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市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

必要なんだ

君の力が !!

令和３年４月１日採用予定
区分
上級

※

職種
建築技師

若干名

!!

第１回 南陽市職員採用試験

採用予定人数

一般行政

ＬＩＮＥの
友達登録は
こちらから

受験資格
平成２年４月２日から平成 11 年４月１日までに生まれた方（または、平成 11 年４月２日以降に生まれ、
学校教育法による大学を卒業した方または令和２年３月までに卒業見込みの方）。住所要件はありません。
※初級・社会人枠の募集は、市ＨＰ等で追ってお知らせします。

時間・場所で受験できます。
■１次試験期間
８月 11 日㈫〜 28 日㈮
■試験科目

性格検査、基礎能力検査（市職員として必要な

■申込方法

■受験申込書の取得方法

「コミュニケーション力」
「思考力」
「判断力」
「知識の吸収力」の検査）

■２次試験

受験申込書を総務課職員係に提出

※郵送の際は封筒表に「市職員採用試験申込」と朱書きすること。
※申込者に必要事項を記載したメールをお送りします。
８月５日㈬まで届かない場合は問い合わせください。

９月下旬実施予定（人物試験）

市 HP からダウンロード

▽

パソコンであれば、都合のいい

郵便請求 総務課（市役所３階）
▽

インターネットに接続できる

申込受付中！ ７月 31 日㈮まで！

自宅で好きな時に！

▽

１次試験はオンラインで！

申込先

〒 999-2292 山形県南陽市三間通 436 の１
南陽市総務課職員係（☎㊵−０２４４）

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
国保税、
後期高齢者医療保険料、
介護保険料の減免について
免除の種類

全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、要件を
満たす方は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険
料および介護保険料が減免となる場合があります。

対象

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が１か月以上の治療を有すると認められる
世帯の方、または死亡した世帯の方
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

一部を
減額

【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料】 主たる生計維持者が次の①〜③全てに当てはまる方
【介護保険料】 主たる生計維持者が次のうち①、②両方に当てはまる方
①事業収入、
不動産収入、給与収入、
山林収入のいずれかが、
前年比10 分の３以上減少する見込み
②収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400 万円以下
③前年合計所得金額が1,000 万円以下

申請方法や必要書類については市ホームページをご覧になるか、下記に問い合わせください。
◆税務課市民税係（☎㊵−０２５８）

県営住宅入居者
■住宅・戸数
【桜木住宅】①１号２階・１戸、
３階・
２戸、４階・１戸②２号３階・１戸
（単身可）③２号４階・１戸
【関口住宅】
④２号３階・１戸
（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
■募集期間 ８月３日㈪〜７日㈮
■受付時間 10 時〜 17 時
■入居時期 10 月上旬（予定）
◆㈱西王不動産置賜事務所
（☎㉔−２３３２）

置賜広域病院企業団
職員採用試験
■募集職種 ①助産師②看護師③
臨床検査技師④理学療法士⑤作業
療法士⑥言語聴覚士⑦歯科衛生士
※詳しくは問い合わせください。
■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 ８月 23 日㈰
■試験会場 公立置賜総合病院
■申込締切 ８月７日㈮（必着）
※試験案内は下記で配布
しています。ホームページ
からも印刷できます。
◆置賜広域病院企業団総務課
職員係（☎㊻−５０００）

やまがた木育人材
養成講座参加者
やまがた木育を実践する人材養成
のため、入門編の座学と木育プログ
ラムの実習を行います。
■日時 ７月 30 日㈭９時〜正午
■場所 村山総合支庁（山形市）
■定員 30 人 ■受講料 無料
■申込締切 ７月 22 日㈬
◆県環境エネルギー部みどり自然課
（☎０２３−６３０−２２０６）
（3）
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加入していますか？
自転車保険
７月１日㈬から
自転車保険への加
入が義務付けられ
ました。まだ加入
し て い な い 方 は、
必ず加入しましょう。
自転車による交通事故で相手を
死傷させてしまい、高額な賠償請求
を命じられる事例が発生しています。
万一の事故に備えましょう。
◆県消費生活・地域安全課
（☎０２３−６３０−２６８２）

千代田クリーンセンター
土曜日の臨時営業
自己搬入することができます。
■期日 ８月８日㈯
■時間 ９時〜正午、13時〜16時
■処理手数料 10㎏あたり180円
◆千代田クリーンセンター（☎ 57 −４００４）

青少年ボランティア活動
に活動費を助成します
■対象 ①市内の小学生から 30 歳
未満の青少年ボランティア団体
②市内の青少年育成・指導にあた
るボランティア団体
■定員 各２団体程度（応募多数の
場合は審査の上決定）
■助成額 ① 10,000 円②20,000 円
■申込期限 ８月 21 日㈮
※事業計画書・報告書の提出が必要
です。事業要領・様式は市ホーム
ページをご覧ください。
◆社会教育課社会教育係
（☎㊵−８９９２）

Ｊアラート
全国一斉情報伝達試験
緊急時に備え、防災行政無線と公
共施設等の戸別受信機から一斉に
試験放送をします。
放送内容は、防災情報テレフォン
サービス（☎㊵−３００１）でも確認
できます。
■日時 ８月５日㈬ 11 時
◆総合防災課（☎㊵−０２６４）

お知らせ
「明るいやまがた 」
夏の安全県民運動
夏は事故等が多くなり、青少年の
非行や犯罪等も多くなる傾向にあ
ります。事故を防ぎ、青少年の健全
な育成を図りましょう。
■期間 ７月22日㈬〜８月21日㈮
■重点目標
青少年の健全育成といじめ・非行
および犯罪被害防止
子どもと高齢者の交通事故防止・
飲酒運転の撲滅
海・山・川での事故防止
身近な犯罪等の防止
◆市民課生活係（☎㊵−８２５５）

南陽市役所代表
■開庁時間

☎０２３８−㊵−３２１１

平日 8 時 30 分〜 17 時 15 分

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
イベント等の中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染予防
対策など諸般の事情により、
中止します。 ご理解とご協力
をお願いします。

中止となる主なイベント等
山形県・南陽市合同総合防災訓練
沖郷ふるさと祭り
公徳会夏祭り
南陽の里夏まつり
太陽の里ふたば夏祭り

▽

集

▽

募

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は７月 10 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

水稲病害虫の無人ヘリ
防除作業にご協力を
実施する水田に白ま
たは青色の三角旗を立
て表示します。
■期日 ８月２日㈰・16日㈰
■時間 日の出〜正午頃
※生育状況や天候により、変更する
場合があります。
■散布区域 赤湯、沖郷、梨郷地区
◆JA山形おきたま南陽支店
（☎㊺−３０００）
※実施日（☎㊵−３０３３）

県管理河川の支障木を
無償で提供します
良好な河川環境を保つため伐採
した支障木を無償で提供します。
薪ストーブの燃料やキノコのほだ
木などに利用ください。
■申込期間 ７月28日㈫９時〜
※無くなり次第終了。
■提供期間 ８月17日㈪〜
■場所 鬼面川橋下流西側河川敷
（米沢市）
※１世帯軽トラック２台相当分まで。
※営利目的、他人への転売を目的と
する場合は提供できません。
◆置賜総合支庁河川砂防課
（☎㉖−６０８５）

＃南陽のナイトタイムエコノミー
応援事業について
市内飲食店でご飲食した方に、飲酒後
のタクシー・運転代行業の利用金額のク
ーポン（上限1,000円）を差し上げます。
７月20日㈪のスタートを予定していますが、
新型コロナウイルス感染拡大状況に
より変更の場合があります。詳しく
は市ホームページをご覧ください▶
◆商工観光課観光ブランド係（☎㊵−８２９５）

「社会を明るくする運動」は
犯罪や非行のない
安全安心な社会を目指します
◆福祉課地域福祉係（☎㊵−１６３９）
「社会を明るくする運動」では、リーフレット
の配布、ポスターの掲示、公共施設への花苗の
提供などの啓発活動を中心に、保護司や関係団
体の協力のもと活動しています。
この運動は、全ての国民が犯罪や非行の防止
と犯罪や非行をした人たちの更生について理解
を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や
非行のない安全で安心な地域社会を築くための
全国的な運動です。犯罪や非行のない地域をつ
くるため、一人ひとりが、考え、参加するきっ
かけをつくることを目指しています。
６ 月 30 日 ㈫、 東 置 賜
地区保護司会南陽分会
の 深 澤 功 一 分 会 長 が、
白岩市長に内閣総理大
臣からの運動推進メッ
セージを伝達しました▶

問合せ先
総合防災課（☎㊵−０２６４）
沖郷公民館（☎㊸−２３２４）
社会医療法人公徳会（☎㊵−３１７０）
南陽の里（☎ 59 −１０３０）
太陽の里ふたば（☎ 59 −４３３３）

マスクＰＯＳＴの受付を終了します
善意をありがとうございました
市役所に設置した「つなごう！マスクPOST」
と各公
民館に、
市民の皆さんから約2,000枚のマスクが寄せ
られました。７月16日㈭をもって、受付を終了します。
温かい善意をありがとうございました。
いただいたマスクは、７月16日㈭から高齢者・障がい者・福
祉施設等の他、総合防災課（市役所２階）で必要な市民の方
に布マスクを配布します（１人２枚まで。なくなり次第終了）
。
◆総合防災課（☎㊵−０２６４）

きらきら・EKUBOキッズで
ワクワクする体験
してみませんか
◆社会教育課社会教育係（☎㊵−８９９２）

※昨年度の様子。

■対象 市内の小学校４〜６年生
■参加料 ５００円／回
■日程（新型コロナウイルス感染拡大状況等により変更の場合あり）
期日
９/ 26 ㈯
11/28 ㈯
2021. １/ 30 ㈯
2021. ３/ ６㈯

内容
結団式＆きら・EKU オリエンテーリング
オリパラスポーツ体験
スポーツ雪合戦
解散式＆カローリング体験

■定員 先着 30 人 ■申込締切 ７月 31 日㈮
■申込先 各地区公民館、社会教育課
きら・EKU キッズの体験活動をサポートする
ボランティアを募集しています
講座ごとに案内をお送りして、可能な範囲での
ご協力をお願いしています。興味のある方は上記まで
問い合わせください。
■対象 中学生以上
※保険料が発生する場合があります。

元
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は７月 10 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。

８月の相談
温泉健康相談
温泉健康相談は当面の間中止します。

■市報なんよう
№１2 ７６
令和２年７月 16 日号

■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）

◆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 24 ㈪ 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 ６㈭、19 ㈬ 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 ３㈪ ･ 17 ㈪ 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 18 ㈫ ･20 ㈭ 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 ９㈰ 13 時〜 16 時 45 分
■場所 あこや会館 ■申込締切 ７㈮
◆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 21 ㈮ 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 ３㈪ 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 28 ㈮ 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
８月の休日窓口
■期日 22 ㈯・23 ㈰
■時間 ９時〜正午、13 時 〜15 時
◆市民課市民係（☎㊵−８２５４）

就労に関する無料相談
■日時 ７月 22 日㈬９時〜 17 時
■場所 ワトワセンター南陽
■対象 15 〜 49 歳の方
※要予約です。
◆置賜若者サポートステーション
（☎㉝−９１３７）

移動法律相談（無料）
■期日 ８月６日㈭
■時間 10 時〜正午、13 時〜 15 時
■場所 健康長寿センター
※要事前予約。
（☎㊸−５８８８）
◆健康長寿センター

おくりもの
■南陽市へ
▷不織布マスク ５，０００枚
中華人民共和国駐新潟総領事から
▷不織布マスク １，０００枚
南陽ロータリークラブから
▷消毒ジェル（100ml） １４４本
南陽市食生活改善（母子保健）
推進員連絡協議会から
▷マウスシールド ２００枚
スナック美穂から
■市内小中学校へ 現金５００万円
㈱ニューメディアから

・7 月の納税・
固定資産税・都市計画税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

第２期
第１期
第１期
第1期

※新型コロナウイルス感染防止対策の影響で
納税が困難な方はご相談ください。

納期限は７月 31 日㈮

人口の動き
令和２年６月末現在

※（ ）
内は前月比

人口 ３０，
８９８ 人 （− 40）
男性 １４，
９２８ 人 （− 13）
女性 １５，
９７０ 人 （− 27）
世帯 １１，
４１８ 世帯（± 0）

楽器演奏
ワークショップ参加者
音楽を通して交流を深めましょ
う。新型コロナ感染予防対策を講じ
ながら、初心者でも発表できるまで
サポートします。
■レッスン対象 ギター・ベース・
ドラム・キーボード
■場所 シェルターなんようホール
（市文化会館）
■参加料 無料
※詳細は申込者にお知らせします。
◆南陽市バンド連絡協議会
（☎㊸−４８１２）

県立やまなみ学園
保育士
入所児童の療育支援を
行う保育士を募集しています。
（長井市）
■勤務先 県立やまなみ学園
■募集要件 保育士資格
■勤務形態 三交替勤務（夜勤有）
■雇用期間 令和３年３月31日まで
（更新の可能性あり）
◆県立やまなみ学園
（☎０２３８− 88 −９３１１）

講座・催し
市立図書館
夏休みのイベント
「夏休み応援コーナー」
今年度は新型コロナウイルス感染
防止のため、
本の展示のみ行います。
■期間 ７月 22 日㈬〜８月 20 日㈭
■場所 市立図書館
■内容 夏に読んでもらいたい本や、
自由研究に関する本などを展示し
ます
■対象 小・中学生
◆市立図書館（☎㊸−２２１９)

県内一斉空き家相談会
（予約制）
■日時 ８月１日㈯９時 30 分〜正午
■場所 赤湯公民館
◆県宅地建物取引業協会南陽地区
事務所（☎㊵−３８８０）
２. ７. 16
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