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６

ＬＩＮＥの
友達登録は
こちらから

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知らせ
ポ ス ト

市役所１階にマスク POST を設置しました
ご家庭などで余分なマスクがあれば、ぜひご寄付をお願いします。
寄付いただいたマスクは、高齢者、障がい者、福祉施設等に配布する予定です。

〇 寄付いただきたいマスク

布マスク、不織布マスク、ガーゼマスク、
サージカルマスク、Ｎ９５マスク、自作品など

× お断りする
マスク

※「未開封」のままご寄付ください。
※自作品はラッピングのうえご寄付ください。

▽

▽

■寄付の受付方法
①持参
市役所正面玄関ロビーに設置した
「マスクＰＯＳＴ」に投函
市内各公民館へ持参

使用済、開封済、
使用期限切れのもの

②市役所総合防災課宛て郵送
宛先 〒９９９－２２９２
南陽市三間通４３６－１
（郵送料は自己負担）

６/15～実施中 ”南陽市プレミアムクーポン”の
取り扱い店舗が増えました

◆商工観光課観光ブランド係（☎㊵－８２９５）
新型コロナウイルス感染症に関連して

ー不当な差別や偏見をなくしましょうー
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、濃厚接
触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は
決してあってはなりません。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染
症に関する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った
方からの人権相談を受け付けています。
みんなの人権 110 番

☎ ０５７０－００３－１１０

子どもの人権 110 番

☎ ０１２０－００７－１１０

女性の人権ホットライン

☎ ０５７０－０７０－８１０

医療関係者などを支援する
「山形県新型コロナ対策応援金」募集
山形県では、医療の最前線で活躍している県内の
医療関係者や、新型コロナウイルス感染症により深
刻な影響を受けている方々を支援するため「山形県
新型コロナ対策応援金」を募集しています。
■寄付金の振込先
金融機関

（全て普通預金）
口座番号

口座名義

3121925 山形県新型コロナ
対策応援金
荘内銀行 県庁前支店
1036406
（ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝｼﾝｶﾞﾀ
きらやか銀行 本店事業部 2033500 ｺﾛﾅﾀｲｻｸｵｳｴﾝｷﾝ）
山形銀行 県庁支店

■その他
振込手数料は寄付者負担となります。
領収証書や税控除が必要な方は「寄付申込書」
の提出が必要です。
※詳しくは県のホームページをご覧ください。
▽ ▽

市報６月 1 日号と一緒に配布したチラシ
でご案内の店舗の他、取り扱い店舗が増え
ています。該当店舗には右のステッカーが
店頭に貼られています。ホームページにも店
舗名を掲載していますのでご確認ください。

◆総合防災課
（☎㊵－０２６４）

◆県消費生活・地域安全課
（☎０２３－６３０－２１２２）

国勢調査事務
会計年度任用職員
■雇用期間
７月 1 日㈬～ 12 月 31 日㈭
週 35 時間勤務
■募集人数 1 人
（パソコンの操作ができる方）
■時給 ８９７円（社会保険加入）
■申込方法 市販の履歴書に写真
を添付し、必要事項を記入のうえ
申し込み（6 月 22 日㈪必着）
※申し込み多数の場合は書類選考を
行う場合もあります。
※面接の日時は追って連絡します。
◆みらい戦略課統計係
（☎㊵－０９０３）

退職金をサポートする
国の制度があります

中山間地域等直接支払制度とは
水源かん養や洪水防止等、中山間
掛金の助成や税法上の優遇などの
地域の農業的機能の確保を図る制度
特典があります。ぜひご加入ください。 です。事前協定による生産活動等を
中小企業退職金共済制度
した集落等に交付金が交付されます。
中小企業のための制度で、パートタ
令和元年度の実施状況
協定締結数
17 件
（内特認地域４件）
イマー・家族従業員も加入できます。
協定参加人数 172 人
◆
（独）
勤労者退職金共済機構中退共
事業本部（☎０３－６９０７－１２３４）
建設業退職金共済制度
建設業を辞めた際に建設業で働いた
日数に応じて退職金を払う制度です。

◆
（独）
勤労者退職金共済機構建退共
山形県支部
（☎０２３－６３２－８３６４）

協定面積
田

232,937㎡

4,122,229 円

畑

465,279㎡

4,298,752 円

合計

698,216㎡

8,420,981 円

◆農林課農村整備係（☎㊵－８３１９）

交通安全母の会へのご協力ありがとうございました

対象施設はこちら↓
旅館

☎㊸－３０７０

赤湯

令和元年度収支決算

■収入

☎㊸－３０３５

赤湯

☎㊸－２０３９

赤湯

☎㊸－２０５７

赤湯

☎㊸－２５０１

赤湯

丹泉ホテル

☎㊸－３０３０

赤湯

近江屋旅館

☎㊸－２０１６

赤湯

山形座

旅館

金額
858,300 円
27,024 円

繰越金

52,914 円

雑収入

1円

２. ６. 16

938,239 円

項目
事業費
【主な事業】▷かもしかクラブ補助▷県交
通遺児募金（＠ 20 円× 4,008 人）▷交通
安全啓発物品▷ランドセルカバー贈呈など
負担金
各支部活動交付金
会議費
事務費
合計

むつみ荘

清茂登

森の湯
鶴の湯

松島館

瀧波

☎㊸－６１１１

赤湯

大和屋

☎㊸－２２５７

赤湯

旅館

歌丸

☎㊸－３０２９

赤湯

湯宿

升形屋

☎㊸－２３０１

赤湯

☎㊸－３０００

赤湯

☎㊸－３０２０

赤湯

☎㊵－２６１１

赤湯

☎㊺－２３０１

宮内

☎㊼－２１３３

宮内

☎㊼－２３３０

宮内

☎㊼－５８３５

梨郷

旅館

丹波館
櫻湯

山茱萸

上杉の御湯

御殿守

長者屋敷
いとや旅館
割烹旅館

世界

なんようグリーンヒル

◆市民課生活係
（☎㊵－８２５５）

◆建設課建築住宅係（☎㊵－８３９６）

▽

▽

▽

▽

①木造住宅耐震診断士派遣事業
市に登録された耐震診断士を派遣して持家住宅の
耐震診断を行い、診断結果と耐震補強方法をお知ら
せします。
■対象住宅 次のすべてを満たす一戸建て木造住宅
自己所有 平成 12 年５月 31 日以前着工 在来
軸組工法による２階建て以下の住宅 申請時に居
住している 過去に耐震診断を受けていない 店
舗等併用住宅の場合は、延床面積の２分の 1 以上
が住宅用途
平面図あり 16,700 円
■診断費用
平面図なし 20,800 円
■申込方法 申請書に関係書類を添え建設課に提出
■申込締切 11 月 13 日㈮
②木造住宅耐震改修工事補助金交付事業
①の結果、持家住宅の耐震改修工事を行う場合、国・
県の補助制度を活用し、費用の一部を市が補助します。
■補助金額 最大 100 万円（要件により変動）
■申込方法 申請書に関係書類を添え建設課に提出
■申込締切 11 月 13 日㈮（予算額に達したら受付終了）
※工事着工後の申請はできません。
※２月末までに工事完了報告書の提出が必要です。
③高齢者減災アドバイス事業
65 歳以上の方を対象に無料で講師を派遣し、住
宅の耐震化や地震の防災に関するアドバイスを行い
ます。老人クラブ集会等で希望があれば、問い合わ
せください。

新型コロナウイルス感染症のため生活が不活発になっていませんか

コロナ禍でも元気な体を維持しましょう

●自宅に居ながら簡単にできる
食事のポイントや体操をご紹介
します。

◆地域包括支援センター（☎㊵－１６４６）

食事

■支出

項目
協力金 交通安全活動資金
（１世帯 100 円以上）
交付金
（県交通安全母の会連合会から）

大文字屋

赤湯温泉保養所

交通安全母の会は、活動資金を市民の皆さんから協力いただき、
交通事故防止のため活動しています。今年度もご理解とご協力をお願いします。

合計

（3）

交付金

◆商工観光課観光ブランド係（☎㊵－８２９５）
■受付期間 ６月 20 日㈯～
■内容
1 人につき宿泊料金の１/ ２を助成
（上限 5,000 円）
■対象
各宿泊施設の 1 泊 2 食付きプランで、
２人以上のご利用
■対象者
山形県在住者の小グループ
■申込方法 対象施設へ直接お申込みください
※数に限りがありますのでお早めにお申込みください。

木造住宅耐震診断・
改修工事への補助を行います

▽

▽ ▽

▽

制度」の実施状況

地震に強い安全な住まいづくりをお手伝い

市内宿泊施設利用の方に
最大５, ０００円の助成をします

ふるさと納税へのご協力

事業主の方は、忘れずに申告・納
ありがとうございました
付の手続きをしてください。
新型コロナウイルス感染症の影
令和元年度ふるさと納税の状況
響により、事業に係る収入に相
寄付件数 30,016 件
当の減少があった事業主の方は
寄付金額
申請により労働保険料の納付を
７億 9,114 万５千円
1 年間猶予することができます。
今年度も友人・知人の方へ南陽市
労働保険の年度更新は労働基準 ふるさと納税の紹介をお願いします。
監督署への郵送または電子申請 ◆商工観光課地域振興係
でも受け付けています。
（☎㊵－８２９６）
◆米沢労働基準監督署
「中山間地域等直接支払
（☎㉓－７１２０）

▽ ▽

集

平日８時 30 分～ 17 時 15 分

宿に癒されのんびり、ゆったり！

お知らせ

▽

希望に合う相手を検索・閲覧、
１対１のお見合いの申し込みがで
きる会員制マッチングシステム
「出逢いやまがた」
に登録しませんか。
■対象 20 歳以上でインターネット
環境がある方
■登録料 1 万円（期間 3 年）
※詳しくはＨＰをご覧ください。
◆やまがた出会い
サポートセンター
（☎０２３－６８７－１９７２）

■開庁時間

☎０２３８－㊵－３２１１

▽ ▽

労働保険料の申告・納付
期限を８月 31 日㈪まで
延長します

「やまがた出会い
サポートセンター」を
ご利用ください

募

南陽市役所代表

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は６月９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。

▽

Information

金額
498,920 円
120,240 円
220,000 円
25,134 円
9,995 円
874,289 円

〇 1 日３食、規則正しく食べましょう。
〇良質のたんぱく質をとりましょう。
〇主食・主菜・副菜をそろえて
バランスよく食べましょう。
〇食欲がないときは、少量でも
食べましょう。
〇水分を意識してとりましょう。

体操
背伸び
①両手を組んで肘を伸ばす。
②腕が耳の横に来るまで
しっかり、ゆっくり伸ばす。

片足立ち
①壁や椅子の近くに
立ち軽く支える。
②片足を上げ重心を
とる。
1 分を目標に
しましょう！

参考：コロナ対策フレイル予防リーフレット
（県健康福祉部長寿社会政策課）

２. ６. 16

（2）

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は６月９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。

マイナンバーカード
夜間・休日申請受取窓口

７月の相談

・６月の納税・
市・県民税

第１期

※新型コロナウイルス感染防止の影響で
納税が困難な方はご相談ください。

納期限

６月 30 日 ㈫

▽

求職者の生活・住まい・就職活動
などの悩みをお聞きします。
■日時 ６月 24 日㈬ 13 時～ 16 時
■場所 ワトワセンター南陽
◆県求職者総合支援センター
（☎０２３ー６４７ー７５５６）

▽

「ネット・ゲーム依存を
考える家族会」
▽

■日時 ７月４日㈯
10 時～ 11 時 30 分
「ネット・ゲーム依存を考える家族会」
13 時～ 16 時「個別相談会」
■場所 赤湯公民館
◆ＮＰＯ法人Ｗｉth 優
（☎㉝－９１３７）
▽

▽

▽

▽

▽

▽

▽

ぼうじん

求職者の無料出張相談

借金返済に関する
相談窓口

▽

返しきれない借金でお困りの方の相談
窓口です。相談は秘密厳守で無料です。

月曜～金曜
８時 30 分～ 16 時 30 分
◆相談電話 山形財務事務所
（☎０２３－６４１－５２０１）
令和２年５月末現在
（ ）内は前月比

▽

■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
（☎㊸－５８８８）
◆場所 健康長寿センター
ふれあい総合相談
■日時 17 ㈮13 時30 分～16 時
（☎㊸－５８８８）
◆場所 健康長寿センター

■南陽市へ
現金３００万円（新型コロナウイ
ルス感染症対策費として）
㈱松田組から
防塵マスク ９００枚
ＳＷＳ東日本㈱山形工場から
手作りマスク 40 枚
伊藤美幸さん（中川）から
マスク ６００枚
第一生命保険㈱山形支社から
ユニバーサルデザインのテーブル
セット２台
南陽東ロータリークラブから
■市内小中学校へ
不識布マスク ２５，０００枚
㈱三陽製作所から
マスク ７，５００枚
南陽東ロータリークラブから
フェイスシールド ２００枚
㈲シュティールコーポレーションから
■赤湯小中学校、中川小学校へ
マスク １，５００枚
㈱石川工務店から
■宮内小学校へ
雑巾 ３５０枚 除菌液 30 リットル
㈱三幸ソーイングから
■中川小学校へ
手作りマスク 41 枚
伊藤美幸さん（中川）から
■市内中学生徒、教職員、公共施設へ
結城豊太郎先生教本「学ぶは山に
登るがごとし」１, ０３６冊
南陽臨雲ロータリークラブから
■結城豊太郎記念館へ
信楽焼のテーブル１卓、イス４脚
南陽臨雲ロータリークラブから

▽

■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）

■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
■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 12 ㈰ 13 時～ 16 時 45 分
■場所 あこや会館 ■申込締切 10 ㈮
◆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 1 7 ㈮ 13 時～ 15 時

おくりもの

南陽市を代表する文化人・写真家
として長年にわたり市の文化発展
に寄与された佐藤吉栄氏の活動の
軌跡を、縁の人物の思い出と写真作
品の数々から振り返ります。
■期日 ９月 22 日㈫まで
■場所 結城豊太郎記念館
※会期中展示替え有。
◆結城豊太郎記念館（☎㊸－６８０２）

▽

■場所 置賜総合支庁
◆置賜保健所（☎㉒－３０１５）
無料法律相談（受付順）

「ふるさとの写真家・
佐藤吉栄」写真展

▽

■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 15 ㈬ 9 時 30 分

■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
７月の休日窓口
■期日 11 日㈯・12 日㈰
■時間 ９時～正午、13 時 ～15 時
◆市民課市民係（☎㊵－８２５４）

▽

■市報なんよう
№１２７４
令和２年６月 16 日号

温泉健康相談
温泉健康相談は当面の間中止します。
◆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 ２㈭ 10 時 ~15 時

講座・催し

■日時

人口の動き

人口

３０，
９３８ 人（－37）

男性

１４，
９４１ 人（－13）

女性

１５，
９９７ 人（－24）

世帯

１１，
４１８ 世帯（＋ １ ）

２. ６. 16
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