南陽市役所代表

おしらせ版

2019
No.1258

10

市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

■パレードコース

宮内地内
（パレードコースは右図のとおり）

◆南陽市商工会（☎㊵－３２３２）

未経験者、シニアの方大歓迎！
介護を学んでみませんか

インフルエンザ予防接種は
流行前に受けましょう
◆すこやか子育て課けん診係（☎㊵－１６９３）
予防接種後、インフルエンザの
抵抗力がつくまで約２週間かかり、
効果は約５か月続くと言われてい
ます。予防接種は流行前の体調の
良いときに受けましょう。
65歳以上の方などに接種費用を一部助成します
■対象 次のいずれかに該当する市民の方
①接種日に65歳以上の方
②内臓疾患により身体障害者手帳１級に相当する
60歳以上の方
■助成方法 申請は不要です
■助成額 １人1,500円（１回限り）
※地域により接種費用が異なる場合があります。
■助成期限 令和２年２月29日㈯
■接種時の持ち物 保険証、接種代金（自己負担額）、
②の対象者は身体障害者手帳
※中学３年生の予防接種費用の助成については、
市報９月１日号でお知らせしています。

温泉健康相談
■日時 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 20 ㈬ 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 20 ㈬ 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 ５㈫ ･ 18 ㈪ 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（予約制）
■日時 19 ㈫ ･21 ㈭ 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 17 ㈰ 13 時～ 16 時
■場所 あこや会館 ■申込締切 15日㈮
◆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 15 ㈮ 13 時～ 15 時
■場所 市民相談室
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）
人権相談
■日時 ５㈫ 13 時 30 分～ 16 時
（☎㊸－５８８８）
◆場所 健康長寿センター
ふれあい総合相談
■日時 ８㈮･22 ㈮13 時30 分～16 時
（☎㊸－５８８８）
◆場所 健康長寿センター

心筋症（特発性拡張型・
肥大型・拘束型）の
療養相談会（無料）
■期日 10 月 31 日㈭
■時間 13 時 30 分～ 15 時 30 分
■場所 置賜総合支庁（米沢市）
■内容 ▷講演「心筋症の理解と日
常生活のポイント」（講師：篠田
総合病院循環器科医長・池田こず
え氏）▷心筋症と食事・運動につ
いての懇談会（予約不要）
■対象 心筋症で治療中の方と
そのご家族など
◆置賜保健所子ども家庭支援課
（☎㉒－３２０５）

おくりもの
■南陽市へ
自主規制表示（止まれの表示）
の標識
３基 ㈲南陽プレイティングから

・10 月の納税・
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

10 月 31 日 ㈭

人口の動き

令和元年９月末現在
（ ）内は前月比

人口

３１，
２４２ 人（－ 28）

男性

１５，
０６４ 人（－ 11）

女性

１６，
１７８ 人（－ 17）

世帯

１１，
３８８ 世帯（－ ８）

地域の課題や施策を地元県議会議
員が審議します。県議会の活動を身
近で傍聴してみませんか（予約不要）
。
■日時 11 月 15 日㈮ 15 時
■場所 置賜総合支庁西置賜地域
振興局（長井市）
◆県議会事務局議事調査課
（☎０２３－６３０－２８４１）

環境について考えよう
やまがた環境展（無料）
■期日 10 月 26 日㈯・27 日㈰
（27日は～16 時）
■時間 10 時～17時
■場所 山形ビッグウイング
（山形市）
■内容 森田正光氏（気象予報士）
トークショー、リサイクル自転車
抽選会、環境技術の展示など
◆県循環型社会推進課
（☎０２３－６３０－２３０２）

奨学金返済に関する
無料電話相談
■日時 ▷11 月15 日㈮ 10 時～ 20 時
▷11月 16 日㈯ 10 時～ 17 時
◆生活あんしんネットやまがた
（☎０１２０－３９－６０２９）

第３期
第４期
第４期
第４期

※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限

地元の県議会議員による
地域議員協議会

専門家９士業による
なんでも相談会
弁護士・司法書士・社会保険労務
士・建築士など９士業の専門家によ
る相談会です。無料、予約不要です。
■日時 10 月 27 日㈰ 11 時～ 16 時
（受付は 15 時 30 分まで）
■場所 アクティー米沢（米沢市）
◆県司法書士会
（☎０２３－６２３－７０５４）

良く育つ！エコたいひ
無料提供いたします！
株式会社丹野 エコプラザ
提供場所：上山市楢下字柏木1527番地
ＴＥＬ：023-674-3352
詳しくはこちら
9：00～16：00（日・祝日を除く）
元 .10. 16

（4）

広 告

◆（公財）介護労働安定センター山形支所
（☎０２３－６３４－９３０１）
■日程
①１日コース（基礎講座）
11 月 11 日㈪９時 30 分～ 15 時 30 分
②７日コース
期日
時間
11/11
㈪
９：30
～ 15：30
（基礎講座＋
11/18
㈪
10
：00 ～ 16：30
入門講座＋実践）
11/25 ㈪
10：00 ～ 16：30
右表のとおり
12/ ２㈪
10：00 ～ 15：30
■場所
12/ ８㈰
９：00 ～ 13：00
アクティー米沢
12/ ９㈪
13：00 ～ 17：00
12/16 ㈪
10：00 ～ 16：30
（米沢市）
■内容 ▷基礎講座／介護に関する基礎知識▷入門
講座／基本的な介護の方法、認知症および障害の
理解、介護における安全確保など
■定員 先着 25 人
■参加料 無料
■申込方法 福祉課介護管理係備え付け
の受講申込書を記入し FAX・メール・
郵送のいずれかで申込
※詳細は県 HP をご覧ください。

※当日は混雑が予想されます。交通手段は
フラワー長井線などをご利用ください。

■発行 南陽市 ■編集 みらい戦略課広報広聴係
〒 999-2292 山形県南陽市三間通 436 の１
☎ 0238（40）3211（内線 440）

11 /３（日・祝）13 時

■市報なんよう
№１２５８
令和元年 10 月 16 日号

カーニバル

11 月の相談

市報なんようへの
ご意見は
こちらから

南陽の菊まつりのイベン
トです。華やかに繰り広げ
られる市民仮装パフォーマ
ンスをご覧ください。餅ま
きも行いますのでぜひ遊び
にきてください。

菊と市民の
場所

◆＝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。

■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

第 40 回

日時

☎０２３８－㊵－３２１１

Information

結城豊太郎記念館
施設活用文化講座のおしらせ
第２回講座「うたごえ広場」結城先
生のピアノで懐かしい歌をうたおう
■日時 10月19日㈯10時～11時30分
■講師 大場秀子氏 ■参加料 500円
■申込方法 電話または来館
第３回施設活用文化講座
「知りたい！吊るし飾り作りのいろは」
市内在住の作家から吊る
し飾り作りの基礎を学び、
小物作りにも挑戦します。
■日時 11月16日㈯
10時30分～正午
■講師 上浦冨美子氏
■参加料 500円（材料費）
■持ち物 裁縫道具
■定員 先着15人（要申込）
■申込方法 電話または来館
■申込開始 11 月２日㈯９時
◆結城豊太郎記念館
（☎㊸－６８０２）

国際ソロプチミスト南陽
チャリティーワインパーティー
「ジャズとワインの夕べ」
■日時

11 月８日㈮ 18 時 30 分
（18 時開場）
■場所 ハイジアパーク南陽
■演奏者 駒込綾トリオ
■入場料 ５, ５００円
◆酒井（☎㊸－２０４３）
こまごめりょう

南陽菊まつり
県南囲碁大会
■日時

11 月３日㈰ 10 時
（受付は９時から）
■場所 赤湯公民館
■参加料（昼食代込み）2,000 円
（大学生1,500円、高校生以下1,000円）
◆南陽囲碁会・平吹（☎㊸－５８３２）

楽しく合同体験会
（無料）
■期日 11 月 10 日㈰
■時間 13 時 30 分～ 16 時
■場所 ワトワセンター南陽
■内容 絵手紙、エコクラフト、音読等
◆新日本婦人の会・山田
（☎㊸－４０６１）
（3）

南陽市役所代表

◆＝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。

元 .10. 16

やまがた縁結びたい
結婚塾
■日時 11月３日㈰14 時～16時30分
■場所 山形ビッグウイング
（山形市）
■内容 ▷ワークセミナー▷フリー
トーク▷個別相談会など
■対象 20 歳以上の独身男女
■定員 各 15 人（超えた場合抽選）
■参加料 500 円（当日持参）
■申込締切 10 月 25 日㈮
◆やまがた出会いサポートセンター
事務所（☎０２３－６１５－８７５５）

宮内公民館
消しゴムはんこ教室
はんこ職人指導のもと、自分だけ
のオリジナル消しゴムはんこを作っ
て、年賀状などに活用しませんか。
■期日 11 月 23 日㈯
■時間 ９時 30 分～正午
■場所 宮内公民館
■講師 宮川良司氏（宮川西山堂）
■受講料 ３００円
■対象 小学生以上（小学３年生以
下の方が参加される場合は保護者
同伴でお願いします）
■定員 先着 20 人
■持ち物 筆記用具、彫刻刀（お持
ちの方）※材料など必要な物品は
公民館で準備します。
■申込方法 宮内公民館備え付け
の申込用紙に受講料を添えて申込
■申込締切 11 月８日㈮
◆宮内公民館（☎㊼－３１１２）

■開庁時間

募

集

女の料理教室 参加者
■期日 11 月 18 日㈪、25 日㈪
■時間 10 時～ 13 時
■場所 宮内公民館
■定員 先着 12 人
■講師 竹田美喜子氏（栄養士）
■受講料 １，０００円／２回
■持ち物 エプロン、手拭き用タオル
■申込方法 宮内公民館備え付け
の申込用紙に受講料を添えて申込
◆宮内公民館（☎㊼－３１１２）

ここらフェスティバル
バザー提供品
未使用の商品の提供を 10 月 30
日㈬ 18 時までお願いします。ご連
絡いただければ引き取りに伺います。
第２回ここらフェスティバル
■期日 11 月２日㈯～４日㈪
■時間 10 時～ 17 時
■場所・問合せ先 就労継続支援
A 型事業所ここら「COCORA」
（赤湯地内）（☎⑳－５４２４）

講座・催し
なんようクリスマス
パーティー

地元のパワースポットで、令和の
新しい出会いをみつけませんか。
■日時 12 月７日㈯ 15 時～ 18 時
（受付は 14 時 30 分から）
東南置賜地区
■場所
熊野大社證誠殿
県・市町合同公売会
■内容 フリーパーソナリティー伊藤
地方税の滞納者から差し押さえた
こずえ氏のライフデザイン講座（15
財産を一斉に入札方式で公売します。
、出会いのパーティー（16 時～）
時～）
■期日 10 月 26 日㈯
■対象 25～ 42 歳の未婚男性 15 人、
■日程 受付開始９時 30 分▷開場
成人未婚女性 15 人
10 時▷入札 10 時 10 分～ 11 時
※申込多数の際は抽選。なんよう婚
▷開札 11 時５分～
活 Oh! 縁団事業所優先有り。
■場所 アクティー米沢（米沢市）
■会費 男性 4,000 円、女性 2,000 円
■持ち物 ▷印鑑▷身分証明書（運
■申込締切 11 月 18 日㈪
転免許証等）▷委任状（代理の場
◆社会教育課結婚推進係
合）▷買受代金（現金）
（☎㊵－８９９７・FAX ㊵－３３８８
◆置賜総合支庁総務企画部税務課
bmnanyo@ms5.omn.ne.jp）
納税管理担当（☎㉖－６０１６）

おしらせ

☎０２３８－㊵－３２１１

平日８時 30 分～ 17 時 15 分

役立っています
宝くじ助成事業

宝くじの社会貢献広報事業として
宝くじの受託事業収入を財源に実施
しているコミュニティ助成事業を
活用し、地域の設備を整備しました。
夏祭り東部子供みこし実行委員会
お祭り太鼓を
整備しました。
子供みこしの伝承
と青少年健全育
成に役立てます。
◆社会教育課（☎㊵－８９９５）
南町上地区自主防災会
災害時に電源を確保できる非常
用電源設備を整備しました。
災害時の応急対
策 活 動 に 役 立 て、
地域の防災・減災
に努めます。
◆総合防災課
消防防災係
（☎㊵－０２６７）

退職金をサポートする
国の制度があります
掛金の助成や税法上の優遇などの
特典があります。ぜひご加入ください。
中小企業退職金共済制度
中小企業のための制度で、パートタ
イマー・家族従業員も加入できます。
◆
（独）
勤労者退職金共済機構中退共
事業本部（☎０３－６９０７－１２３４）
建設業退職金共済制度
建設業を離れた際に建設業で働いた
日数に応じて退職金を払う制度です。
◆
（独）
勤労者退職金共済機構建退共
山形県支部
（☎０２３－６３２－８３６４）

おしらせ

マイクロバスの利用には
違法な「白バス」に注意

運転手付きの白ナンバーのマイ
クロバスは「白バス」と呼ばれ、道
路運送法に違反します。知らずに
利用して事故にあった場合、保険
が適用にならないこともあります。
国土交通大臣の許可を受けた緑ナ
ンバーのバスを利用しましょう。
◆東北運輸局山形運輸支局
（☎０２３－６８６－４７１２）

お知らせ
９月 25 日㈬に中止となった「市長とみらいトーク」宮内公
民館会場は 11 月７日㈭ 19 時からに変更となりました。
◆みらい戦略課広報広聴係 （☎㊵－０２４９）

10 月は「がん検診推進
強化月間」です

お知らせ

多くのがんは、早期に
発見すれば９割は治りま
す。症状がなくても定期
的にがん検診を受けるこ
とが重要です。受診を希望する方は
下記まで申し込みください。
◆すこやか子育て課けん診係
（☎㊵－１６９３）

不要農薬を回収します

■日時 11月１日㈮９時～11時30 分
■場所 JA 山形おきたま南陽
グリーンセンター前駐車場
■対象農薬
▷有効期限切れの農薬
▷登録失効農薬
家屋の取り壊しの
▷使用する見込みがない農薬
届けはお済みですか
■廃棄料金 １７０円／㎏（税込）
令和２年度の固定資産・都市計画 ■支払方法 現金または JA 口座振替
税は令和２年１月１日現在南陽市 ■持ち物 印鑑（口座振替で支払う
場合は通帳印）
に所在する固定資産に対し課せら
■搬入方法 紛粒剤、乳液剤、水和
れます。
剤に仕分けし、別々のダンボール
住宅等を取り壊すと固定資産税
に入れて搬入
の課税対象から除外されますので、
所有者の方は忘れずに税務課へ「家 ※搬入の際は液漏れ、飛散のないよ
うに注意してください。
屋滅失届」を提出してください。
◆ JA 山形おきたま南陽支店
◆税務課資産税係
（☎㊺－３００４）
（☎㊵－０２５９）

令和元年度
地価調査結果をお知らせします ◆建設課用地係（☎㊵－８３９８）
令和元年度地価調査結果のうち、本市に関
するものは次のとおりです。調査結果は、市
役所や県庁、県の HP でも公開しています。
■対前年度変動率

地価調査とは
県内各地域で基準地を
選び、その適正な土地価

住宅地

商業地

工業地

南陽市平均

▲ 0.7％

▲ 1.7％

0.5％

山形県平均

▲ 0.7％

▲ 1.1％

▲ 0.3％

■南陽市基準地の標準価格

宮内字中ノ坪 4561 番 2 外 1 筆
宮内字冨貴田一 2833 番 28
宮内字新町二 2706 番 4 外 1 筆
漆山字東寺町 763 番 21
島貫字渋田 613 番 3

地を売買する際の目安に
なります。

（令和元年７月１日現在）

基準地の所在

漆山字東屋敷三 1530 番 1

格を公表するもので、土

本年価格
（円 /㎡）

前年価格
（円 /㎡）

変動率

25,200
16,100
23,700
9,350
8,420
25,300

25,500
16,200
24,200
9,490
8,380
25,300

▲ 1.2％
▲ 0.6％
▲ 2.1％
▲ 1.5％
0.5％
0.0％

一定面積以上の土地の売買等をした場合は届出が必要です
右表の面積以上の土地を売買した場合、契約後に権利取得者（買主）
が届け出を行う必要があります。
対象となる土地
対象面積
■届出期間 契約をした日を含め
市街化区域
2,000㎡
２週間以内
市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡
■届出窓口 建設課用地係
都市計画区域以外の区域
10,000㎡
元 .10. 16

（2）

