■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

▽

▽ ※ ▽

令和 2 年度分

市民税・県民税申告期限を
3 月 31 日㈫まで延長します

◆税務課市民税係（☎㊵－０２５８）
▽

3 月 17 日㈫～ 31 日㈫の間に申告を行う場合は
市役所 1 階税務課または郵送でお願いします。
3 月 17 日以後の所得税の確定申告は税務署で
手続きをお願いします。

集団感染防止のために
密閉された空間で一人の感染者から複数の人
が感染した事例が報告されています。
人が密集し、換気が悪い場所での行事、集会
等への参加はできるだけ避けましょう。

新型コロナウイルスに関する情報は！？
新型コロナウイルスに関する情報は、日々更新されてお
り市報ではお伝えしきれない点があります。最新の情報
は、市のＨＰに掲載しておりますのでご確認ください。
また、厚生労働省のＨＰも参考にしてください。

厚生労働省の
ホームページ
↓

マイナンバーカード
夜間・
休日申請受取窓口
人口の動き
令和２年２月末現在
（ ）内は前月比

人口

３１，
１１２ 人（－ 23）

男性

１５，
００７ 人（－ 12）

女性

１６，
１０５ 人（－11）

世帯

１１，
３７９ 世帯（ー ６）

▽

▽

▽
▽

▽

■赤湯小学校へ
書画カメラ ９台
㈱三陽製作所から
▽

不登校・ひきこもり等
相談会
■日時 ３月26日㈭13時～16時
■場所 えくぼプラザ
※ご家族からの相談も受け付けます。
◆NPO法人から・ころセンター
（☎㉑ー６４３６）

▽

■中川小学校へ
陸上競技用ユニホーム・
スパイク ４セット
書画カメラ 4 台
㈱三陽製作所から
▽

■発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を自粛してください。
■発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。
■持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人込みの多い場所を避けるなど、より一層
注意してください。
■次の症状がある方は、医療機関を受診する前に、相談窓口の帰国者・接触者相談センター
（置賜保健所）に電話で相談してください。
風邪の症状や３７．
５度以上の発熱が４日以上続いている
高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある方は、この状態が２日程度続く場合
強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
予防や対応等に関する相談の窓口 → 帰国者・接触者相談センター（置賜保健所生活衛生課）
（☎㉒ー３００２）
対応時間：２４時間対応

宮内小学校放課後子供教室
サポートスタッフ

６月から宮内小学校において、放
課後子供教室をスタートします。
放課後等に学校の余裕教室・体育
館等を活用し、居場所づくり・学習
支援等を毎日（長期休業を含む）行
います。
自身の活動できる曜日や時間に、
活動を見守る「サポートスタッフ
（有償）」をしてみませんか。
■市内小・中学校・市内各公民館、
■時間 放課後～17時まで
市立図書館、結城豊太郎記念館、
※詳しくはお問い合わせください。
夕鶴の里へ
◆社会教育課社会教育係
南陽８ミリクラブ制作自作視
（☎㊵－８９９２）
聴覚教材 DVD（美粧ケース入り
20 作品） 一式 21 セット
講座・催し
南陽８ミリクラブから

マイナンバーカード
夜間・休日申請受取窓口

■沖郷小学校へ
親子読書用図書
㈱三陽製作所から
校舎清掃用雑巾 50 枚
坂井サロン会から
▽

咳やくしゃみをする時はマス
クやティッシュ、袖口などで
口や鼻を押さえましょう。マ
スクは、鼻と口の両方を隙間
がないように覆いましょう。

■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）

手洗いが大切です。外出先から
の帰宅時や調理の前後、食事前
などにこまめに石けんで手を洗
いましょう。アルコール消毒剤
も効果的です。

■南陽市へ
観光案内看板 １基
南陽東ロータリークラブから
現金 １００万円
㈱南陽から（神奈川県川崎市）
現金 10 万円
㈱おーばんホールディングスから
現金 ２０, ２３１円
南陽高校柔道部保護者会から

▽

〇咳エチケット

〇手洗い

▽

■市報なんよう
№１２６８
令和２年３月 16 日号

市民みんなが日常生活で気をつけたいこと

温泉健康相談
■日時 28 ㈫ 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 22 ㈬ 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 ２㈭、15 ㈬ 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㈪ ･ 20 ㈪ 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 16 ㈭ ･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 19 ㈰ 13 時～ 16 時（予定）
■場所 あこや会館 ■申込締切 17 ㈮
◆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 17 ㈮ 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 ６㈪ 13 時 30 分～ 16 時
◆場所 健康長寿センター（☎㊸－５８８８）
ふれあい総合相談
■日時 24 ㈮ 13 時 30 分～ 16 時
（☎㊸－５８８８）
◆場所 健康長寿センター

～地域の子どもは地域で育てる～

おくりもの

４月の相談

ＬI N E の
お友達登録は
こちらから

■荻小学校へ
IC レコーダー １式
プログラミング学習教材
キーボード １式
ノートパソコン １式
㈱三陽製作所から
▽ ▽ ▽ ▽

３

市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

新型コロナウイルス感染症に関する
お願いとお知らせ
参考：厚生労働省 HP

市のホーム
ページ
↓

◆＝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。

■赤湯中学校へ
野球ベンチ 10 台
映写用スクリーン １幕
㈱三陽製作所から
▽ ▽

おしらせ版

2020
No.1268

☎０２３８－㊵－３２１１

■中川児童館へ
キックバイク １台
中川児童館父母の会から
▽

南陽市役所代表

１式

■場所 市民課（市役所１階①窓口）
平日夜間窓口
■日時 毎週月曜日 19 時まで
■申込締切 当日 16 時まで
４月の休日窓口
■期日 11 ㈯・12 ㈰
■時間 ９時～正午・13 時～ 15 時
◆市民課市民係（☎㊵－８２５４）

・３月の納税・
国民健康保険税

第９期

※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限

２. ３. 16

３月 31 日㈫

（4）

南陽市役所代表

平成32年度

市の主な施策＆予算

17

表紙の写真：
「3 月１日㈮

おしらせ

置賜文化フォーラムでは、令和 2
年度に実施する文化イベント等に
補助金を交付します。
■事業の例 置賜地域の文化振興
に資する公演・展示・コンクール・
ワークショップ・交流事業等
■募集締切 ４月 17 日㈮
※詳しくはホームページ（http://
okibun.jp/）または市社会教育課で
配布する実施要綱を確認ください。
◆置賜総合支庁総務課連携支援室
（☎㉖－６０２１）

募

集

県営住宅入居者
■住宅・戸数
①桜木住宅１号 ２階・１戸、3 階・2 戸
②桜木住宅２号 ４階・１戸（単身可）
③桜木住宅２号 ２～４階 ・各１戸
■部屋数 ８－６－ 4.5 畳
■家賃（月額）15,800 ～ 31,100 円
※抽選倍率優遇あり。
■募集期間 ４月１日㈬～７日㈫
■受付時間 10 時～ 17 時
■入居時期 ６月上旬（予定）
◆㈱西王不動産置賜事務所
（☎㉔－２３３２）

（3）

２. ３. 16

市報なんようが
新しくなりました

南陽高校卒業式」

■ホームページ http://www.city.nanyo.yamagata.jp
■ i-mode ホームページ http://www.city.nanyo.yamagata.jp/i
※市報なんようは市ホームページからもご覧いただけます。

除雪作業にご協力ください

入選した平成 31 年４月１日号の表紙は、
南陽高校の卒業式での一コマを捉えたもの
です。
今後も、市民の皆さんに親しまれる広報
誌づくりを心掛けていきますので、ぜひ「市
報なんよう」をご覧ください。
◆みらい戦略課広報広聴係
（☎㊵－０２４９）

「森林の土地所有者届出」
を忘れずに
売買や相続等で新たに森林の土
地を取得した方は、面積に関わら
ず、取得した土地がある市町村への
届け出が義務付けられています。
■届出時期 森林の土地の所有者
となった日から 90 日以内
※詳しくは、
コチラから→
◆農林課林務係（☎㊵－８３２０）

千代田クリーンセンター
土曜日営業のお知らせ
■期日 ４月４日㈯
■時間 ９時～正午、13時～16時
■料金 １８０円／10kg
◆千代田クリーンセンター
（☎ 57 －４００４）

お知らせ
バス停移転のお知らせ
市民バス３路線の南陽病院前バ
ス停留所とバス待合所を新しい南
陽病院正面玄関に移転します。
3 路線とも病院正面玄関でしか停
車しませんのでお間違えのないよ
うご注意ください。
■移転日 ３月 16 日㈪
◆社会教育課（☎㊵－８９９２）

おしらせ

土地・家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧と、
固定資産
課税台帳の閲覧

■期間 ４月１日㈬～５月29日㈮
■時間 平日の８時30分～17時15分
■場所 税務課資産税係
（市役所１階③窓口）
介護予防・日常生活圏域
■持ち物 運転免許証等の本人確
ニーズ調査への協力を
おしらせ
認ができるもの
お願いします
※代理人は所有者等の委任状が必
第８期介護保険事業計画（令和３
要です。
～５年度）を作成するため、1,000
売買や相続等で土地・家屋の異動
人を対象に「介護予防・日常生活圏
があった方には確認をおすすめし
域ニーズ調査」
をお願いしています。
ています。
調査票がまだお手元にある方は、
縦覧・閲覧期間中は手数料は無料
ご記入の上、提出くださるようお願
ですが、証明書を発行する場合は
いします。
有料となります。
◆提出先 福祉課介護管理係
◆税務課資産税係（☎㊵－０２５９）
（☎ ㊵－１６４５）

税金、保険料の納め忘れありませんか
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。
【納期限が過ぎた税金・保険料】
軽自動車税 市県民税、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８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。

農作物被害でお困りの農業者へ

電気柵などの
設置費用を一部補助します
◆農林課果樹６次化推進係（☎ ㊵－０９０４）
イノシシやシカなどの野
生鳥獣から農作物を守るた
め、電気柵等を設置する農
業者を対象に、経費の一部
を補助します。
■対象 市内農業者
■補助金額 電気柵等の設置経費の２分の１
（上限額 20 万円）
※電気柵以外は３分の１。
■持ち物 設置費用の見積書、印鑑、通帳
■申請期間 ４月１日㈬～４月 24 日㈮
※事前に購入したものは補助対象になりません。
申請後「交付決定通知」を受けた後に購入して
ください。
※予算に限りがありますので、検討している方は
お早めに相談にお越しください。

▽

新たな時代の幕が開けます

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

巻頭
特集

入選４席を受賞しました。

事情により市税等の納付が難しい方のご相談を
お受けします。
■期日 ３月28日㈯、29日㈰
■時間 ８時30分～正午
■持ち物 印鑑（認め印）
※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。

▽▽

健やかな

地域の環境衛生、環境美化推進のため、ご協力を
お願いします。
■期日 ４月５日㈰ 市内一斉
※地区によっては、上記以外の日程で実施する場合
がありますので、実施の有無も含めて各地区の地
区長、隣組長にご確認ください。
■実施方法
堀上げした土砂は、
「かます」に入れ、交通の障害、
付近の迷惑にならないよう収集所付近にまとめて
ください。
土砂以外のごみは、かますには入れないでくださ
い。
堀上げで出たペットボトル・プラスチック等のご
みは可燃ごみ袋に、缶やビンは不燃ごみ袋に入れ
町名を記入し、収集所に出してください。
■収集運搬
「かます」は、市で委託した業者が収集しますが、
ある程度乾燥させてから収集しますので、１週間か
ら 10 日程度の時間を要する場合があります。

◆税務課収納係（☎㊵ー０２６３）

後期高齢者医療保険料の
保険料率が変わります
◆山形県後期高齢者医療広域連合
（☎０２３７－ 84 －７１００）
後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費など
の推計を基に、２年ごとに見直しを行っています。
令和 2・3 年度の保険料率は、次のとおりに改定
されます。
■保険料率（令和２・３年度）
項目

変更前
変更後
（平成 30・31 年度）（令和２・３年度）
所得割率
8.01％
8.68％
均等割額
41,100 円
43,100 円
賦課限度額 62 万円
64 万円

令和 2 年度の保険料軽減特例
均等割保険料の軽減割合
8 割軽減→ 7 割軽減
8.5 割軽減→ 7.75 割軽減
均等割保険料の軽減対象の拡充（低所得者の負
担軽減）
※保険料率の詳細は、７月に保険料額決定通知書
とともに送付されるリーフレットをご覧くださ
い。

▽

未来
未来 へ
へ
成長願う 春

で、「市報なんよう」が、一枚写真の部で

．
１

No.1245

◆市民課環境係（☎㊵ー８２５６）

▽

市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

＊ Pablic Relations of Nanyo City ＊

休日相談・納付窓口を開設します

▽

４

2019

すこやか情報局

置賜地域の文化事業を
応援します

「令和元年度山形県市町村広報コンクール」

市報なんよう

市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の

▽

つたわり、つながる、まちの総合情報誌

10 パパ・ママ応援！新コーナー

◆置賜総合支庁
子ども家庭支援課
（☎㉖－６０２７）

ご協力をお願いします
４月５日㈰は春の堀上げ一斉清掃

県市町村広報コンクールで、
市報なんよう平成 31 年４月号の表紙写真が入選！

■市報なんよう
№１１９３
平成 29 年２月１日号

「置賜地域みんなで子育て応援
団」では、置賜地域の子育て情報を
発信するサイト「ウキウキたむた
む」をオープン。遊ぶ、食べるなど
のお出かけスポット、子育てイベン
７．
９豪雨災害
ト情報など、お役立ち情報が満載で
すのでお役立てください。
QR コード↓

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

▽

置賜地域の子育て応援サイト
「ウキウキたむたむ」
オープン！

■開庁時間

☎０２３８－㊵－３２１１

▽

◆＝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。

▽

Information

２. ３. 16
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