
火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
高齢者給食サービス 二十四節気

啓蟄(けいちつ)

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
弁当の日(幼・小・中) 卒業式【中学校】9：30

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 卒園式【幼稚園】10：00

高齢者給食サービス

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
春分の日 県民交通安全の日 卒業式【小学校】 修了式【幼・小・中】 修了式(3歳児)

二十四節気 10:00 【保育所】10：00

春分(しゅんぶん)

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ(特別収集日) 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
乳児健診【村民会館】
時間は個別にお知らせします。

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　　

金 土

1 2
高齢者給食サービス

日 月 火 水 木 可燃ごみ・生ごみ

3 4 5 6 7 8 9
二十四節気 春の全国交通安全運動 始業式【幼・小・中】

清明(せいめい) ４月６日～１５日 入園式【幼稚園】9:15

入所式【保育所】 入学式【中学校】10：00

9：30 入学式【小学校】13：30

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

10 11 12 13 14 15 16
村民交通安全の日

高齢者給食サービス

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

17 18 19 20 21 22 23
二十四節気

穀雨(こくう)
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
心配ごと相談【村民会館】 昭和の日

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

固定資産税 前納・第1期

明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフ

トーナメント観戦招待券について
今大会は、来場者制限の関係もあり観戦招待券の

配布はありませんのでご了承ください。

【お問合せ】：大会事務局：0120-755-663

安芸クリニック
35－3575

深谷内科
33－2401

EAST･マリン･クリニック

34-0003

宇都宮内科
32-0500

『３月の心配ごと相談について』

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、

３月の心配ごと相談は開設せず、電話など

での相談を受付ます。

【お問合せ】芸西村社会福祉協議会

☎３２－２２１１

納期限
5/2

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

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

毎週 火曜日

【村民会館２階】

まつうら内科消化器科
35-8127

明治安田生命レディスゴルフトーナメント
3/11～13 【土佐カントリークラブ】

３/６臨時休館
図書館・生涯学習館

清掃作業の為休館

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

桜ケ丘公園ライトアップ
3/18～ 18：00～21：30

10:00～12:00

13:00～15:00

◆児童家庭相談◆

お子さんについて
心配事はありませんか？

明治安田生命レディス
3/11～13

【土佐カントリークラブ】

国保被保険者証
18日郵送開始

森澤病院
34-1155



場所 芸西村西分甲３９７９番地１

団地名 西の岡団地(※共同住宅タイプ)

募集戸数 １戸(１階：２１１号室)

1戸当りの居住面積 ６７.３㎡(３DK)

家賃 所得によって決定となります。

申込資格

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

申込資格

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

場所 芸西村和食甲１８６０番地

団地名 下中団地(※共同住宅タイプ)

１戸(２階：２０２号室)募集戸数

1戸当りの居住面積

家賃

６３.５㎡(３DK)

所得によって決定となります。

年間を通じて受付実施
学科試験 6月4日～8
日
※ＷＥＢ試験（個別方
式）
口述試験等 6月11日

任期制隊員コースです。
　任期終了後、民間企業への
就職や継続して「曹」へ進むこ
とも可能です。
初年度収入:約260万円～

コース 資　格

第1回
一般曹候補生

第1回
自衛官候補生

18歳以上33歳未
満の人
32歳の人は、採用予定月の末
日現在、33歳に達していない人

18歳以上33歳未
満の人
32歳の人は、採用予定月の1日
から起算して3月に達する日の
翌月の末日現在、33歳に達して
いない人

3月1日～5月10日
1次試験  5月21日
2次試験　6月18日

部隊の中核を担う「曹」を養成
するコースです。
初年度収入:約270万円～

一 般

【大卒程度試験】
・22歳以上26歳未満の人

・修士課程修了者等(見
込み含)は28歳未満の人

・20歳以上22歳未満で大
学を卒業(見込み含)した
人

第1回採用試験
3月1日～4月14日

第2回採用試験
3月1日～6月16日
（飛行要員を除
く。）

1次試験

第1回4月23日・24日
（24日は飛行要員希望者の
み）

第2回6月25日

受付期間・試験日 備　考

○初任給(令和3年1月1日現在)
  修士課程修了者等　243,500円
○賞与(ボーナス)　　年2回(6月、12月)

○昇　給　　年１回
○週休2日制、祝日、各種休暇あり
○食事、光熱水費、医療費(基地内等)は無料

コース 資　格（R4.4.1現在） 受　付　期　間 試　験　日

4月16日

4月11日～13日（内1日）
※ＷＥＢ試験（個別方式）
4月17日（口述試験等）

自衛隊　幹部候補生

　自衛隊幹部候補生とは、一般又は専門の大学等を卒業後、陸・
海・空自衛隊それぞれの幹部候補生学校で必要な知識と技能を修得
し、幹部自衛官（パイロットを含む。)に任官するコースです。

一 般

　国家免許資格等を
有する18歳以上で、
資格の種類により53
歳～55歳未満の人

18歳以上34歳未満の人

1月6日～4月8日

1月6日～4月8日

技 能

3
・
4

お
知
ら
せ
こ
う
ほ
う

月
令和4年

予 備 自 衛 官 補

　一般の社会人や学生を「予備自衛官補」として公募・採用し、教育訓練終了後、
「予備自衛官」として任用する制度です。民間の優れた専門技能を有効に活用して
いくことを目的としています。
　「一般」と「技能」の2種類のコースがあり、採用されると、一般は3年以内に50日間、
技能は2年以内に10日間の教育訓練に参加して、必要な知識・技能を修得します。
　教育訓練は、日額8,200円の手当と自宅から教育訓練場所までの交通費が支給さ
れます。　また、教育訓練期間中の食事は無料で支給、宿泊(無料)は駐屯地内の指
定宿舎になります。

コース 資　格 受　付　期　間 試　験　日

編
集
・
発
行

芸
西
村
役
場

企
画
振
興
課

☎
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‐
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令和４年春季火災予防運動
この運動は、空気が乾燥し火災が発生しやすい時期

を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、

死傷者の発生や財産の被害を防ぐことを目的として、毎年実施しています。

※期間 令和４年３月１日（火）～７日（月）

★いのちを守る１０のポイント★

４つの習慣

①寝たばこは、絶対しない。

②ストーブの近くに燃えやすいものを置かない。

③こんろを使うときはその場を離れない。

④コンセントのほこりは清掃し、不必要なプラグは抜く。

６つの対策

①ストーブやこんろ等は安全装置付きの機器を使用する。

②住宅用火災警報器は定期点検し、１０年を目安に交換する。

③部屋を整理し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

④初期消火のために、消火器の設置、使用方法を確認しておく。

⑤避難経路と避難方法を確認し、備えておく。

⑥地域ぐるみの防火対策を行う。

火災を防止するために、まず大切なことは、一人一人が普段の生活の中で、

火の後始末を確実に行うことです。冬から春先にかけて空気が乾燥し、火事

が起こりやすい時期となります。火の取り扱いには十二分に注意し、就寝前

やお出かけ前にも必ず火の元の確認をお願いいたします。

お問合せ先：安芸市消防本部 消防課予防係 ☎０８８７－３７－９１０３

マイナンバーカードを使って予約・申込をおこない、選んだキャッ

シュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、最大5,000円

相当のポイントが付与されます。

対象者：マイナンバーカードを取得された方

（一度もポイントの申請をしていない方に限る）

マイナンバーカードの申請期限：2022年9月末

マイナポイント申込期限：2023年2月末

予約・申込のお手伝いを役場健康福祉課窓口で行っていますので、

お問合せください。

お問合せ先：☎33-2112

芸西村役場 健康福祉課 担当：岡村美香

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。

【募集受付期間】

３月１日（火）８時３０分～ ３月１４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・お問合せ先】

産業振興課 住宅係 足達 ☎３３－２１１３

芸西村子育て世代包括支援センター

「 CoCoRo（こころ） 」 を３月3日に開設します
「子育て世代包括支援センター」とは、妊娠・出産の不安や疑問、

育児の悩みなど皆さんの相談にお答えする総合相談窓口です。保健

師資格を持つ母子保健コーディネーターが相談に対応し、必要に応

じサービスへつなぎ、妊娠中から子育て期まで切れ目のない支援を

行います。詳しくは広報げいせい４月号でお知らせします。

場所は、芸西村村民会館1階（旧国体室を改装）

お子さん連れでも安心してお越しいただけるお部屋です。

HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチン

キャッチアップ接種に関するお知らせ

２０１３年度（平成２５年度）以降、積極的な勧奨が差し控えられ

ていたHPVワクチン（子宮頸がんワクチン）の接種が、２０２２年度

（令和４年度）から再開されます。これに伴い、積極的な勧奨の差

し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保

するため、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う「キャッ

チアップ接種」が実施されることになりましたのでお知らせします。

●キャッチアップ接種の対象者・・・１９９７年度（平成９年度）

生まれ～２００５年度（平成１７年度）生まれの女子

●キャッチアップの期間・・・令和４年４月～令和７年３月までの

３年間

●キャッチアップ対象者への周知・勧奨方法・・・具体的な内容は、

追って個別にお知らせします

※従来の定期接種対象者（１２歳になる年度の初日～１６歳になる

年度の末日までにある女子）には、年度当初に予診票発送を予定し

ております。

【お問合せ先】 芸西村保健センター ３３－４１５６

☆状況により、試験日が変更される場合があります。

☆詳しくは、自衛隊高知地方協力本部のホームページをご覧いただくか、

安芸地域事務所までご連絡下さい。

℡：０８８７－３５－２７４９

E-ma i l :kochi .pco.aki＠rct.gsdf.mod.go.jp


