
南陽市役所代表　☎０２３８－40－３２１１
■開庁時間　平日 8時 30 分～ 17 時 15 分　

■ホームページ　http://www.city.nanyo.yamagata.jp/
■フェイスブック　https://www.facebook.com/city.nanyo　 
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◆＝問合せ・申込先。
※料金記載の無いものは無料、申込締切の無いものは申込不要です。
※掲載事項について、詳しくは各担当に問い合わせください。
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６月の相談

　温泉健康相談
■日時　６/20㈭13時30分～15時30分
■場所　ハイジアパーク南陽
◆すこやか子育て課すこやか係（☎40－1691）
　すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時　5/21 ㈫、6/4 ㈫ 10 時 ~15 時
■場所　市役所２階２０１会議室
◆すこやか子育て課すこやか係（☎40－1691）
　心の健康相談（予約制）
■日時　6/ 6 ㈭ ･19 ㈬９時 30 分
■場所　置賜総合支庁
◆置賜保健所（☎㉒－３０１５）
　無料法律相談（受付順）
■日時　6/ 3 ㈪ ･17 ㈪ 9時～ 13 時
■場所　市民相談室
■受付時間　８時 30 分～ 12 時 30 分
◆市民課生活係（☎40－８２５５）
　結婚相談会
■日時　6/18 ㈫ ･20 ㈭ 9時～正午
■場所　南陽市役所
◆社会教育課結婚推進係（☎40－８９９７）
　「やまがた縁結びたい」結婚相談会 
■日時　6/16 ㈰ 13 時～ 16 時
■場所　あこや会館　■申込締切　6/14㈮
◆やまがた出会いサポートセンター
　事務所（☎０２３－６１５－８７５５）
　行政相談
■日時　6/21 ㈮ 13 時～ 15 時
■場所　市民相談室
◆市民課生活係（☎40－８２５５）
　人権特設相談
■日時　6/3 ㈪ 13 時 30 分～ 16 時
◆場所　赤湯公民館（☎43－３４６６）
　ふれあい総合相談
■日時　6/14㈮･28㈮13時30分～16時
◆場所　健康長寿センター（☎43－５８８８）

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

■日時　6月 20 日㈭ 13 時 30 分
■場所　置賜総合支庁（米沢市）
■定員　先着３人（要事前申込）
◆㈱西王不動産置賜事務所（☎㉔－２３３２）

ひきこもりや不登校で
悩んでいる方へ

　本人やご家族の相談に応じます。
■日時　５月 23 日㈭ 13 時～ 16 時
■場所　赤湯公民館
◆NPO法人から・ころセンター（☎㉑
－６４３６、 info@npo-karakoro.com）

おくりもの
■南陽市へ　現金　100 万円　
　医療法人社団清永会から
■宮内小学校へ　イーゼル　20 台
　平成 30 年度卒業生一同から
■赤湯中学校へ　パイプ椅子　30 脚
　平成 30 年度卒業生一同から
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えくぼプラザ
市民ギャラリー展示

■開館時間　９時～ 21 時
　「小川宏二人展」
■期間　５月21日㈫～６月３日㈪14時
　「南陽さつき愛好会　さつき展」
■期間　６月１日㈯～２日㈰ 17 時
◆赤湯公民館（☎43ー３４６６）

結城豊太郎記念館
企画展＆春まつり

　企画展「結城先生が結んだ縁」
　「華麗なる閨

け い ば つ

閥」とも評された、結
城先生の活躍を支えた縁を紹介します。
■期間　６月23日㈰まで
　春まつり「父と暮せば」公演
■日時　５月26日㈰13時（30分前開場）
■場所　結城豊太郎記念館
■出演　川西町演劇研究会
■料金　1,500円（友の会会員1,000円）
◆結城豊太郎記念館（☎43－６８０２）

水林の歴史を学ぼう
第 35 回 緑陰学級

■日時　５月26日㈰８時（宮内公民館集合）
■場所　水林（雨天時は金山公民館）
■参加料（資料代）５００円
■内容　魚つかみ、小枝工作、巣箱作
り、樹名の学習、丸太切り、山菜汁

※要着替え、弁当不要。
◆須貝（☎43－３９０３）

事業者対象の消費税軽減
税率等説明会( 予約制 )

■期日　５月 24 日㈮、６月 21 日㈮
■時間　14 時 ～ 15 時 30 分
■場所　米沢税務署　■定員　先着40人
※公共交通機関でお越しください。
◆米沢税務署（☎㉒－６３７５）
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人口の動き
平成 31年４月末現在
（　）内は前月比

人口 ３１，３２７ 人（－  73）
男性 １５，０７６ 人（－  33）
女性 １６，２５１ 人（－  40）
世帯 １１，３４５世帯（＋ ７）

令和２年４月１日採用予定

第１回南陽市職員採用試験
■採用予定職種・受験資格　※住所要件はありません。
区分 職種 採用予定 受験資格

上級

一般行政

若干名

平成元年４月２日から平成 10 年４月
１日までに生まれた方（または、平成
10 年４月２日以降に生まれ、学校教
育法による大学を卒業した方または
令和２年３月までに卒業見込みの方）
※保健師は上記のほか、保健師免許を
有する方又は令和２年３月 31 日まで
に国家試験により免許取得見込みの方

土木技師

保健師

上級

（社会

人枠）

一般行政 昭和 59 年４月２日から平成６年４月
１日までに生まれた方で、５年以上民
間企業等（地方公共団体等を含む）に
正職員として勤務した経験がある方土木技師

■１次試験日　６月 30日㈰
■試験会場　南陽市役所　■申込期限　６月 14日㈮
■２次試験日　７月下旬
■必要書類　 ▽受験申込書 ▽受験票 ▽返信用封筒（長形３号。
　82 円切手を貼り、受験票送り先の宛先を明記すること）
※６月 21日㈮まで受験票が届かな
　い場合は問い合わせください。

■申込書の取得方法

▽南陽市 HPからダウンロー
ド ▽郵便請求 ▽総務課（市役
所３階）で配布
◆総務課職員係
（☎40－０２４４）

（4）（4）元 . ５. 16

・５月の納税・
軽自動車税　　　　　　　第１期
固定資産税・都市計画税　第１期

 ※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限　５月 31日㈮
三浦祐太朗
三浦祐太朗 Live Tour   47 MELODIES”
◆ノースロードミュージック（☎０２２－２５６－１０００）

■期日　９月 14日㈯
■時間　開場 14 時 30 分／開演 15 時
■場所　シェルターなんようホール大ホール
■チケット料金（全席指定）　４，８００円

■市民先行販売（１人４枚まで）
　６月１日㈯～ 14 日㈮

▽シェルターなんようホール（９時～ 21 時、月曜休館）
※市民である証明（運転免許証など）をお持ちください。

■一般販売（１人４枚まで）　６月 22 日㈯ 10 時～

▽ローソンチケット（Ｌコード 21846、☎ 0570-084-002）

▽チケットぴあ（Ｐコード 148-161、☎ 0570-02-9999）

▽シェルターなんようホール（23 日㈰以降９時～ 21 時）

▽ノースロードオンラインチケット

郷ひろみ
HIROMI GO CONCERT TOUR 2019
◆チケット GIP（☎０２２－２２２－９９９９）

■期日　7 月 28 日㈰
■時間　開場 17 時 30 分／開演 18 時
■場所　シェルターなんようホール大ホール
■チケット料金（全席指定）　８，０００円

■市民先行販売（１人４枚まで）　５月 18 日㈯～24 日㈮

▽シェルターなんようホール（９時～ 21 時、月曜休館）
※市民である証明（運転免許証など）をお持ちください。

■一般販売（１人４枚まで）　５月 25 日㈯ 10 時～

▽ローソンチケット（Ｌコード 22555、☎ 0570-084-002）

▽チケットぴあ（Ｐコード 149-433、☎ 0570-02-9999）

▽イープラス（http://eplus.jp）

▽シェルターなんようホール（26 日㈰以降９時～ 21 時）

▽チケット GIP（http://www.gip-web.co.jp）

稲垣潤一
稲垣潤一コンサート 2019
◆ノースロードミュージック（☎０２２－２５６－１０００）

■期日　９月 28日㈯
■時間　開場 17 時／開演 17 時 30 分
■場所　シェルターなんようホール大ホール
■チケット料金（全席指定）　６，５００円

■市民先行販売（１人４枚まで）
　６月１日㈯～ 14 日㈮

▽シェルターなんようホール（９時～ 21 時、月曜休館）
※市民である証明（運転免許証など）をお持ちください。

■一般販売（１人４枚まで）　６月 22 日㈯ 10 時～

▽ローソンチケット（Ｌコード 22845、☎ 0570-084-002）

▽チケットぴあ（Ｐコード 152-339、☎ 0570-02-9999）

▽シェルターなんようホール（23 日㈰以降９時～ 21 時）

▽ノースロードオンラインチケット

５

求む！求む！
キミの力キミの力

人権擁護委員に
お気軽に相談ください

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱されたボラ
ンティアです。人権相談や、人権への関心を高め
る活動を行います。
　人権擁護委員（敬称略）　 ▽後藤勇吉（宮内） ▽

山口吉子（同） ▽廣居安子（同） ▽森谷和子（三間通）

▽伊藤豊一（郡山） ▽髙橋美枝子（金山） ▽小林
寿子（池黒）　◆市民課生活係（☎40－８２５５）

■共通事項　 ※インターネットオークションへの出品、　金券ショップへの販売委託等禁止。
　　　 ※未就学児の入場はできません。 ※駐車場の台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせでお越しください。

”

シェルターなんようホール
　　　（南陽市文化会館）催事情報



南陽市役所代表　☎０２３８－40－３２１１
■開庁時間　平日 8時 30 分～ 17 時 15 分　

Information
◆＝問合せ・申込先。
※料金記載の無いものは無料、申込締切の無いものは申込不要です。
※掲載事項について、詳しくは各担当に問い合わせください。
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情報公開制度・個人情報
保護制度の運用状況

　情報公開制度とは
　市が持つ情報（行政文書）の公開を
皆さんが請求でき、市は請求された情
報を原則公開するという制度です。
■平成 30年度の情報公開請求件数
　（公開の決定内容）

▽市長部局　請求６（公開４、一部公開２）

▽教育委員会　請求１（公開１）

▽議会、選挙管理委員会、監査委員、農業
　委員会、固定資産評価審査委員会　請求０
　個人情報保護について
　市は、個人情報取扱事務を行う際は
登録をし、本人から開示請求された個
人情報は原則開示しなければなりません。
■実施機関・登録件数

▽市長部局・１６９ ▽議会・２ ▽教育
委員会・26 ▽選挙管理委員会・６ ▽

農業委員会・５　計２０８
■平成 30年度の開示請求件数　５件
◆総務課庶務係（☎40－０２４５）

救急車の適正利用に
ご協力を

　　　　　　　　　
　昨年の救急搬送者の 45％は、入院
の必要がない軽症者でした。救急車を
呼ぼうか迷ったら下記に連絡し、アド
バイスを受けましょう。本当に救急車
が必要な方のためにご理解とご協力を
お願いします。
◆南陽消防署（☎43－３５００）
　山形県救急電話相談
■受付日時　毎日 19 時～ 22 時

▽ 15歳未満　☎#8000（プッシュ回線・携
帯電話）/☎ 023-633-0299（ダイヤル
回線・IP電話・PHS） ▽15歳以上　☎#8500
（プッシュ回線・携帯電話）/☎023-633-
0799（ダイヤル回線・IP 電話・PHS）

くりえいと工房再生品を
無償で提供します

■提供品　自転車 10 台、家具類５点
※申込は１世帯各１点まで。
■展示期間　６月５日㈬～７月６日㈯
■公開抽選日時　７月９日㈫ 10 時
※申込時は本人確認書類が必要です。
◆千代田クリーンセンター
　（☎　 －４００４）
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お知らせ

スマートフォンで
便利に納税できます

■対象　納付書払いの方
■種類　固定資産税、市県民税、国民
健康保険税、介護保険料、後期高齢
者医療保険料

■利用アプリ　PayＢ、ヤフー公式アプリ
※詳細はHPをご覧ください。
※クレジットカードは利用でき
ません。

　
市税の収め忘れはありませんか

　
　納期限を過ぎても納付がない方に
は、督促手数料、延滞金、差し押さえ
等の対応をします。失業、病気等の事
情で市税等を納められない方は、分割
納付や一定期間の猶予ができる場合が
ありますので相談にお越しください。
◆税務課収納係（☎40－０２６３）

障がいがある方の
軽自動車税を減免します

■対象車両　車検証の使用者・所有者
が、障がいのある方ご本人名義の軽
自動車、二輪車、原動機付自転車

※１人当たり普通自動車含め１台まで。
※詳しい要件は問い合わせください。
■申請期限　５月 31 日㈮
  「減免予定のお知らせ」が届いた方へ
　内容に変更がなければ自動的に減免
となります。変更があれば連絡ください。
◆税務課市民税係（☎40－２０５８）

不法投棄・不法焼却は
犯罪です

　ごみをみだりに捨てたり、放置した
りすること（不法投棄）、ドラム缶・
一斗缶など不適切な焼却炉で家庭ごみ
などを焼却すること（不法焼却）は、
法律で禁止されています。
　目撃したら通報をお願いします
◆南陽警察署（☎50－０１１０）

◆市民課環境係（☎40－８２５６）
　不法投棄はこちらにも通報できます

◆不法投棄１１０番（☎㉖－６０３４）

市議会６月定例会日程
※変更の場合があります

期日 日程
６/３㈪ 本会議　開会
６/５㈬～７㈮ 一般質問
６/12 ㈬ 総務常任委員会
６/13 ㈭ 文教厚生常任委員会
６/14 ㈮ 産業建設常任委員会
６/18 ㈫～19 ㈬ 予算特別委員会
６/21 ㈮ 本会議　閉会
◆議会事務局（☎40－８４４５）

マイナンバーカード
休日臨時交付窓口

■期日　５月 26 日㈰、７月 28 日㈰
■時間　９時～正午（予約分終了次第終了）
■場所　市民課（市役所１階①窓口）
■予約方法　平日の市役所開庁時間内
に電話で予約してください

※予約のない方へのカード交付やカー
ド交付以外の手続きはできません。

◆市民課市民係（☎40－８２５４）

移住世帯へ県産米や
みそ・しょうゆ提供します

　移住の公的相談窓口を通して県外か
ら南陽市に移住した世帯（転勤・進学
除く）に県産米やみそ・しょうゆを提供
します。詳しくは問い合わせください。
◆みらい戦略課企画調整係（☎40－０２４８）

山形交響楽団定期演奏会
の招待券を配布します

■観覧期日　６月８日㈯
■場所　山形テルサ（山形市）
■対象　確実に鑑賞できる方
■申込締切　５月 30 日㈭
※応募多数の場合は抽選。
◆社会教育課文化係（☎40－８９９６）

「横断歩行妨害」は
悪質な交通違反です

　運転者が、横断歩道で横断している／
手をあげて横断の意思を示している／
渡ろうと立っている歩行者の通行を妨
げた（車両を停止させなかった）場合
は違反となり、処罰されます。
　運転者も歩行者もルールを守って、
安全で住み良いまちをつくりましょう。
◆南陽警察署（☎50－０１１０）

募　集　

県営住宅入居者

■住宅・戸数　①桜木住宅１号２階・
１戸②桜木住宅２号４階・１戸（単
身可）③桜木住宅２号３階・２戸、
４階・１戸④関口住宅２号３階・１戸

■部屋数　①②③８－６－ 4.5 畳
　　　　　④８－６－６畳
■家賃（月額）①②③15,800～31,100円
④ 23,100～ 45,300 円

※抽選倍率優遇あり。
■募集期間　６月３日㈪～７日㈮
■受付時間　10 時～ 17 時
■入居時期　８月上旬（予定）
◆㈱西王不動産置賜事務所（☎㉔－２３３２）

令和２年４月１日採用
置賜広域病院企業団職員

■募集職種・人員　行政職（上級）、
　行政職（医療・福祉系）　各若干名
■試験日　７月 28 日㈰
■試験会場　公立置賜総合病院（川西町）
■申込締切　６月 28 日㈮必着
※詳細はホームページ等をご覧ください。
◆置賜広域病院企業団総務企画課職員係
　（☎46－５０００）

県警察官採用試験

■応募資格　①大学を卒業した者、来
春卒業見込みの者②①以外の者

■試験日　①７月14日㈰②９月22日㈰
■申込期間　①６月 17 日㈪まで
　②７月 19 日㈮～９月２日㈪
◆南陽警察署（☎50－０１１０）

講座・催し

やまがた森の感謝祭
２０１９

■日時　６月１日㈯ 10 時～ 15 時
■場所　山形県眺海の森（酒田市）
■内容　 ▽森づくり活動（植樹、刈払
い、チップ歩道整備） ▽体験・販売（竹
ポット苗づくり、木工クラフト、丸太
切り） ▽森の抽選会（お子さん対象）
※森づくり活動のみ事前申込要 (5 月
　20 日㈪まで )。
◆庄内総合支庁森林整備課
（☎０２３５－　－５５２３）

さくらんぼ狩りと出会
いのＢＢＱパーティー

■日時　６月 22 日㈯ 10 時～ 15 時
■場所　ハイジアパーク南陽ほか
■対象　28 歳～42歳の独身男性、20歳
以上の独身女性　■定員　各 15 人

※申込多数の際は抽選。
■申込締切　６月３日㈪
■会費　男性 5,000 円、女性 3,000 円
◆社会教育課結婚推進係
　（☎40－８９９７）
　bmnanyo@ms5.omn.ne.jp

東南置賜地区県立高校
再編整備地域説明会

■日時　６月３日㈪19時～20時 30分
■場所　赤湯公民館
■内容　「東南置賜地区の県立高校再編
　整備計画 (骨子案 )」の説明と質疑応答
◆県教育庁高校教育課高校改革推進室
（☎０２３－６３０－２４９３）

夕鶴の里イベント

■場所　夕鶴の里
  　　第 17 回　民話の語り駅伝
　小学生から大人の語り部が、たすき
をつなぎながら民話を語ります。
■日時　５月 26 日㈰ 13 時～ 15 時
　おきたま語りフェスティバル
■日時　６月16日㈰13時～15時30分
■内容　 ▽おきたま語り部の会や小学
生の語り ▽川西昔ばなしの会・小林
幸子さんの昔ばなし＆トーク

◆夕鶴の里（☎47－５８００）第10回

第 49 回ワインフェス
ティバル in 南陽

■日時　５月25日㈯
　　　　16時～19時30分
■場所　えくぼプラザ前の
　県道（雨天時はえくぼプ
　ラザ内）

■チケット料　 ▽前売入場券 1,300 円
（当日券 1,800 円） ▽追加券 1,000 円
■チケット取扱先　市内ワイナリー、
コンビニエンスストア等

※グラス、飲食物の持込はできません。
※会場の県道は、当日 15 時～ 20 時
30 分まで車両通行止めとなります。

◆商工観光課観光ブランド係
（☎40－８２９５）

しゃくやく祭り

■期間　５月 24 日㈮～６月 15 日㈯
■場所　諏訪神社「芍薬苑」（中川地区）
■入場料　６００円（維持管理料）
※ 18 歳以下は無料。
◆諏訪神社（☎49－２３０７）
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