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

◆＝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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                          ふるさと納税を活用したクラウドファンディング
                     ふるさとやまがた「白竜湖」
　　　　 再生プロジェクトがスタート

◆みらい戦略課企画調整係（☎㊵ー０２４８）

　白竜湖は近年、水質の富栄養化によるヒシの繁
茂や湖面が浅くなることなどが原因で、今世紀中
の消滅が危惧されています。
　そのため湖面からヒシを除去し、水質改善によ
り白竜湖周辺の景観を保全するとともに、採取し
たヒシの農業リサイクルに取り組みます。
　この事業にかかるヒシ刈り取り・リサイクル作
業等の費用 300 万円をふるさと納税を活用したク
ラウドファンディングにより寄付を募ります。

■目標金額　300 万円
■寄付募集サイト　ふるさとチョイス
■寄付募集期間　令和２年２月 28 日㈮まで

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を
使えるようになりましょう

◆南陽消防署救急係（☎㊸－３５００）

　ＡＥＤは、心肺停止の方の心電図を自動で解析
し、電気ショックが必要な場合には、音声等の指
示により電気ショックできる医療機器です。
　突然の心肺停止時には、心室細動（心臓が細か
く震えている状態）が大きく関与しており、電気
ショックが最も有効とされています。

使用時の注意点

▽ 使用時は、倒れている方から離れ、誰も触れて
　いないことを確認した後にボタンを押してくだ
　さい。

▽ 電気ショックの必要がない場合には、ボタンを
　押しても電気は流れません。
より詳しいＡＥＤの使用方法は
→置賜広域行政事務組合消防本部の
　ホームページをご覧ください。
→普通救命講習を受講しましょう
　ＡＥＤの使い方だけでなく心臓マッサージや応
　急処置なども学ぶことが出来ます。南陽消防署
　救急係で受け付けています。

カレンダーの有効活用   
にご協力ください

　不用の令和２年カレンダーをお
持ちの方は、12月中に市民課まで
お持ちください。カレンダーが必要
な方には、市役所正面玄関において
無料で配布します。
■配布期間　
　12月20日㈮～令和２年１月17日㈮
◆市民課環境係（☎㊵－８２５６）

屋外遊具・トイレの
冬期間閉鎖について

■中央花公園の遊具、トイレ

▽ 期間　令和２年３月末ごろまで
■向山公園・総合公園のトイレ

▽ 期間　令和２年４月中旬まで
◆市民体育館（☎㊾－２６００）
■岩部山三十三観音と稲荷森古墳
　のトイレ

▽ 期間　令和２年４月上旬まで
◆社会教育課文化係（☎㊵－８９９６）

　　　 市税等の納め忘れは
　　　 ありませんか
　未納額が増えると納税が困難に
なり、期間が長いほど延滞金も増え
ます。納め忘れがある場合は、早急
に納めてください。

納期限の過ぎた税金・保険料

     ▽ 軽自動車税

　 ▽ 市県民税（第３期まで）

　 ▽ 固定資産税（第４期まで）

　 ▽ 国民健康保険税、介護保険料、

　　後期高齢者医療保険料

　　　　　　　　　（第５期まで）

※納付書や督促状等を無くした方
は、税務課で再交付できます。
■お気軽にご相談ください
　事業不振や失業、病気などにより
収入が著しく減少し、納付できない
場合はご相談ください。
※電話では本人確認ができないた

め、相談には応じられません。直
接おいでください。

◆税務課収納係（☎㊵－０２６３）

お知らせ

年末の「し尿汲み取り」
はお早めに

　年末のし尿汲み取りは大変混み
合います。年内に汲み取りを希望す
る方は期限までお早めに申し込み
ください。
■申込期限　12月13日㈮
※汲取手数料が未納の場合は汲み

取りのお申し込みができませんの
で、期限内の納付にご協力をお願
いします。

◆南陽クリーンセンターし尿汲み
取り申込所（☎㊵－２６１２）

　　　  JR赤湯駅駐車場
　　　 利用時のお願い

▽ 駅東駐車場の利用は、送迎等の短
　時間（１時間以内）に限ります。
　長時間駐車する場合は、駅北駐車
　場か駅西口駐車場をご利用くだ
　さい。

▽ 冬期間は早朝の除雪作業が行わ
れますので、夜間の駐車はご遠慮
ください。

◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）

外国人や視聴覚・言語障がい
の方のための１１９番通報の
受信体制を整備しました

■外国人からの 119 番通報に対す
　る同時通訳システムを整備しま
　した。

▽ 24 時間対応言語　英語、中国語、
　韓国語、ポルトガル語、スペイン語

▽日中のみ対応言語　タイ語、フィ
　リピン語、　ベトナム語、フランス語、
　ロシア語、ネパール語
■音声による１１９番通報が困難な聴
　覚・言語機能障がい者の方が、ス
　マートフォンなどを利用して通
　報できるシステムの運用を開始
　しました。
※障がい者の方向けの通報システ
　ムは事前登録が必要です。
◆置賜広域行政事務組合消防本部
　通信指令課（☎㉓－６６５０）

                            社会保険料控除に使う
                 証明書の発行について

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
　◆税務課収納係（☎㊵ー０２６３）

　国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
などの社会保険料は、所得税と市県民税の申告の際に社
会保険料控除の対象となります。
　納付方法によって証明書の発行方法が異なりますので
ご注意ください。

　納付書や口座振替で納めている方
■証明書等の発行　領収書をお持ちの方は、その領収書

が証明書となります（平成 31 年１月１日～令和元年
12 月 31 日まで納付分が控除対象）

※領収書を無くした方や口座振替で納めている方には、
「納付確認書」を発行します。（無料）

※本人以外が申請する場合は委任状を持参の上、来庁　
者の本人確認書類（運転免許証等）を提示ください。

■社会保険料控除の対象　
　社会保険料の支払者（生計を一にする方に限る）
　年金から天引きされている方
■証明書等の発行　１月中旬頃、年金保険者から「源泉

徴収票」がはがきで送付されます
■社会保険料控除の対象　年金から天引きされている本人
※本人以外の控除とすることはできません。

生活応援ローンを
ご利用ください

　市と労働金庫が協力し低利で融
資する制度です。
    自動車購入・教育資金・医療費・
冠婚葬祭など、生活資金全般に利用
できます。
■融資対象者　市内在住の勤労者
　の方で、勤続年数が１年以上で、
　職場に労働組合がない、または、
　職場に融資制度のない方
■融資額　100万円～300万円以内
■貸付金利　年1.25％～年2.75％　
　　　　（保証料は労働金庫負担）
■融資期間　７年～10年以内
※融資金額、金利、期間は使いみち

により変わります。
◆東北労働金庫南陽支店
　（☎㊵－３５１１）

青色申告決算説明会

　営業所得・不動産所得について
■日時　12月９日㈪14時～16時　
■場所　市役所４階大会議室
　農業所得について
■日時　12月12日㈭10時～正午
■場所　伝国の杜（米沢市）
■説明内容　 ▽ 青色申告の決算の
　仕方 ▽ 消費税の計算の仕方 ▽ 軽減
　税率制度及びe-Taxについて
■持ち物　筆記用具（資料は当日配布）
◆米沢税務署個人課税第一部門　
　（☎ ㉒－６３２０）

　　　労働保険に加入しましょう

　労働保険には労災保険と雇用保
険が含まれ、労働者を1人でも雇用
していれば加入する義務がありま
す。労働者が業務上や通勤途上で被
災した場合の保険給付や、失業した
場合に支給する保険給付を行うも
ので、職場の安全、雇用の安定を図
るために重要な役割を果たしてい
ます。労働者を１人でも雇っていれ
ば、今すぐ加入しましょう。
◆山形労働局労働保険徴収室
　（☎ ０２３－６２４－８２２５）

詳細は
コチラから↓

福田こうへい
コンサートツアー 2020

◆㈱ノア（☎０１２０－ 20 －０１５３）

■期日　令和２年３月 21日㈯
■時間　開場 12 時 30 分／開演 13 時
■場所　シェルターなんようホール大ホール
■料金（全席指定・税込）Ｓ席６，８００円
　　　　　　　　　　　　　Ａ 席５，５００円
※未就学児のご入場はできません。
※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。
※車椅子席をご希望の方は電話にて㈱ノアまでご連絡ください。

■市民先行販売　12 月７日㈯～ 13 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　12 月 18 日㈬ 10 時～
▷チケット YBC（☎ 023-634-8600/ 平日9 時 30分～ 18時）
▷ローソンチケット（Ｌコード 22378、☎ 0570-084-002）
▷チケットぴあ（Ｐコード 170-534、☎ 0570-02-9999）
▷㈱ノア（☎0120-20-0153/ 平日 10 時～ 17 時）
▷チケットノア（https://www.ticketnoah.com/）
▷シェルターなんようホール（19 日㈭以降９時～ 21 時）

おしらせ

おしらせ



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

◆＝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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有料広告募集中

企業の宣伝や商品のＰＲなど、
市報なんように広告を載せてみませんか。　　（税込）

◆みらい戦略課広報広聴係（☎㊵ー０２４９）

全枠 半枠

大きさ 縦 42 ㎜×横 178 ㎜ 縦 42 ㎜×横 86 ㎜

掲載料 25,000 円／回 13,000 円／回

掲載場所 市報お知らせページ最下段

（17）（17）（ （16）元 .12. １元 .12. １

忘れちゃいけない
「自賠責」

　交通事故は車社会の負の部分であ
り、被害者にとっても加害者にとって
も悲惨な結果をもたらすものです。
　自賠責保険・共済は、すべてのク
ルマ・バイク 1 台ごとに加入が義
務付けられており被害者の救済を
目的としています。
　自賠責保険・共済未加入での運行
は法定違反で、自動車損害賠償保障
法に基づき義務づけられています
のでご注意ください。
◆国土交通省東北運輸局山形運輸支局
　（☎０２３－６８６－４７１２）

募　集

公立置賜総合病院
院内ボランティア募集

■活動内容の例　 ▽ 車いすの介助、
病院内施設の案内 ▽ 自動支払機の
操作説明（午前中） ▽ 外来の椅子
や、院内の車いす、飾り棚などの
拭き掃除と整理整頓（午後） ▽ が
ん患者さんへのサポートサロンの
お手伝い

■対象　心身ともに健康な方
■活動時間　

　 ▽ ８時 30 分～ 11 時 30 分

　 ▽ 13 時 30 分～ 16 時 30 分
　　　　　　　　　　（平日のみ）
◆公立置賜総合病院総務企画課
　総務係（☎㊻－５０００）

令和２・３年度
国有林モニター

■活動内容　アンケートの回答、現
　地見学会、国有林モニター会議へ
　の出席など
■募集人数　48 人程度
■募集期間　12 月２日㈪～令和２年
　　　　　　１月 31 日㈮（当日必着）
■任期　令和２年４月１日から２年間
※詳しくはＨＰを
　ご覧ください。
◆東北森林管理局

（☎０１８－８３６－２２２８）

12 月 11 日～ 20 日は
飲酒運転撲滅・冬道の
交通事故防止強化旬間

　年末は飲酒運転や積雪・路面凍結・
視界不良による事故のおそれがあり
ます。次のことに気を付けましょう。
　運転者

▽ 飲酒運転を絶対に「しない、させ
　ない、許さない」

▽ 路面状況に応じた安全運転

▽ こまめな切り替えによるハイビ
　ームを積極的に活用
　歩行者

▽ 道路横断時は、手や旗でしっかり
　意思表示し、横断開始と横断中に
　２度確認

▽ 夕暮れ時からの外出は、目立つ明
　るい色の衣服と夜光反射材を着用
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）

令和も笑顔で！
省エネ県民運動展開中！

　本格的な冬を迎え、電力消費も増
える時期がきました。一人ひとりが
工夫しながら節電に取組みましょう。
　次のことに気を付けましょう

▽ 暖房器具（電気こたつ・カーペッ
　ト、石油ファンヒーター等）の設
　定温度を低めにしましょう。

▽ 温度計をつけて、室温の管理（目
　安 20℃）を行いましょう。

▽ なるべく家族でまとまり、同じ部
　屋で過ごすようにしましょう。

▽ 不要な照明をできるだけ消しま
　しょう。

▽ テレビを見る時間を少し減らし

▽ リモコンではなく主電源を切り
　ましょう。

▽ 冷蔵庫の設定を「弱」に変えま
しょう。扉を開ける時間をできる
だけ減らし、食品をつめこまない
ようにしましょう。

▽ 便座保温・水温の設定温度を下　
　げ、使用しないときはふたを閉め
　ましょう。
※それぞれのご事情のもと、無理の
　ない範囲でご協力をお願いします。
◆市民課環境係（☎㊵－８２５６）

　　　県求職者総合支援セン
　　　ター「出張相談会」（無料）

■期日　 ▽ 12 月 25 日㈬
　　　　 ▽ 令和２年２月 26 日㈬
■時間　13 時～ 16 時
■場所　ワトワセンター南陽
■相談内容　求職者の生活、住まい、

　　　　　就職活動などの悩み
◆県求職者総合支援センター
　（☎０８００－８００－７８６７）

空き家の相続・売却・
解体費用等の無料相談

　空き家を所有している方を対象
に随時受け付けています。
■場所　（公社）全日本不動産協会
　　　　（県自治会館内）　
◆（公社）全日本不動産協会山形県本部
　（☎０２３－６４２－６６５８）

暮らしにアートを
12 月のギャラリー

公立置賜南陽病院「病院ギャラリー」
「輪と和のパッチワーク作品展」
「渡部俊一写真展」

◆公立置賜南陽病院（☎㊼ー３０００）
　えくぼプラザ市民ギャラリー
■開館時間　９時～ 21 時
　「南陽写友会・会員写真展」
■期間　12月9日㈪13時～22日㈰15 時
◆赤湯公民館（☎㊸ー３４６６）
　

大正ロマンの夕べ

赤湯温泉旅館女将の三味線を伴奏
に歌ったり踊ったりしてみませんか。
■期日　12 月 10 日㈫
■時間　20 時 30 分～ 21 時
■場所　むつみ荘（赤湯地内）
◆ゆーなびからころ館（☎㊸ー３１１４）

感染性胃腸炎（ノロウイ
ルス）に注意しまょう

■冬季は感染性胃腸炎の流行が　
　ピークになる時期です
　感染性胃腸炎の主な原因が「ノロ
ウイルス」です。ノロウイルスは感
染力が極めて強く、手や指、食品な
どを介して経口で感染し、嘔吐・下
痢・腹痛・発熱などの症状が出ます。
感染した人の嘔吐物や便には大量
のウイルスがいますので特に注意
が必要です。
■ノロウイルスの感染予防のために
　予防には、こまめな手洗いや食品
の加熱殺菌（中心部まで 90℃以上
で 90 秒以上）、調理器具の熱湯消
毒が有効です。
◆すこやか子育て課けん診係
　（☎㊵－１６９３）　

山形交響楽団定期演奏会
の招待券を配布します

■日時　12 月 14 日㈯ 19 時開演
■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　12 月９日㈪
※応募多数の場合は抽選。
◆社会教育課文化係（☎㊵－８９９６）

「2020年農林業センサス」
にご協力ください

    農林水産省では「2020 年農林業
センサス」を令和２年２月１日現在
で実施します。
　農林業センサスは、農林業・農
山村の動向を、都道府県、市区町村、
さらに詳細に、あなたが暮らす地域
ごとに明らかにして、「チャレンジ
する農林業経営者」を後押しする施
策や「美しく活力ある農山村」を創
り、次世代に継承する施策の企画・
立案に活用されます。
　令和元年 12 月中旬から調査員が
農林業関係者の方々を訪問して、調
査票に農林業の経営状況などの記
入をお願いします。農林業に携わる
皆様の御協力をお願いします。
◆みらい戦略課統計係
　（☎㊵－０９０３）

講座・催し

国際理解実践フォーラム
2019

　山形にいながら世界について考
えてみましょう。
■日時　12 月15 日㈰ 10 時 ~16 時 30 分
■場所　霞城セントラル（山形市）
■内容　多分化共生や国際協力等
　　　　に関する分科会
■参加料　無料
◆（公財）県国際交流協会
　（☎０２３－６４７－２５６０）

　　　米沢養護学校高等部
窯業班バザー

■日時　12月17日㈫
　　　　10時30分～12時30分
■場所　市役所玄関ロビー
■内容　高等部の作業学習で作っ

た陶器製品（茶碗、皿、コーヒー
カップ、鉢カバーなど）の販売

◆県立米沢養護学校高等部
　（☎㊳－６１０１）

第５回愛・絆・義
紅白歌合戦

　台風19号被災地復興支援のチャ
リティーイベントです。
■日時　12月22日㈰13時30分開演
■場所　伝国の杜（米沢市）
■出演　橋本トオル、みさお他
　　　　全 18 組
■料金（前売り券）　

　 ▽ 高校生以上　1,000 円

　 ▽ 小・中学生　　500 円

　 ▽ 小学生未満　　　無料
◆絆ねっと委員会（☎㊵－０５２３）

森見登美彦＆深緑野分
トークショー

　県生涯学習センターと山形小説
家・ライター講座のコラボ企画で、
山本周五郎賞作家である森見登美彦
氏と第 9 回Ｔwitter 文学賞作家深緑
野分氏によるトークショーです。
■日時　令和２年２月８日㈯
　　　　15 時～ 17 時
■場所　遊学館（山形市）　
■定員　３２０人
■料金　 ▽一般 2,000 円

　 　 　 　 ▽高校生以下 1,000 円
※臨時託児所があります。（無料・
　先着順・要事前申込）
◆県生涯学習センター
　（☎０２３－６２５－６４１１）

個人事業主・小規模事業者
のための債務相談会

■日時　12 月 10 日㈫９時～ 16 時
　※予約が必要です。
■場所　県よろず支援拠点（山形市）
■料金　無料
※秘密は厳守します。
◆山形財務事務所
　（☎０２３－６４１－５２０１）
　

不登校・ひきこもり等
相談会

■日時　12 月 23 日㈪ 10 時～ 14 時
■場所　えくぼプラザ
■内容　専門の相談員が学校や就労

のことについて相談に応じます。
※ご家族からの相談も受け付けます。
※予約が優先です。
◆ＮＰＯ法人  Ｗｉｔｈ優
　（☎㉝ー９１３７）


