南陽市役所代表

おしらせ版

2020
No.1282

☎０２３８−㊵−３２１１

■開庁時間
平日８時 30 分〜 17 時 15 分
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市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

ＬＩＮＥの
友達登録は
こちらから

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止・

イベントの中止・延期について
中止・延期となったイベント

延期します。ご理解とご協力をお願いします。

延期後の日程

問合せ先

−

社会教育課社会体育係（☎㊵−８９９０）

中止

12/ ５㈯

第 36 回市民なわとび大会

延期

11/22 ㈰

令和２年度市成人式

令和３年５月 ３ 日㈪※

延期

R3. ５/ ３㈪ 令和３年度市成人式

令和３年９月 19 日㈰※

社会教育課社会教育係（☎㊵−８９９２）

※シェルターなんようホール（市文化会館）で開催。
令和２年度対象者へは令和３年４月上旬に、令和３年度対象者へは令和３年８月中にご案内を発送する予定です。

250 円で 500 円分のお買い物！

市浸水被害住宅かさ上げ等
リフォーム補助金

おトクな「山形県プレミアム付き
クーポン券」を販売します

◆建設課建築住宅係（☎㊵−８３９６）
令和２年７月豪雨で浸水
被害を受けた住宅の修繕工事
や、浸水被害防止のための
かさ上げ工事の費用を助成
します。
■対象 令和２年７月豪雨で床上浸水以上の浸水が
あり、一部損壊以上の被害を受けたことを罹災証
明書で確認できる住宅の所有者
※着工中や完成済みの工事も対象にできる場合がありま
すが、被害状況や工事内容を確認できる写真や契約書、
領収書等が必要となります。
※市の予算の範囲内での助成となります。
※詳しい要件は申請前に問い合わせください。

■補助金額 工事費用の２分の１
（上限額 ①修繕工事30万円 ②かさ上げ工事100万円）
※県浸水住宅復旧緊急支援事業費補助金
（① 10 万円② 15 万円）を含む。
■申込締切 10 月 30 日㈮
詳しくは市ホームページをご覧ください▶

◆購入者向け専用コールセンター
（☎０５７０−２００−２３６）
消費活動を促進する
ため、飲食店、小売店、
生活関連サービス業な
どで使える県民対象
※見本
のおトクなプレミアム
付きクーポン券を販売します。
市のプレミアムクーポンとの併用もできます。
■内容

クーポン券１枚２５０円で５００円分の
お買い物ができます
※購入は１シート（クーポン券４枚つづり／ 1,000 円
で 2,000 円分の買い物）単位となります。
※購入した店舗でのみ使用できます。
※市民の方は、市内のお店でのみ購入できます。
■販売方法 参加店舗で直接販売
■購入上限 １店舗につき１人当たり３シート
（クーポン券 12 枚分）まで
販売時期や参加店舗など
詳しくは県ホームページをご覧ください▶

◆＝問合せ・申込先。※掲載内容は 10 月９日時点のものです。 南陽市役所代表 ☎０２３８−㊵−３２１１
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
■開庁時間 平日８時 30 分〜 17 時 15 分
があります。各主催・担当に直接問い合わせください。

適職到来
福祉のしごと就職フェア
■期日 11 月 13 日㈮
■時間 13 時〜 15 時 30 分
■場所 グランドホクヨウ（米沢市）
■内容 ▷福祉事業所との個別面接
（参加事業所 19 ブース）▷相談等
■対象 福祉の仕事に関心のある方
■参加料 無料（事前申込不要）
◆県福祉人材センター
（☎０２３−６３３−７７３９）

講座・催し
置賜社会教育振興大会
（兼）置賜地区生涯学習
おしらせ
振興ブロック大会

次世代の地域を担う人づくりに
ついて一緒に考えてみませんか。
■期日 11 月 10 日㈫
■時間 13 時 50 分〜 16 時
■場所 白鷹町中央公民館
■テーマ 「少子高齢社会を支える
人材育成と組織開発」
（仮）
ＩＴ活用力セミナー
■講師 青木孝弘氏（会津大学短期
大学校准教授）
■期日 11 月 10 日㈫・13 日㈮・
■対象
どなたでも
■参加料 無料
17 日㈫・20 日㈮ （全４回）
■申込締切 11 月４日㈬
■時間 13 時 30 分〜 16 時 30 分
◆置賜社会教育振興会事務局
■場所 米沢市高等技能専門校
（☎０２３８ー 88 −８２４２）
■内容 ビジネス文書作成術
（Word 使用）
地元の県議会議員による
■対象 自営業者、在職者
地域議員協議会
（事業主からの申し込みが必要）
地域の課題や施策を地元県議会議
■定員 10 人
■参加料 3,300 円（教材費、税込） 員が審議します。県議会の活動を身
近で傍聴してみませんか。予約不要。
■申込締切 10 月 27 日㈫
■日時 11 月 13 日㈮ 15 時
◆ポリテクセンター山形
（受付は 14 時 30 分から）
（☎０２３−６８６−２００８）
■場所 置賜総合支庁（米沢市）
求職者の無料出張相談
◆県議会事務局議事調査課
暮らしや仕事でお困り
（☎０２３−６３０−２８４１）

の方へ（予約不要）

出会いのイベント

■日時 10 月 28 日㈬ 13 時〜 16 時
「なんよう縁結びマスク」
■場所 ワトワセンター南陽
■相談内容 求職者の生活、住まい、 ■日時 12 月５日㈯ 14 時 30 分〜
就職活動などの悩み
17 時（受付 14 時〜）
◆県求職者総合支援センター
■場所 沖郷公民館（防災センター）
（☎０８００−８００−７８６７） ■対象・定員 25 歳〜 45 歳の未婚
男性 10 人、未婚成人女性 10 人
配偶者や恋人からの暴力
※申込多数の際は抽選。
なんよう婚活
「ＤＶ」に悩んでいる方へ
Oh! 縁団事業所優先有。
ひとりで悩まず相談してみませんか。 ■申込締切 11 月 16 日㈪
■ＤＶ相談ナビ ☎＃８００８
■参加料 1,000 円（飲物・マスク・
※一部のＩＰ電話等からはつながりません。
ミニクリスマスプレゼント付き）
■ＤＶ相談＋ （24 時間受付）
■内容 ▷新しい生活様式のコミュニ
☎０１２０−２７９−８８９
ケーション講座▷出会いの交流会
■メール・チャットでの相談
◆社会教育課結婚推進係
右記ＱＲ（政府広報オンライン）
（☎㊵−８９９７）
◆内閣府男女共同参画局暴力対策推進室
（☎０３−５２５３−２１１１）
（3）

２．10．16

お知らせ
10 月は「がん検診推進
強化月間」です
多くのがんは、早期に発見すれば
９割は治ります。症状がなくても、
定期的にがん検診を受けることが
重要です。受診を希望する方は下記
まで申し込みください。
◆すこやか子育て課けん診係
（☎㊵−１６９３）

不要農薬を回収します

令和２年度

令和２年度南陽市表彰式
が 10 月２日㈮、シェルター
なんようホール
（市文化会館）
で行われ、各分野でご功績
のあった 12 人２事業所２
団体に賞状と記念品が贈ら
れました。
受賞された方と主な功績
は次のとおりです。
（敬称略、順不同）

◆

◆

◆

■日時 11月４日㈬９時〜11時30 分
■場所 JA 山形おきたま南陽
グリーンセンター前駐車場
■対象農薬 ▷有効期限切れの農薬
▷登録失効農薬▷使用する見込み
がない農薬
■廃棄料金 １７０円／㎏（税込）
■支払方法 現金または JA口座振替
■持ち物 印鑑（口座振替で支払う
場合は通帳印）
■搬入方法 紛粒剤、乳液剤、水和
剤に仕分けし、別々のダンボール
に入れて搬入（液漏れ、飛散のな
いように注意してください）
◆ JA 山形おきたま南陽支店
（☎㊺−３００４）

募

集

公立置賜総合病院
職員採用試験
■募集職種

行政職（医療・福祉系）
※精神保健福祉士
■採用予定人員 若干名
※受験資格について、詳しくは問い
合わせください。
■採用予定年月日 令和３年４月１日
■試験日 11 月８日㈰
■試験会場 公立置賜総合病院
■申込締切 10 月 27 日㈫（必着）
※試験案内は公立置賜総合病院
総務課等で配布しています。
ＨＰからも印刷できます。
◆公立置賜総合病院総務課職員係
（☎㊻−５０００）

市政発展への多大なるご尽力をたたえて

南陽市表彰式

◆

◆

◆

◆

表

彰

状

◆

◆

人権擁護委員
森谷 和子（ご欠席）
漆山財産区管理委員
大橋 清五郎（前列左から３番目）
漆山財産区管理委員
鈴木 吉雄（ご欠席）
漆山財産区管理委員
原田 秀一（前列右から２番目）
髙山 喜志子（ご欠席）市民生委員児童委員協議会会長・民生委員児童委員
鈴木 圓紀（前列左から２番目）
市民生委員児童委員協議会副会長・民生委員児童委員

◆

烏帽子山千本桜保存会（前列右端）

◆

◆

◆

◆

◆

謝

状

◆

森谷 正孝（後列左から２番目）
川井 義暉（後列左から３番目）
髙橋 芳夫（ご欠席）
須貝 智（後列右から２番目）

地区長
地区長
地区長

市青少年育成推進員会会長・青少年育成推進員
◆

◆

◆

加藤 榮藏（後列左端）
佐藤 勝夫（後列右端）
株式会社南陽（ご欠席）

烏帽子山公園桜の管理保全・桜のまちづくりに貢献
◆

感

民生委員児童委員
民生委員児童委員

子育て支援事業費として多額の金員を寄贈

株式会社三陽製作所（前列右から３番目）市内小中学校に教育用品を寄贈
南陽東ロータリークラブ（前列左端）赤湯駅に大型観光案内看板を寄贈

おしらせ

令和２年度地価調査結果をお知らせします

◆建設課用地係（☎㊵−８３９８）

令和２年度地価調査結果のうち、本市に関するものは次の通りです。
調査結果は、県のホームページでも公開しています（下記ＱＲ）▼
■対前年度変動率
住宅地

商業地

南陽市平均

ー 0.7％

山形県平均

ー 0.7％

ー 1.7％
ー 1.1％

■南陽市基準地の標準価格

工業地

土地価格を公表するもので、土地を売買

ー 0.3％

一定面積以上の土地の売買等をした
場合は届出が必要です

（令和２年７月１日現在）
前年価格
（円 /㎡）

変動率

宮内字中ノ坪 4561 番 2 外 1 筆

24,900

25,200

ー 1.2％

宮内字冨貴田一 2833 番 28

16,000

16,100

ー 0.6％

宮内字新町二 2706 番 4 外 1 筆

23,200

23,700

ー 2.1％

漆山字東屋敷三 1530 番 1

9,200

9,350

ー 1.6％

漆山字東寺町 763 番 21

8,450

8,420

0.4％

25,300

25,300

0.0％

島貫字渋田 613 番 3

県内各地域で基準地を選び、その適正な
する際の目安になります。

0.4％

本年価格
（円 /㎡）

基準地の所在

地価調査とは

下表の面積以上の土地を売買した場合、
契約後に権利取得者（買主）が契約をし
た日を含め２週間以内に届け出る必要が
あります。
■届出窓口 建設課用地係
対象となる土地
対象面積
市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡
都市計画区域以外の区域
10,000㎡
２．10．16

（2）

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は 10 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。

ひきこもりや不登校で
悩む方の相談会

おくりもの

11 月の相談

■市報なんよう
№１２８２
令和２年 10 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）

■南陽市へ
温泉健康相談
温泉健康相談は今年度は中止します。 ▷現金 １１１，６６４円
◆すこやか子育て課すこやか係（☎㊵−1691） ㈱うめやから
すこやか栄養・食事相談（予約制） ▷箱型プランター ２基
（公社）日本観光振興協会から
■日時 19 ㈭ 10 時〜 15 時
▷ＬＥＤ防犯灯 20 台
■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） ㈲加藤電気工事所から
■漆山小学校へ
心の健康相談（予約制）
▷朝日写真ニュース掲示板 １枚
■日時 18 ㈬ 9 時 30 分
▷写真ニュース １年分
■場所 置賜総合支庁
浅野興業㈲から
◆置賜保健所（☎㉒−３０１５）
無料法律相談（受付順）
■日時 ２㈪ ･ 16 ㈪ 9 時〜 13 時
・10 月の納税・
■場所 市民相談室
市・県民税
第３期
■受付時間 ８時 30 分〜12 時 30 分
国民健康保険税
第４期
◆市民課生活係（☎㊵−８２５５）
介護保険料
第４期
結婚相談会（予約制）
後期高齢者医療保険料
第４期
■日時 17 ㈫ ･19 ㈭ 9 時〜正午
■場所 南陽市役所
※納付書の納期を確認して納付ください。
※新型コロナウイルス感染防止対策の影響で
◆社会教育課結婚推進係（☎㊵−８９９７）
納税が困難な方はご相談ください。
「やまがた縁結びたい」結婚相談会
※ PayPay,PayB でも納税する
■日時 ８㈰ 13 時〜 16 時 45 分
ことができます。詳しくは
市ホームページ（右記ＱＲ）
■場所 あこや会館 ■申込締切 ６日㈮
をご覧ください。
◆やまがた出会いサポートセンター
事務所（☎０２３−６１５−８７５５）
納期限 11 月２日 ㈪
行政相談
■日時 20 ㈮ 13 時〜 15 時
■場所 市民相談室
◆市民課生活係（☎㊵−８２５５）
人口の動き
令和２年９月末現在
人権相談
（ ）内は前月比
■日時 ２㈪ 13 時 30 分〜 16 時
（☎㊸−５８８８）
◆場所 健康長寿センター
人口
３０，
８４６ 人（− 22）
ふれあい総合相談
男性
１４，
９０９ 人（− ２）
■日時 27 ㈮13 時30 分〜16 時
女性
１５，
９３７ 人（− 20）
（☎㊸−５８８８）
◆場所 健康長寿センター
世帯

１１，
４２２ 世帯（＋ ８）

info@npo-karakoro.com

空き家所有者向け相続・
売却・解体費用等無料相談
随時受け付けています。要予約。
■場所 （公社）全日本不動産協会
山形県本部（山形市）
（公社）
全日本不動産協会山形県本部
◆
（☎０２３−６４２−６６５８）

奨学金返済に関する
無料相談
電話相談（予約不要）
■日時 ▷11 月６日㈮ 10 時 〜 20 時
▷11 月７日㈯ 10 時 〜 17 時
弁護士面談相談（要事前予約）
■日時 11 月７日㈯ 13 時〜 15 時
■場所 大手門パルズ（山形市）
■相談・予約先 生活あんしんネット
やまがた
（☎０１２０−㊴−６０２９）

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
11 月の休日窓口
■期日 14 ㈯・15 ㈰・28 ㈯・29 ㈰
■時間 ９時〜正午、13 時〜 15 時
◆市民課市民係（☎㊵−８２５４）

徒歩圏内にスーパーなどあり、利便性の高い和風の中古物件です。

（税込）
< R2.11月中旬完成予定 >
■所在南陽市宮内字清水二２２４３

南陽市椚塚 2,498万円（税込）

R2.11月
リフォーム
完成予定

６ L DK

■土地面積２３４７１㎡（７０９９坪） ■建物面積

赤湯小
赤湯中

１０２４１㎡（３０９７坪）■構造木造２階建■
築年月令和２１１月中旬完成予定■交通フラワー長
井線「宮内」駅約１６㎞■接道西側約ｍ市道■取引

パース図はイメージになります。現況優先。

時期相談■現況建築中■取引様態仲介■備考建築
確認番号：第5$6&号

東北地区不動産公正取引協議会加盟 山形県知事免許  第１９９８号 公社）山形県宅地建物取引業協会員

みずほ開発

有限
会社 天童市東本町丁目みずほビルⅦ【(#:】

写真はリフォーム前になります。

■所在南陽市椚塚１６８８１２
■土地面積３６９㎡（１１１６８坪）
■建物面積２５５２７㎡（７７．２１坪）
■構造木造２階建■建築年月平成４年７月
■交通-5奥羽本線「赤湯」駅約１０㎞
■接道東側約６ｍ市道■取引時期相談
■現況リフォーム中■取引様態仲介

＜リフォーム内容＞ 屋根外壁塗装、トイレ・キッチン・洗
面所新品交換、間取り変更（LDK・洋室へ変更）、畳表替
え、クロス貼替、床貼替など

(公社）山形県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会会員 山形県知事（１）２６５５号

株式会社

須貝不動産

☎０２３８４０８１５０
南陽市郡山６１５７

２．10．16

(#: 

（4）

広 告

学区 宮内小・宮内中

■日時 10 月 29 日㈭ 14 時〜 17 時
■場所 赤湯公民館
■対象 ひきこもりや不登校の方、
またはご家族等
◆ NPO 法人 から・ころセンター
（☎㉑−６４３６、FAX ㉗−1３０３）

