月下旬 令和４年３月下旬～４月

令和４年４月

令和４年５月

2回目接種月 主な対象者 接種券発送時期（予定） 接種予約時期（予定） 接種開始時期（予定）

令和４年３月令和４年１月下旬～２月令和４年１月下旬高齢者令和３年６月

令和４年３月６日(日)

日付・曜日

令和４年２月２０日(日) 高知市

1
・

2

お
知
ら
せ
こ
う
ほ
う

月
令和４年

①世帯の所得が基準以下である方
　（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

団地名

申込資格

場所

令和４年２月２３日(水) 南国市

令和４年２月２６日(土) 宿毛市 総合保健協会幡多健診センター 100

令和４年２月２７日(日) 高知市 総合保健協会中央健診センター

100

実施場所 定員

所在地 会場 大腸 子宮頸

100

総合保健協会中央健診センター

上限なし

100

100

高知市 総合保健協会中央健診センター

保健福祉センター

1戸当りの居住面積

家賃 所得によって決定となります。

募集戸数

芸西村和食甲１６０７番地

ウサイ谷団地(※戸建て住宅タイプ)

1戸(４号)

８１.０１㎡(４DK)

令和４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

津波災害警戒区域(イエローゾーン)指定の住民説明会について

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

企
画
振
興
課

☎
0
8
8
7
‐
3
3
‐
2
1
1
4

令和４年度（令和３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。

村営住宅入居者募集のお知らせ

芸西村生活支援地域振興券、敬老お祝い商品券の有効

期限が近付いています。

お忘れないようにご利用ください。

使用期限：令和4年1月31日
お問い合わせ：健康福祉課 ☎33-2112

村営住宅入居者を下記のとおり募集します。

【募集受付期間】 １月４日（火）８時３０分 ～ １月１７日（月）１７時００分まで

※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。

【お申込み・お問い合わせ】

産業振興課 足達 ☎３３－２１１３

生活支援地域振興券等の有効期限が近付いています
お忘れないようにご利用ください！

申告期間：2月16日（水）～3月15日（火）
※土日祝日は除く

※確定申告が必要な方は、3月15日（火）までに、税務署へ申告するようにしてください。

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

● 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）

● 本人確認書類（マイナンバーカードがあれば省略可）

※上記の期間中に都合が悪くて申告できない方は、3月16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｡

申告の必要がない方

〇 収入が公的年金のみの方

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

【お問い合わせ】総務課 税務係 ☎33-2111

【令和３年度 生活習慣病予防教室】

テーマ 食べて動いて生活習慣を見直そう

内容：メタボ予防・フレイル予防のお話(保健師)

100kcalを消費するための運動を講師と一緒に実践します

(健康運動指導士)

日時：令和４年２月１５日(火) １３：３０～１５：００

場所：芸西村村民会館

対象：芸西村民どなたでも参加可能です

定員：１５名

費用：無料
【お申込み・お問い合わせ】

芸西村保健センター ☎33-4156

※芸西村食生活改善推進協議会との協働事業です。

CKD新型コロナワクチン３回目接種の接種券の発送について

３回目の接種（追加接種）は、ワクチンの有効性を高める

目的に、２回目のワクチン接種後８ヶ月以上の期間をおい

てワクチン接種を行います。追加接種に使用するワクチン

については、１・２回目に用いたワクチンの種類にかかわら

ず、ファイザー社ワクチン又はモデルナ社ワクチンとなりま

す。村では、2回ワクチンを接種された方を対象に、３回目

接種の該当時期にあわせて順次接種券を発送します。

※２回接種を受けた後に芸西村に転入された方は、接種券の発行に

届出が必要です。健康福祉課（0887-33-2112）までお問い合わせ

ください。

※ワクチンの供給量等により各種時期が変更となる場合があります。

【お問い合わせ】 健康福祉課 ワクチン担当 ☎37-9570

【芸西村以外でもがん検診(広域がん検診)のお知らせ】

【令和３年度インフルエンザの定期予防接種・子どもインフルエンザ

予防接種助成の実施期間延長のお知らせ】

今年度に限りワクチン供給の影響により、上記インフルエ

ンザ予防接種の実施期間が延長されました。

実施期間：令和３年１０月１日(金)～令和４年１月３１日(月)

(但し、委託医療機関の休診日は除く)

【お問い合わせ】 健康福祉課 ☎33-2112

※受付時間は９：００～１０：３０の予定です。

※各会場ごとに定員があるため、お早めに申込みお願いします。

※令和４年２月２０日(日)の総合保健協会中央健診センターで予定している検診は、

高知龍馬マラソンの開催日となっております。受診者がご自身で交通規制状況を

ご確認の上、検診会場に行ってください。

【対象者】

肺がん検診・胃がん検診・大腸がん検診：令和３年度に村のがん検診を受診してい

ない４０歳以上の男女

乳がん検診・子宮頸がん検診：令和２年度と令和３年度に村の乳がん検診を受診してい

ない４０歳以上(子宮頸がんは２０歳以上)の女性

【料金】

肺がん無料・胃がん５００円・大腸がん３００円・乳がん５００円・子宮頸がん５００円

【お申込み・問い合わせ】

高知県総合保健協会 088-831-4351(平日8：30～17：00)へ直接電話でお申し込

み下さい。

村の集団健診と申し込み先が異なりますのでご注意ください。

申し込み受付期間は、令和４年１月１１日(火)～各検診日の２週間前までです。

先着順に受付し、定員に達した場合は受付を終了します。

日頃より、高知県の南海トラフ地震対策事業にご理解、ご協力を賜り、

誠にありがとうございます。

さて、高知県では、津波からの早期避難意識率の向上及び津波

警戒避難体制の強化を目的として、南海トラフ地震による津波浸水

想定区域を津波災害警戒区域(イエローゾーン)として指定しました。

つきましては、下記の日程で住民説明会を開催いたしますので、ご

多忙のところ恐縮ですが、ご出席くださいますようご案内申し上げま

す。
日時：令和４年１月２０日(木) １８時００分～１９時００分

会場：芸西村村民会館

内容：津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定に関する説明会

【お問い合わせ】 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課 小笠原・小

松

〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20

ＴＥＬ：088-823-9386(内線：9386)

ＦＡＸ：088-823-9253

令和３年度第3回芸西村職員採用資格試験のお知らせ
令和３年度第３回 職員採用資格試験を次のとおり実施します。受験を希望される方

は期日までに申し込んでください。

1 採用職種：保育士 ２ 受付期間：12月24日（金）～令和４年１月17日（月）

３ 試験実施日：一次試験 令和4年1月30日（日）

４ 【お申込み・お問い合わせ】 総務課管理係☎33-2111


