
◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は５月 25 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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▽市や国などが以下を行うことは絶対にありません。
　　現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作のお願い
　　受給のために手数料の払込みを求める
　　メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求める

▽絶対に教えたり、渡したりしてはいけません。
　　暗証番号　　　通帳　　　　口座番号
　　キャッシュカード　　　　　マイナンバー　

▽「あやしいな」と思ったらご相談ください。
　・消費者ホットライン（局番なしの３桁）☎１８８
　・新型コロナウィルス給付金関連消費者ホットライン
　　　　　　　　　　　☎０１２０－２１３－１８８
　・南陽警察署　　　　☎　－０１１０
　・警察相談専用電話　☎＃９１１０
　
◆市民課生活係（☎ 40 －８２５５）

　　   特別定額給付金を語った詐欺に注意！！
　くりえいと工房再生品無償提供の
　中止について

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、展示
期間を６月 10 日㈬～７月 11 日㈯としていた第２回
くりえいと工房再生品無償提供は中止します。
◆千代田クリーンセンター　（☎ 　－４００４）

感染を防ぐため
咳エチケットを守りましょう！

ティッシュ
やハンカチ
で口・鼻を
覆う。

マスクを
着用する。

袖で口・鼻
を覆う
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お得!!

対象店舗はチラシ
またはコチラの
ＱＲコードから！

.3
  ” 市民生活 &地元店 応援プレミアムクーポン ”を発行します
   3,000円で買って4,000円分のお買い物や飲食ができます

　　　　　～クーポンで生活応援！クーポン使ってお店を応援！～

クーポンの購入店舗以外では使えません 店舗毎に販売枚数が異なります

◆商工観光課
　観光ブランド係
　（☎40－８２９５）

市内の店舗でお得に利用できるカード式のクーポン券
です。

■発売期間　6月 15 日㈪ ~12 月 31 日㈭
■利用期間　6月 15 日㈪ ~12 月 31 日㈭
■購入可能枚数　一人当たり 10 枚
　　　　　　　　（複数店舗で購入可）
■購入方法と利用方法　
　利用する店舗で現金で購入してください。
　500円の利用毎に店舗でクーポン裏に押印（またはス  
    タンプ）します。
■対象店舗について
　・店頭にステッカーが表示されています。
　・市のホームページ及び右のQRコードから
　　確認できます。

■利用の際の注意点
・本券に販売店舗印のないものは無効です。
・本券は現金との交換はできません。
・今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によって
　は、 行政からの外出制限や店舗営業の自粛要請等に
　より、本券の使用が制限される場合があります。
・万が一、店舗が閉店した場合は、
　本券は使用できませんので、
　予めご了承ください。
・当面、購入できるのは
　山形県民です。

         

新型コロナウイルス感染症に関連したお知らせ

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　

1 万円
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 子育て世帯に臨時特別交付金を支給します
 市独自の上乗せ（１～２万円）も行います

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するために臨時特別給付金を支給します。

〇支給対象者
　令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給
　している方
　※特例給付費の受給者（児童１人当たりの月額が　
　　5,000 円の方）を除く
〇支給額
　対象児童１人につき、臨時特別給付金１万円に
　加え、市独自で1万円を上乗せ支給　（合計２万円）

1 万円1万円

児童手当受給世帯 児童扶養手当受給世帯

＋

＋
〇支給対象者
　令和２年４月分（３月分を含む）の
　児童扶養手当を受給している方

〇支給額
　対象児童１人につき、市独自で１万円を
　支給

    支給日
  ６/10 ㈬

児童手当、児童扶養手当の口座に振り込みますので、手続きは不要です。
※口座の変更がある場合は至急お問い合わせください。
※公務員は別途手続きが必要です。詳しくは市ＨＰをご覧ください。

■支給方法

施　　　設 問合せ先電話番号
シェルターなんようホール ☎40－１２２２
市内体育施設
（市民体育館（多目的広場・トレーニング
ルーム含む）、赤湯市民体育館、沖郷体
育館、武道館、向山公園（野球場・ソフ
トボール場）、総合公園、ライフル射撃場）

☎40－８９９０

市内教育施設（結城豊太郎記念館、夕鶴
の里） ☎40－８９９６

南陽市勤労者総合福祉センター（ワトワ
センター南陽）、南陽市交流プラザ「蔵楽」 ☎40－８２９４

赤湯温泉観光センター「ゆーなびからころ館」、
南陽スカイパーク ☎40－８２９５

学校体育館等の一般開放 ☎40－８４４９
子育て支援センター（赤湯、宮内、沖郷） ☎40－１６９１
各地区公民館、市立図書館 ☎40－８９９２
健康長寿センター、老人いこいの家、
福祉バス ☎43－５８８８

休止していた施設の利用について

　緊急事態宣言解除を受けて、段階を経ながら施設等の
利用を再開しています。施設により対応が異なりますの
で詳しくは問い合わせください。

市市国

◆すこやか子育て課
　子ども家庭係
　（☎40ー１６８９）

新型コロナウイルス感染症に関連したお知らせ

南陽のバラまつりを
中止します

　例年６月開催のバラまつりは新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止となりますが、　
園内のバラはご自由にご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症対策をしたうえで
どうぞお出かけください。

　◆商工観光課観光ブランド係
　　（☎40－８２９５）

第21回南陽さわやかワイン
マラソン大会を中止します

　10 月 11 日㈰開催予定の第 21 回南陽さわや
かワインマラソン大会は、新型コロナウイルス
感染症の感染が全国的に続いていることから、
参加者の安全と感染防止を第一に考え中止しま
す。

◆社会教育課社会体育係（☎40－８９９０）

新型コロナウイルス感染症に関連したお知らせ

おしらせ



◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は５月 25 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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講座・催し

危険物取扱者保安講習会

■期日・場所
【給油取扱所講習】

　 ▽９月３日㈭・ 置賜総合支庁西置
　賜地域振興局（長井市）

　 ▽９月 11 日㈮ ・置賜総合支庁
　　（米沢市）
【一般講習】
 　 ▽９月２日㈬、３日㈭ ・
　　置賜総合支庁西置賜地域振興局

　 ▽９月 10 日㈭ 、10 月１日㈭、
　　２日㈮・置賜総合支庁
■対象  

　 ▽ 免状を保有し危険物業務に従
　事する方（３年ごと受講。今年度
　は平成 29 年度講習受講者）

　 ▽ 新たにまたは再び危険物業務
　に従事する方
■申込期間　6月22日㈪～７月17日㈮
■申込方法　申請書を県危険物安
全協会連合会に提出（申請書は南
陽消防署、置賜総合支庁、下記等
に設置）
◆県危険物安全協会連合会
　（☎０２３－６３２－５７４４）

　　　福祉と保育のしごと
　　　 出張相談会
　無資格・未経験問わずどなたでも
お気軽にご相談ください。
■日時　６月 25日㈭、7月 30日㈭
■時間　10 時～ 15 時
■場所　置賜総合文化センター
◆県福祉人材センター
（☎０２３－６３３－７７３９）

暮らしにアートを
６月のギャラリー

公立置賜南陽病院「病院ギャラリー」
「パステルアート  渡邊美幸作品展」
「遠藤博写真展」
◆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
「南陽さつき愛好会  さつき花季展」
■期間　６月５日㈮９時～７日㈰17時
　「生活協同組合共立社南陽生協
　　　　　　　　　原爆パネル展」
■期間６月８日㈪正午～19日㈮18時
◆赤湯公民館（☎43ー３４６６）

６月の南陽の朝市

　赤湯温泉観光朝市
■日時　７日㈰・21 日㈰
■時間　6時 30 分～７時 30 分
■場所　えくぼプラザ駐車場　　
　りんごう朝市
■日時　毎週日曜日 7時～ 8時
■場所　の川や駐車場　　　
　げんき熊野市
■日時　20 日㈯ 10 時～正午頃
■場所　きらやか銀行駐車場
◆南陽の朝市運営協議会
　（☎47－７１３１）

　　　宮内駅清掃ボランティア

■期日　６月７日㈰、７月５日㈰
　　　　（毎月第１日曜日）
■時間　６時 30 分～７時
◆粟野（☎47ー４０６８）

６月 23 日～ 29 日は
男女共同参画週間です

　男性も女性も多様なライフキャ
リアを形成・選択できる社会の実現
について考えてみませんか。
■令和２年度キャッチフレーズ
「そっか。いい人生は、いい時間の
使い方なんだ。」
「ワクワク・ライフ・バランス」
◆社会教育課結婚推進係
　（☎40－８９９７）

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３階・１戸（単身可）③桜木
住宅２号４階・１戸④関口住宅２
号３階・１戸（特定目的用・単身可）
■部屋数　①②③８－６－ 4.5 畳
　　　　　④８－６畳
■家賃（月額）①②③15,800～31,100円
 ④19,200～37,700円
※特定目的用（高齢・障がい者等用）
は、条件がありますので問い合わ
せください。
■募集期間　６月１日㈪～５日㈮
■受付時間　10 時～ 17 時
■入居時期　８月上旬（予定）
◆㈱西王不動産置賜事務所
　（☎㉔－２３３２）

仙台国税局「税務職員採
用試験」（高校卒業程度）

■受験資格　①令和２年４月１日
時点で高校卒業後３年を経過して
いない者・令和３年３月までに高
校卒業見込みの者②人事院が①に
準ずると認める者
■試験日　９月６日㈰
■申込先　国家公務員試験採用情報
　NAVI（https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html）
■申込期間　６月22日㈪～７月１日㈬
◆仙台国税局人事第二課試験研修係　
　（☎０２２－２６３－１１１１）

広
　
告

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

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　
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　　　　　　かしこい消費者ご用心！暮らしのトラ
ブル

南陽市消費者の会　◆市民課生活係（☎40－８２５５）

お知らせ

家族全員で交通災害
共済に加入しましょう

　
　万一交通事故に遭った場合、傷害
の程度に応じて見舞金を受け取れ
る共済制度です。加入希望の方は市
報と一緒に配布された納付書で会
費（１人 400 円）を納入ください。
■納入先　市内金融機関（ゆうちょ
銀行除く）、市役所１階会計課５
番窓口

※新型コロナウイルス感染防止のため
各地区公民館での受付は行いません。
■納入期限　６月 30 日㈫
◆市民課生活係（☎40－８２５５）

市・県民税納税通知書
を送付します

　市・県民税納税通知書（普通徴収・
公的年金からの特別徴収）を６月
16 日㈫付で送付します。また、給
与特別徴収（毎月給与から事業所を
通じて納付）の方には、５月 16 日
㈯付で事業所に送付しています。
  所得証明書・課税証明書の交付は
　６月 16 日㈫からです
　令和２年度所得証明書等（平成
31 年１月～令和元年 12 月の所得金
額等）は、６月 16日㈫から市民課（市
役所１階①窓口）で発行できます。   
　ただし、令和２年度の市・県民税
がすべて「給与特別徴収」されてい
る方は、既に発行できます。
◆税務課市民税係（☎40－０２５８）

国勢調査が始まります

　令和最初の国勢調査が 10 月１日
に行われます。国勢調査では、日本
に住むすべての方を対象に、人口や
世帯の状況などについて調査しま
す。調査へのご理解とご協力をお願
いします。
◆令和２年国勢調査南陽市実施本部
（みらい戦略課統計係：☎40－０９０３）

今年の夏も節電に
ご協力お願いします

　エアコンの節電
　エアコンは夏の日中の消費電力の
半分以上を占めます。
　熱中症などに十分気を付けて、適切
に使いましょう。

▽使用する前に、扇子や扇風機を活
用し、１枚薄着する

▽設定温度は 28℃を目安にする

▽フィルターを月１～２回清掃する

▽複数の部屋のエアコンを同時に
使わず、必要な所だけ使う

▽窓に遮熱シートやブラインドを装着
する。グリーンカーテン（木など植
物で日差しを遮ること）も効果的

　冷蔵庫の節電

　日中の消費電力の約２割を占めます。

▽  設定温度は「中」以下にする

▽  必要のない開閉はしない

▽  物を詰めすぎないようにする

▽  冷蔵庫と壁の隙間を広げる
◆市民課環境係（☎40－８２５６）

もう一度確認！
正しいごみの出し方

　市衛生組合連合会では、６月を「ご
み分別徹底とごみ袋記名運動強化
月間」とし、地区内収集所での現地
指導・巡回指導を行います。

▽「わが家のごみ分別カレンダー」
で決められた日時以外に出さない

▽指定袋には地区名と氏名（フルネー
ム）を記入し、袋自体で口を結ぶ

▽ペットボトルは中を水ですすぎ、
ラベルとキャップを外す

▽スプレー缶は中身を使い切り、風
通しが良く火元のない屋外で穴を
開けて、資源ごみ（空き缶）に出す

▽古紙類は必ず紙ひもを使う

▽庭木等の剪
せ ん て い し

定枝は 50㎝に切り、
底を切って筒状にした指定袋（可
燃ごみ）に包み、中央をひもで結ぶ
※ひもで縛った剪定枝の間に指定袋
を挟む出し方は正しくありません。

▽商店や事業所等から出るごみは
収集所に出さず、収集運搬許可業
者に依頼する
◆市民課環境係（☎40－８２５６）

有害鳥の駆除に
　ご理解・ご協力を

　成熟期のさくらんぼをムクドリ、
スズメ、カラス等の有害鳥の被害か
ら守るため、市内猟友会の協力によ
り有害鳥を駆除しています。下記の
期間は普段より広範囲で行いますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
■期間　７月 10 日㈮まで
■対象　市内さくらんぼ園地
◆ JA 山形おきたま園芸南陽事務所
　　（☎45－３００５）

農薬使用でミツバチの
生態を壊さないように

　農薬の使用によりミツバチの生態
を壊さないようにご協力ください。
■注意する点

▽散布前には、お近くの養蜂農家に散
布計画を知らせるなどの対策をとる

▽農薬を使う際は、薬剤の注意喚起
マーク（右図）の有無や、
散布時間帯、風向き等
　に注意する
◆農林課果樹 6次化推進係
　（☎40－０９０４）

南陽市消費者の会　会員募集
　　南陽市消費者の会では、消費者意識を高め消費者の権利を守るた
め、様々な消費者活動を実践しています。
　　今年も悪質商法の被害にあわないための高齢者・若者向けの研
修会や資源の見直しバザー、会員全体研修会などを予定しています。
　　この会の目的に賛同していただける個人の方の加入をお待ちし
ています。

　■会　費　年間お一人５０円

　■受　付　市民課生活係（２番窓口）




