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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
全市民 に 10 万円
「特別定額給付金」の申請はお済みですか
新型コロナウイルスの感染拡大に影響を受けている家計への一刻も早い生活支援
として、
1 人あたり10 万円を給付します。市では５月１日㈮付けで世帯主宛に
チラシと申請書を送付しましたので、８月７日㈮まで申請をお願いします。

■オンライン申請

■郵送申請
市から郵送された申請書に
振込先口座を記入し、
①本人確認書類の写し②振込先口座確
認書類とともに市に郵送

（マイナンバーカードをお持ちの方）
マイナポータルから振込先
口座を入力し、②振込先口
座確認書類をアップロード

①本人確認書類：運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等のコピーのいずれか１つ
②振込先口座確認書類：金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバン
キングの画面の写し（水道料引落口座、住民税等の引落口座、児童手当受給口座に使用している受給権者名義の口座である場合には不要）

◆問合せ先

南陽市特別定額給付金事業実施本部（☎㊵－３２１１/ 内線101・102・103・104）

市税の納税や水道料金等の支払いを
先に延ばすこと（猶予）ができます
ゆ

う

よ

新型コロナウイルス感染症等の影響で事業収入等が大きく減
少した場合、無担保・延滞金無しで市税の納付を最大１年間猶
予できます。介護保険料、水道料金・下水道使用料は相談に応
じて猶予できます。詳しくは下記の各担当窓口に相談いただく
か、市ホームページをご覧ください。
※納税、納付を免除するものではありません。
◆問合せ先
税・料金の種類

担当窓口

電話番号

市税

税務課収納係

☎㊵－０２６３

介護保険料

税務課収納係

☎㊵－０２６３

市営住宅使用料

建設課建築住宅係

☎㊵－８３９６

水道料金・
下水道使用料

上下水道課
お客さま係

☎㊵－８４３０

育英事業償還金

管理課管理係

☎㊵－８４４９

市税などの
納付猶予
について▶

水道料金等の
支払い猶予
について▶

令和３年４月１日採用予定

南陽市職員採用試験を
延期します

例年この時期に募集を開始している次年度
採用予定の南陽市職員採用試験は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の観点から延期して
行います。具体的な実施時期は決まり次第市
報や市ホームページでお知らせします。
※現時点では、採用試験を実施する方向で進
めています。
◆総務課職員係（☎㊵－０２４４）

市民大運動会を
中止します
例年８月～９月に各地区で開催している
市民大運動会は、新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から全地区中止となりました。
◆社会教育課社会体育係（☎㊵－８９９０）

Information

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は５月８日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の影響で、
情報が変更となる場合があります。各主催・担当に直接問い合わせください。

救急車の適正利用に
ご協力を

▽

▽

昨年の救急搬送者の 43％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～翌朝８時
15 歳未満の方
☎＃ 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 歳以上の方
☎＃ ８５００（プッシュ回線・携帯電話）
☎０２３－６３３－０７９９
（ダイヤル回線・IP 電話・PHS）

おしらせ

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。
■令和元年度の情報公開請求件数
所属
請求 公開 一部公開
市長部局
11
８
３
議会事務局
２
２
－
教育委員会
１
１
－
選挙管理委員会
２
１
１
固定資産評価審査委員会 ２
１
１

※監査委員、農業委員会は請求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
所属
市長部局
議会事務局
教育委員会
選挙管理委員会

農業委員会

登録件数
１７５
２
２６
６
５

■令和元年度開示請求件数 ５件
◆総務課庶務係（☎㊵－０２４５）

民生委員・児童委員、
主任児童委員は
まちの身近な相談相手
民生委員制度は、
平成 29 年度に創設
１００周年を迎えた
歴史と実績のある制度です。
民生委員・児童委員、主任児童委
員は、厚生労働大臣から委嘱され、
住民の立場から社会福祉の増進に
努める地域の「身近な相談相手」です。
▷生活上の心配ごとや困りごと、医
療や介護、子育ての不安などの相
談に応じています。
▷課題が解決できるよう必要な支
援への「つなぎ役」になります。
▷地域の「見守り役」として、定期
的な訪問を通して子どもたちや高
齢者等の見守りを行っています。
お住まいの地区を担当する民生
委員・児童委員、主任児童委員が分
からない場合は問い合わせください。
◆福祉課地域福祉係（☎㊵－１６３９）

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

お知らせ
市議会６月定例会日程
※変更の場合があります

期日
６/ ５㈮
６/ ８㈪～ 10 ㈬
６/11 ㈭
６/12 ㈮
６/15 ㈪
６/16 ㈫～ 17 ㈬
６/19 ㈮

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）

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、PayPay
※クレジットカードは利用
できません。
※詳細はHPをご覧ください。
納付相談に応じます
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。病気や事業の
損失等で納められない方は、分割納
付や一定期間の猶予ができる場合

行います。相談は無料で、秘密は固く があります。相談にお越しください。
守られます。お気軽に相談ください。 ◆税務課収納係（☎㊵－０２６３）
人権擁護委員（敬称略）
障がいがある方の軽自動車
▷後藤勇吉、山口吉子、葊居安子
（宮内）
▷伊藤豊一、大澤実（郡山）▷髙橋
美枝子（金山）▷小林寿子（池黒）
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）

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 13 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 28 日㈭
※応募多数の場合は抽選。
◆社会教育課文化係
（☎㊵－８９９６・FAX ㊵－３３８８）

税（種別割）を減免します

■対象 車検証の使用者または所
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。持ち物や詳しい要件は
問い合わせください）
■申請期限 ６月１日㈪
◆税務課市民税係（☎㊵－０２５８）

自動車税種別割の
納期限は６月１日㈪です
忘れずに期限まで納めましょう。
◆置賜総合支庁税務課
（☎㉖－６０１４）

南陽市役所代表
■開庁時間

☎０２３８－㊵－３２１１

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

児童手当・特例給付の現況届を
６月末まで郵送で提出してください
◆すこやか子育て課子ども家庭係（☎㊵－１６８９）

水谷千重子
ありがとうコンサート
◆ＧＩＰ
（☎ 0570-01-9999/24 時間自動音声案内）

受給者には６月上旬に、受給資格を確認する「現況届」を
送付します。6 月中に提出してください。詳しくは同封のチ
ラシをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の影響で、
原則郵送受付となります。

■期日 ８月９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
８００円（税込）
■チケット料金（全席指定） ５，

■必要書類

※４歳以上チケット必要。３歳以下膝上鑑賞可。
※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。

①児童手当・特例給付現況届
②受給者の健康保険被保険者証の写し

※②は厚生年金・共済年金加入者のみ。配偶者や児童の保険証の写しは認め
られません。建設国保や歯科医師国保で厚生年金加入している場合は、
保険証の写しではなく、「年金加入証明」が必要です。
※その他書類が必要な方には別途通知します。

※高校卒業まで（18 歳の誕生日後の
最初の３月 31 日まで）の養育して
いる児童のうち、３番目以降。

対 象
月額（円）
３歳未満
15,000
３歳以上小学校修了前
10,000
（第１子および第２子）
３歳以上小学校修了前

（第３子以降※）

中学生

５月 23 日㈯～ 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。

２～５月分の児童手当・特例給付を振り込みます
振込先に変更があった場合は
直ちにご連絡ください。
■支給日 6 月 10 日㈬
■対象 市の認定を受けた方

■市民先行販売

15,000
10,000

※特例給付：月額 5,000 円 / 人

■一般販売 ５月 30 日㈯ 10 時～
▷ローソンチケット（Ｌコード：21751）
▷チケットぴあ（Ｐコード：183-990）
▷ｅ＋（http://eplus.jp）
▷ LINE チケット（https://ticket.line.me/）
▷シェルターなんようホール
（31日㈰以降９時～21時）
イープラス

※新型コロナウイルス感染症関連の子育て世代への臨時特別給付金については
６月１日号でお知らせします。

令和元年度
下半期
（令和元年10 月１日～
令和２年３月 31 日）

南陽市の
財政状況
◆財政課財政係（☎㊵－０２５３）

※（ ）は執行率。
■一般会計（前年度繰越含む）
予算額
163 億 0,336 万円
一般会計
収入済額
144 億 3,212 万円（88.5％）
支出済額
134 億 9,079 万円（82.7％）
■特別会計
予算額
37 億 1,829 万円
国民健康保険
収入済額
30 億 4,369 万円（81.9％）
（事業勘定）
支出済額
31 億 3,575 万円（84.3％）
予算額
231 万円
国民健康保険
収入済額
56 万円（24.4％）
（直営診療施設勘定）
支出済額
171 万円（74.0％）
予算額
１億 5,186 万円
財産区
収入済額
１億 3,439 万円（88.5％）
支出済額
9,758 万円（64.3％）
予算額
636 万円
育英事業
収入済額
884 万円（139.0％）
支出済額
211 万円（33.0％）
億
予算額
40 0,481 万円
介護保険
収入済額
31 億 2,545 万円（78.0％）
支出済額
32 億 8,793 万円（82.1％）
予算額
３億 6,070 万円
後期高齢者医療
収入済額
３億 3,777 万円（93.6％）
支出済額
３億 5,556 万円（98.6％）

■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
■市有財産の状況
区分
土地
建物
有価証券
出資による権利

令和２年３月末現在高
７億 7,612 万円
4,864 万円
6,000 万円
1,323 万円
3,098 万円
3 億 3,981 万円
２億 9,911 万円
１億 1,076 万円
4,525 万円
5,000 万円
５億 9,560 万円
23 億 6,950 万円
令和２年３月末現在高
2,319 万 8,996㎡
14 万 0,186㎡
2 億 1,605 万円
1 億 9,939 万円

■市債等の状況
区分
令和２年３月末現在高
一般会計
143 億 9,236 万円

※一時借入金
なし。

どうして収入済額と予算額が大きく違うの？
お金の出し入れが４～５月にも行われるためです
（「出納整理期間」と言います）。最終的な決算は、
９月議会で認定された後にお知らせします。

※千円の位は四捨五入しています。

（3）
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は５月８日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の影響で、
情報が変更となる場合があります。各主催・担当に直接問い合わせください。
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６月の相談
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温泉健康相談
■日時 25 ㈭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 23 ㈫ 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 ４㈭、17 ㈬ 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 １㈪ ･ 15 ㈪ 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 ㈫ ･18 ㈭ 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 14 ㈰ 13 時～ 16 時 45 分
■場所 あこや会館 ■申込締切 12㈮
◆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 19 ㈮ 13 時～ 15 時
■場所 市民相談室
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）
ふれあい総合相談
■日時 26 ㈮ 13 時30分～16 時
◆場所 健康長寿センター
（☎㊸－５８８８）

マイナンバーカード
夜間・休日申請受取窓口
■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
６月の休日窓口
■期日 13 ㈯・14 ㈰・27 ㈯・28 ㈰
■時間 ９時～正午、13 時 ～15 時
◆市民課市民係（☎㊵－８２５４）

・５月の納税・
軽自動車税種別割
固定資産税・都市計画税

第１期
第１期

※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限

６月１日㈪

弁護士による住まいに
関する無料法律相談
■日時 ６月 18 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）
◆県営住宅指定管理者㈱西王不動産
置賜事務所（☎㉔－２３３２）

市職員の人事異動について
５月１日付けで次のとおり人事異動
がありましたのでお知らせします。
※氏名後の（ ）内は前職。
【課長補佐級】総合防災課長補佐
（兼）
管理係長 佐藤秀之（みらい戦略課
長補佐
（兼）文化会館運営係長）
◆総務課（☎㊵－０２４３）

万一の火災に備え
消火栓を点検します

おくりもの
■南陽市へ
▷現金100万円
（新型コロナウイルス
感染症対策費として）米沢信用金
庫から
▷大人用布製マスク 400 枚
㈱山谷洋装から
▷布製マスク（子供用 760 枚、大人
用 40 枚） ㈱ナカノアパレルから
▷マスク 1,000 枚 ㈱武蔵屋から
▷消毒液 40ℓ 置賜地区商工会
青年部連絡協議会から
■市内介護施設へ
お手玉 128 個、雑巾 17 枚
須貝たか子さん（南陽市）から
■市内小中学校へ
不織布マスク 500 枚
㈱ナウエルから
■沖郷中学校へ 卒業生一同から
マイクロフォンミキサー 一式
■宮内中学校へ
▷生徒会スローガン用看板
卒業生一同から
▷雑巾 300 枚
㈱三幸ソーイングから
■赤湯中学校へ 卒業生一同から
パイプ椅子 18 脚
■梨郷小学校へ
▷アップライトピアノ 1 台
境イセさん（米沢市）から
▷手作り布マスク 178 枚
梨郷地区婦人会から
▷不織布マスク 500 枚
廣谷建設㈱から

人口の動き
令和２年４月末現在

※（ ）
内は前月比

人口 ３０，
９７５ 人 （－ 26）
男性 １４，
９５４ 人 （－ 10）
女性 １６，
０２１ 人 （－ 16）
世帯 １１，
４１７ 世帯（＋ 22）

外観調査や水出し点検により、水
道が濁る場合があります。ご理解と
ご協力をお願いします。
■期日 ６月１日㈪～７月 31 日㈮
（土日は除く）
■調査地区 漆山地区・梨郷地区
◆南陽消防署（☎㊸－３５００）

募

集

公立置賜総合病院
職員採用試験
■募集職種 行政職（上級）
■採用予定人員 若干名
■採用予定年月日 令和３年４月１日
■試験期日 ７月12日㈰
■試験会場 公立置賜総合病院
■申込締切 ６月17日㈬（必着）
※試験案内は下記で配布しています。
ＨＰからも印刷できます。
※受験資格等は問い合わせください。
◆公立置賜総合病院総務課職員係
（☎㊻－５０００）

おしらせ

市立図書館
雑誌スポンサー

市民の要望の多い雑誌コーナー
の 充 実 を 図 る た め「 雑 誌 ス ポ ン
サー」を募集しています。企業や商
店、個人の方から雑誌の提供または
購入代金を負担してもらう代わり
に、雑誌の最新号のカバーにスポン
サー名を表示し、館内で１か月間閲
覧します。
◆市立図書館（☎㊸－２２１９）
２. ５. 16
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