老人ホーム、障がい者施設、グループホーム等に入所
している方、生活保護世帯は該当しません。

また東日本大震災による避難者世帯の方で住所が南
陽市にない場合は、平成 31 年 1 月 1 日現在の住所
地から発行される非課税証明書

■申請期間

「 ｆｒｅｅ ｓｔｙｌｅ ｓｔｒｏｋｅ 」

◆キョードー東北（☎０２２－２１７－７７８８）

■期日 令和２年１月 25 日㈯
■時間 開場 16 時 30 分／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） ７，７００円
※４歳以上チケット必要／３歳以下入場不可
※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。
※車椅子でご来場のお客様はお手数ですが公演前にキョー
ドー東北までご連絡ください。

▽
▽ ▽ ▽ ▽

ホストタウン推進事業

ド ー ン

DAWN のバルバドス講座
◆みらい戦略課ホストタウン推進室（☎ ㊵－８７４８）
ホストタウンパートナーのバルバドス国を知りま
しょう。同国出身のドーン国際交流員がバルバドス
を紹介します。

■期日

期日
12/ 6 ㈮
12/11 ㈬
12/13 ㈮

内容
バルバドスの地理 ･ 歴史
バルバドスの教育
バルバドスの文化

■時間 13 時 30 分～ 14 時 30 分
■場所 シェルターなんようホール 練習室１
■対象 どなたでも
■定員 20 人程度 ■参加料 無料
■申込締切 12 月２日㈪ ※定員になり次第締切。
【おわびして訂正いたします】
市報なんよう 11 月１日号 P.12「郷土の守り」に掲載の
第８分団長 本田一星さんの地区名に誤りがありました。
【誤】
（赤湯）→ 【正】
（中川）

おくりもの
■沖郷中学校へ
和太鼓 １張
太鼓台 １台
色摩厚さん（沖郷）から
■市民体育館へ
バイク用ヘルメット ３個
㈲キの字屋から

・11 月の納税・
固定資産税・都市計画税 第４期
国民健康保険税
第５期
介護保険料
第５期
後期高齢者医療保険料 第５期
下水道事業受益者負担金 第２期

認知症町民フォーラム

※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限

12 月２日 ㈪

人口の動き

令和元年 10 月末現在
（ ）内は前月比

人口

３１，
２１８ 人（－ 24）

男性

１５，
０４９ 人（－ 15）

女性

１６，
１６９ 人（－ ９）

世帯

１１，
４０２ 世帯（+ 14）

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）

■日時 12 月１日㈰ 10 時～正午
■場所 川西町中央公民館
■内容
講演「認知症の診断・治療・予防
について」
（講師：公立置賜総合病院医療連
携副部長兼医長（精神科）
鈴木春芳氏）
■対象 どなたでも
■参加料 無料
◆南陽市東置賜郡医師会事務局
（☎㊸－４４１４）

やまがたの森づくり発表会
「やまがた木育」と活動報告会

広 告

■市民先行販売（１人４枚まで）
11 月 23 日㈯～ 11 月 29 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。
※枚数に限りがありますのでお早めにお求めください。
■一般販売 11 月 30 日㈯ 10 時～
ローソンチケット（Ｌコード 21798、☎ 0570-084-002）
チケットぴあ（Ｐコード 166-881、☎ 0570-02-9999）
イープラス（http://eplus.jp）
シェルターなんようホール（12 月 1 日㈰以降９時～ 21 時）

11 月 18 日㈪～令和２年３月 13 日㈮

高齢者のみの世帯で該当すると思われる世帯には
申請書を送付していますので、返信用封筒での
申請が可能です。

シェルターなんようホール
（南陽市文化会館）催事情報

高橋 優 LIVE TOUR 2019 -2020

▽

▽

※

分かるもの
※平成 31 年１月２日以降に南陽市内に転入された方、

■期日 12 月 19 日㈭ 13 時 30 分～
■場所 置賜総合支庁（米沢市）
■定員 先着３人（１人約 40 分）
◆ ㈱西王不動産置賜事務所
（☎㉔－２３３２）

▽

▽

▽

▽ ▽

いことがあります。また、特別養護老人ホーム、有料

障害年金、遺族年金、児童扶養手当を受給している
方がいる世帯は、年金証書等受給していることが

■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）

※市税・保険料等を未納している場合には、支給されな

■助成額（一世帯あたり） ５，０００円（１回限り）
印鑑（認印） 本人名義の振込用通帳
■持ち物

■市報なんよう
№１２６０
令和元年 11 月 16 日号

■対象世帯 今年度市民税非課税世帯（世帯全員が
非課税）で、11 月 1 日現在市内に住所があり、次
のいずれかに該当する世帯
65 歳以上の方のみの世帯（昭和 30 年 4 月 1 日
以前生まれの方のみの世帯。高齢者以外の同居
家族がいる場合は該当しません）
障害年金または遺族年金を受給している方がい
る世帯
児童扶養手当を受給している方がいる世帯
東日本大震災による避難者世帯

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

雇用創出実践メニューにおいて
開発したものを公開し、地域内の
企業の事業・雇用拡大につなげる
ことが目的の発表会です。
■日時 12月４日㈬①13時30分～
14時30分②15時～16時（①②と
も同じ内容です）
■場所 ハイジアパーク南陽
新観光パンフレットや観
■内容
光PR動画の公開 滞在型モニター
ツアー実施内容報告 開発した
グルメ商品の発表・試食
■対象 市内に事業所がある事業
主・個人、起業を希望する方、観
光や地元メニューの開発に興味・
関心のある方
■申込締切 11月29日㈮
※詳しくは同協議会ホーム
ページをご覧ください。
◆南陽市雇用創造協議会
（☎㊸ー４５５２）
▽

◆福祉課地域福祉係
（☎㊵－１６３９）

灯油等購入費の一部を助成します

■日時 11 月 29 日㈮
10 時～正午、13 時～ 15 時
■場所 健康長寿センター
◆社会福祉協議会（☎㊸－５８８８）

▽

冬期間の生活支援のため

温泉健康相談
■日時 12 ㈭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 17 ㈫ 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 ５㈭、11 ㈬ 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 ２㈪ ･ 16 ㈪ 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 17 ㈫ ･19 ㈭ 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 15 ㈰ 13 時～ 16 時
■場所 あこや会館 ■申込締切 13 ㈮
◆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 20 ㈮ 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 ４㈬ 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 13 ㈮･27 ㈮13 時30 分～16 時
（☎㊸－５８８８）
◆場所 健康長寿センター

南陽市雇用創造協議会
「成果品発表会」
（無料）

無料移動法律相談
（予約制）

12 月の相談

市報なんようへの
ご意見は
こちらから

■日時

11 月 23 日㈯ 11 時 30 分～ 16 時
（開会 13 時）
■場所 山形ビッグウイング（山形市）
講演会 森づくり団体活動発表等
■内容
■対象 森づくり活動に興味のある方等
※申込不要。
◆置賜総合支庁森林整備課（☎㉟－９０５３）
▽

11

市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

▽

■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

▽

2019
No.1260

◆＝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。

▽

おしらせ版

☎０２３８－㊵－３２１１

▽

南陽市役所代表

元 .11. 16
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Information

◆＝問合せ・申込先。
※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。

油の流出事故に
注意しましょう
冬期間は、灯油などを使う機会が
増えるため、油の流出事故が起こり
やすくなります。油を流出させない
よう取り扱いに注意しましょう。
ホームタンクや配管部分を点検！
破損や油漏れ等の異常がないか
確認しましょう。また、落雪によ
る破損防止のため、雪囲いを行っ
たり、設置個所に目印を付けるなど、
冬に向けた対策を行いましょう。
油の流出事故にかかる油の回収・
処理費用は、
すべて事故を起こした
原因者の負担です
対処が遅れるほど大きい河川に
流入し、処置も大掛かりになるため
費用も高額になります。
油の流出事故が起こったら市役
所、消防署、警察署へすぐに連絡し
てください。
◆市民課環境係（☎㊵－８２５６）

農用地区域内に建物を建てる等
の場合は事前に除外手続きが必要
です。他の手続きが必要な場合もあり
ますので、お早めにご相談ください。
■申請期限 11月29日㈮
※次回の期限は令和２年５月21日㈭
の予定です。
※手続き完了までは６か月程度か
かります。国営米沢平野二期農業
水利事業の受益地などは原則除外
できません。
◆農林課農政係（☎㊵－８３０９）

花見橋が完成します
花見橋架け替え工事が完成し、仮
橋から切り替えとなります。誘導員
の指示に従い通行してください。
■日時 11月30日㈯15時～
※10時から開通式を行います。
◆建設課管理係（☎㊵－８３９２）

日程
本会議 開会
一般質問
総務常任委員会
文教厚生常任委員会
産業建設常任委員会
予算特別委員会
本会議 閉会

◆議会事務局（☎㊵－８４４５）

Ｊアラート
全国一斉情報伝達訓練
緊急時に備え、防災行政無線と公
共施設等に設置している戸別受信
機から、
一斉に訓練放送があります。
ご理解をお願いします。
■期日 12 月４日㈬ 11 時
※放送内容は「防災情報テレフォン
サービス」
（☎㊵－３００１）
で聞くことができます。
◆総合防災課消防防災係
（☎㊵－０２６４）

▽

令和元年９月末現在高
2,319 万 8,996㎡
14 万 0,186㎡
2 億 0,605 万円
1 億 9,939 万円

■市債等の状況
区分
令和元年９月末現在高
一般会計
149 億 9,858 万円

◆上下水道課経営係
（☎㊵－８４２９）

水道・下水道事業決算状況（令和元年９月 30 日現在）
水道事業

水道料金
３億6,016万円
水道料金

1,099万円

総収益
総収益
３億 8,412 万円

特別損失

3,695万円

その他収入

8,982万円

支払利息

総収入
0 万円

1,297万円

総費用
３億 4,513 万円
その他費用

資本的収入（企業債※５、
補助金等）は年度末に
収納されます

長期前受金戻入※１

３億6,016万円

純利益
3,899 万円

※一時借入金
なし。

総支出
１億 3,043 万円

浄水費※２

１億1,281万円

建設改良費※４

5,410万円

減価償却費等※３

9,345万円

企業債償還金※５

7,633万円

【消費税込み】

【消費税抜き】

1,210万円

下水道事業

一般会計
負担金・補助金

出資金･負担金

３億5,140万円
下水道使用料

１億7,270万円

純利益

１億6,335万円
その他費用

2,486万円

支払利息

長期前受金
その他収入
戻入※１

総収益
9,810万円
6 億 2,244 万円
総費用
４億 5,909 万円

24万円

流域下水道
管理運営費※6

8,805万円

減価償却費等※３

２億7,730万円

【消費税抜き】

１億5,772万円

資本的収入（企業債※５、
補助金等）は年度末に収
納されます

総収入
１億 5,772 万円
総支出
４億 1,821 万円

建設改良費※4

7,218万円

企業債償還金※5

３億4,603万円

【消費税込み】

6,888万円

１、３～６の用語は 11 月 1 日号の５ページの用語解説を参考にしてください。
※２ 本市では水道用水のほぼすべてを県（置賜広域水道）から受水しており、
その購入費がほとんどを占めます。

※

弁護士が中立公正な立場から紛
10 月 1 日から最低賃金が改正さ
争解決を無料でお手伝いします。
れました。この額は、県内で働く全
まずはお電話でご相談ください。
ての労働者に適用されます。
■日時 平日９時～ 17 時
◆
（公財）交通事故紛争処理センター ◆山形労働局賃金室
仙台支部（☎０２２ー２６３ー７２３１） （☎０２３ー６２４ー８２２４）

■市有財産の状況
区分
土地
建物
有価証券
出資による権利

資本的収支

山形県最低賃金改正
時間額 790 円

令和元年９月末現在高
10 億 1,305 万円
4,860 万円
6,000 万円
1,237 万円
3,154 万円
3 億 3,951 万円
2 億 3,201 万円
1 億 1,066 万円
4,568 万円
5,000 万円
６億 1,161 万円
25 億 5,503 万円

資本的収支

交通事故の被害者で損害
賠償問題にお困りの方へ

令和元年度上半期

■基金の状況
区分
財政調整基金
スポーツ振興基金
川﨑勇・艶香育英基金
福祉振興基金
ごみ減量基金
国民健康保険給付基金
介護保険給付基金
減債基金
薮田艶子まちづくり基金
皆川健次菊まつり振興基金
その他の基金
合計

下水道管など、施設を建設・
更新するための収支

集団資源回収に
県内のイベント情報や統計資料など、
奨励金を交付します
くらしに役立つ便利な情報が満載です。
■価格 １冊６００円（税込）
集団資源回収を実施した子供会、
■販売期間 令和２年１月24日㈮まで 町内会などの団体に対して奨励金
■取扱先 みらい戦略課、各公民館 を交付します。
◆みらい戦略課統計係（☎㊵－０９０３） ■対象品目・奨励金額
古紙類（新聞・古雑誌・段ボール）
ゆーなびからころ館
２円／ｋｇ
おしらせ 冬季営業時間変更
びん類（一升瓶・ビール瓶ほか）
■期間 12 月１日㈰～令和２年３月
２円／本
15 日㈰
■提出書類 団体登録申請書（振込
■時間 ９時～18時（土日祝日は19時）
先金融機関の通帳の写し含む）、
※今年度のレンタサイクル貸し出
交付申請書兼請求書兼実績報告書
しは 11 月 30 日㈯で終了します。
■提出期限 11 月 29 日㈮
◆ゆーなびからころ館（☎㊸ー３１１４）
◆市民課環境係（☎㊵－８２５６）

◆財政課財政係（☎㊵－０２５３）

施設を建設・更新
するための収支

12 月１日㈰・２日㈪ 10 時
～ 15 時（２日は正午まで）
■場所 花工房
■内容 布小物の展示販売、喫茶
◆花工房（☎㊸－３３６４）

期日
12/ ３ ㈫
12/５㈭、
６㈮、９㈪
12/11 ㈬
12/12 ㈭
12/13 ㈮
12/17 ㈫～18 ㈬
12/20 ㈮

※千円の位は四捨五入しています。

※（ ）は執行率。
■一般会計（前年度繰越含む）
億
万円
予算額
159 3,379
一般会計
収入済額
74 億 8,662 万円（47.0％）
支出済額
59 億 9,707 万円（37.6％）
■特別会計
予算額
37 億 1,166 万円
国民健康保険
収入済額
13 億 7,169 万円（37.0％）
（事業勘定）
支出済額
14 億 7,224 万円（39.7％）
予算額
231 万円
国民健康保険
収入済額
23 万円（ 9.8％）
（直営診療施設勘定）
支出済額
75 万円（32.3％）
予算額
１億 5,186 万円
財産区
収入済額
4,666 万円（30.7％）
支出済額
5,106 万円（33.6％）
予算額
630 万円
育英事業
収入済額
541 万円（85.9％）
支出済額
211 万円（33.4％）
予算額
39 億 9,935 万円
介護保険
収入済額
16 億 4,448 万円（41.1％）
支出済額
14 億 2,375 万円（35.6％）
予算額
３億 5,947 万円
後期高齢者医療
収入済額
1 億 1,594 万円（32.3％）
支出済額
1 億 1,833 万円（32.9％）

収益的収支

■日時

※変更の場合があります

南陽市の
財政状況

収益的収支

地域活動支援センター
「花工房」バザー

２０２０年版
やまがた県民手帳販売中

市議会 12 月定例会日程

（平成 31 年４月１日～
令和元年９月 30 日）

下 水 道 使 用 料 な ど、 汚 水・ 雨 水
を処理するための収支

講座・催し

おしらせ

お知らせ

令和元年度
上半期

水道料金など、
水をお届けするための収支

■階数・戸数 ４階・３戸（うち単身
可２戸）
、３階・１戸、２階・１戸
■部屋数 ８－６－４．５畳
■家賃（収入に応じた月額）
15,800 円～ 31,100 円
※一般用、倍率優遇有。
■募集期間 12 月２日㈪～６日㈮
■受付時間 平日 10 時～ 17 時
■入居時期 令和２年２月上旬
◆㈱西王不動産置賜事務所
（☎㉔－２３３２）

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

市農業振興地域整備計画の
変更（一般除外）申請

集

県営桜木アパート
２号棟入居者

■開庁時間

☎０２３８－㊵－３２１１

▽

募

南陽市役所代表

（3）

元 .11. 16

元 .11. 16

（2）

