
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
憲法記念日 みどりの日 こどもの日

二十四節気

立夏(りっか)

固定資産税
前納・第１期　納期限

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 可燃ごみ・生ごみ

8 9 10 11 12 13 14
弁当の日【幼・小・中】 春の体力測定 人権・行政相談 高齢者給食サービス

春の体力測定 10：00【馬ノ上ふれあいセンター】 10：00～15：00【村民会館】

13：30【あったかふれあいセンター】 レクリエーション交流会

11：00【琴ヶ浜ふれあいセンター】

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 春の体力測定 特定計量器定期検査 ほっとママ【保育所】 県民交通安全の日 二十四節気

10：30【福祉館】 10：30～11：45・13：00～14：30 10：00～11：00 親子遠足【保育所】 小満(しょうまん)
【村民会館】 春の体力測定 野市動物公園

10：00【琴ヶ浜ふれあいセンター】

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
春の体力測定 春の体力測定 心配ごと相談【村民会館】 犬の登録 9：30～15：00 高齢者給食サービス

10：00【ほっとハウス】 10：30【和食ふれあいセンター】 10：00～12：00、13：00～15：00 狂犬病予防注射

春の体力測定
9：30【長谷寄ふれあいセンター】

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
道徳参観日【中学校】 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

水 木 金 土

1 2 3 4

全国一斉特設人権相談

10：00～15：00【村民会館】

日 月 火 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

5 6 7 8 9 10 11
二十四節気 レクリエーション交流会 歯っぴい☆健口教室 乳がん検診(マンモグラフィ) マイ弁当の日【幼・小・中】

芒種(ぼうしゅ) 10：30【和食ふれあいセンター】 9：30【長谷寄ふれあいセンター】 8：30～11：00、13：00～15：30【村民会館】

歯っぴい☆健口教室 歯っぴい☆健口教室 道徳参観日【小学校】
9：30【ほっとハウス】 13：30【あったかふれあいセンター】 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

12 13 14 15 16 17 18
歯っぴい☆健口教室 芸西村交通安全の日 歯っぴい☆健口教室

10：30【福祉館】 歯っぴい☆健口教室 11：00【琴ヶ浜ふれあいセンター】

10：00【馬ノ上ふれあいセンター】

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

19 20 21 22 23 24 25
環境の日 県民交通安全の日 二十四節気 心配ごと相談【村民会館】

夏至(げし) 10：00～12：00、13：00～15：00

歯っぴい☆健口教室 バランス栄養教室

10：30【和食ふれあいセンター】 9：30【長谷寄ふれあいセンター】

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

26 27 28 29 30
1歳6ヶ月・3歳児健診

【村民会館】※時間は個別にお知らせします

村県民税
前納・第1期　納期限

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

津田クリニック
３４－１１９５

高齢者給食
サービスは
6月～9月は
お休みです

深谷内科
３３－２４０１

芸西オルソクリニッ
ク

◆児童家庭相談◆
毎週 火曜日

芸西病院
３３－３８３３

つつい脳神経外科
３４－０２２１

森澤病院
３４－１１５５

お子さんについて
心配事はありませんか？

【村民会館２階】
10:00～12:00
13:00～15:00

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

修学旅行（小学６年生・中学２年生） 5/25～

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

EASTﾏﾘﾝｸﾘﾆｯｸ
３４－０００３

森澤病院
３４－１１５５

森澤病院
３４－１１５５

宿泊学習（５年生）【小学校】 6/16～

胃内視鏡検査
成人歯科健康診査

受付開始

軽自動車税 納期
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日程 場所 時間

１４：００～１５：００

料　　金

新規登録 　６,２００円　　登録と注射

登録済の犬 ３,２００円　　注射のみ

５月２６日（木）

琴ケ浜ふれあいセンター駐車場 　９：３０～１０：００

旧土佐あき農協長谷寄出張所 １０：１５～１０：４５

第２香南くろしお園前 １１：００～１１：３０

馬ノ上ふれあいセンター前 １３：１５～１３：４５

役場北側駐車場

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（10万円/
世帯）の確認書返送期限のお知らせ
2月18日付けで対象者宛に送付しています「住民税非課税世帯等に対

する臨時特別給付金支給要件確認書」の返送期限が5月17日までとなっ
ております。確認書をご返送いただけていない方は期限までに手続をお願

いします。

期限までに返信等がない場合は、給付金の支給を辞退したものとみなさ

れますので、ご注意ください。
※なお、家計急変世帯等に対する給付金の申請期限は9月末までです。

お問合わせ先：総務課 臨時特別給付金担当 電話 33-2111
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満5歳から11歳の方に対する新型コロナウイルスワクチン接種について

満5歳から11歳の方に対する新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、

令和4年2月に行った接種意向(希望)調査に基づき、令和4年4月から実施しています。

接種意向(希望)調査にて「接種希望なし」又は返信をされていない方でワクチンの

接種を希望される方につきましては、下記までご連絡をお願いいたします。

令和４年度 集団健診（特定健診・健康診査・若年健診）・がん検診 完全予約制

村の集団健診及びがん検診を希望される方は、以下のとおりご予約をお願いします。
・予約の申し込み方法

予約期間は、令和4年4月5日から各種健診（がん検診）日の2週間前まで、先着順

で受付をしております。電話または役場1階窓口（健康福祉課℡33-2112・保健セン

ター℡33-4156）にて、健診（がん検診）の希望日および希望時間を選んで予約をし

てください。

詳しくは、令和４年度芸西村保健事業予定表（黄色）をご覧ください。

・コロナ禍でも健康のために必要な健診（検診）受診を！

健診会場では、換気や消毒でしっかりと感染予防対策をしています。過度な受診控

えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。ご自身の健康づくりのため、健診

（がん検診）は継続して受けるようにしましょう。

胃内視鏡検査のお知らせ
胃がん検診に胃内視鏡検査が加わりました。エックス線（バリウム検診）に比べて、よ

り多くの早期のがんを見つけることが可能です。

・対 象 者 50歳～69歳（対象年齢は令和5年3月31日時点）

※ただし対象外となる方や、体調から胃内視鏡検査をしてはいけない

ことになっている方もいるので、詳しくは下記までお問い合わせください。

・実 施 期 間 令和４年６月1日～令和５年1月31日

・費 用 3,000円 検診当日に医療機関窓口でお支払いください。

※生活保護受給者の方は無料です

・検診の間隔 2年に1回

・実 施 場 所 受託医療機関

・申し込み及びお問合わせ先：芸西村保健センター 電話33-4156 担当 吉村

成人歯科健康診査のお知らせ
歯周病は、糖尿病や心臓血管疾患など、全身に影響を及ぼす病気です。歯を失う

原因にもなっており、成人の8割以上が歯周病にかかっているといわれています。

歯科健診を受け、歯と健康を守りましょう。

・対 象 者 40歳,50歳,60歳,70歳の方（対象年齢は令和５年3月31日時点）

※ただし、現在、歯周病治療中の方は除きます

・実 施 期 間 令和4年６月1日～令和5年3月31日の間に1回

・費 用 無料

・実 施 場 所 受託歯科医療機関

・申し込み方法 健康福祉課へ来所のうえ、申請をお願いします。

印鑑をご持参ください。

・お問合わせ先 芸西村保健センター 電話33-4156 担当 吉村

芸西村防災マップ改定(配布)について
このたび、平成26年3月に作成していた芸西村防災マップの改定を行いました。

高知県が指定した土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の追加、令和3年5月

20日以降に運用している新しい避難情報についても記載しております。

引き続き、平成27年3月作成の芸西村津波防災マップと併用してのご活用をお願いいた

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

◆犬はきちんとつないで飼いましょう

犬の放し飼いは「動物の愛護及び管理に関する条例」

によって禁止されています。

■お問合わせ先 土木環境課 担当：品原 33-2155

犬は、生涯一度の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けら

れています。都合のよい集合注射場所へ是非お出かけください。

なお、犬の健康状態が心配な方や現在治療中の方は、掛かりつけ

の獣医師で接種してください。

お問合わせ先：芸西村役場 健康福祉課

(0887)-37-9570 【コロナ専用ダイヤル】

緊急車両のスムーズな走行・活動にご協力ください

車の運転中に、サイレンを鳴らし、赤色灯を点灯させた消防車や救急車が後方か

ら近づいてきた・・・。このような経験を持つ人も少なくないと思います。

消防車や救急車は、一刻もはやく災害現場や救急現場に到着し、消火活動をおこ

なったり、ケガ人や急病人を医療機関に搬送する活動しています。そのため、消防車

や救急車などの緊急車両は、道路交通法のなかで特例として右側の車線にはみ出し

たり、赤信号の交差点に進入したりするなどの走行が認められています。

～緊急車両が接近・通過したときの対応について～

・交差点又はその付近の場合

周りの安全を確認し、交差点をさけ、道路の左側によって一時停止してください。

・交差点やその付近以外の場合

周りの安全を十分確認し、道路の左側に寄り、緊急車両に進路を譲ってください。

ただし、一方通行の道路で、左側に寄ることで緊急車両の妨げとなるような可能性が

ある場合は右側に寄って停止もしくは進路をお譲りください。

・緊急車両通過後の場合

緊急車両通過後にも注意が必要です。緊急車両は1台だけとは限りません。2台、3

台と複数台通過する場合があります。また、緊急車両だけでなく、一般車両の接近の

恐れがあります。道を譲った後は必ず周囲の確認をおこない車両を安全に発進させ

るようにして下さい。

〇安全・確実な消防車・救急車の現場到着、早期の活動及び搬送へのご理解ご協

力をよろしくお願いします。

（お問合わせ先）消防本部 代表 34-1244

人権擁護委員制度を知っていますか
６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。

「人権」とは、「人が幸せに生活するために必要な権利」です。

人権擁護委員は、現在、高知県内に約１８０名が配置されており、

地域住民の皆さんが、人権について関心を持ってもらえるような啓発

活動を行ったり、法務局や市役所などの公共施設等において、家庭や

職場内における問題、コロナに関する差別問題、セクハラ、ＤＶ、い

じめ、インターネット上の誹謗中傷など、人権問題に関するあらゆる

相談をお受けします。相談は無料で、秘密厳守となっていますので、

一人で悩まずお気軽に法務局又は人権擁護委員にご相談ください。

令和４年６月１日の「人権擁護委員の日」に併せて、県内各地域で

「全国一斉特設人権相談所」を開設します。お問い合わせは、最寄り

の法務局まで、お尋ねください。

「くらしの悩みごと相談所」を開設します

高知地方法務局と高知人権擁護委員協議会では、高知よさこい

咲都合同庁舎にて、弁護士・司法書士資格を有する人権擁護委員

による「くらしの悩みごと相談所」を開催します。

１：日 時 令和４年６月１日（水）

午前１０時～午後０時まで

午後 １時～午後４時まで

（予約の締切りは同年５月３１日（火）午後５時１５分まで）

２：会 場 高知よさこい咲都合同庁舎７階

（高知市栄田町２－２－１０）

３：相談担当者 弁護士・司法書士資格を有する人権擁護委員

４：相 談 内 容 差別待遇、コロナ問題、暴行・虐待、ハラスメ

ント、いじめ・体罰、名誉毀損・プライバシー

侵害等人権問題に関するあらゆる相談

５：そ の 他 相談は無料、予約制です。

相談内容の秘密は厳守します。

＊以上の記事に関するお問い合わせは

高知地方法務局人権擁護課（℡０８８－８２２－３５０３）まで


