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■対象
　今年度市民税非課税世帯（世帯全員が非課税）
で、10 月 1日現在市内に住所があり、
　次のいずれかに該当する世帯

▽ 65 歳以上（昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれ）
の方のみの世帯

▽障害年金または遺族年金受給者がいる世帯

▽児童扶養手当受給者がいる世帯

▽東日本大震災による避難者世帯
※養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人
ホーム、障がい者施設、グループホーム等に入所
している方、生活保護世帯は該当しません。

※市税等が未納の場合は支給されないことがあり
ます。

■助成額（一世帯あたり）５，０００円（１回限り）
■申請期間　11 月 16 日㈪～令和３年２月 12 日㈮
■持ち物　 ▽印鑑（認印） ▽本人名義の振込用通帳
▷障害年金、遺族年金、児童扶養手当受給者が
いる世帯は、年金証書等受給していることが
分かるもの（障害者手帳は不可）
▷令和２年１月２日以降に市内に転入した方、
東日本大震災による避難者世帯の方で住所が
市内にない場合は、令和２年 1月 1 日現在の
住所地から発行される非課税証明書

高齢者のみの世帯で該当すると思われる世帯には
申請書を送付していますので、
返信用封筒で申請できます。

  　　　灯油等購入費の一部を助成します
◆福祉課地域福祉係
　（☎40－１６３９）

冬期間の生活支援のため

ご存じですか
自動車事故被害者への支援制度

　もしものためにさまざまな制度や
相談窓口があります。
ひとりで悩まず相談しましょう。

■国土交通省
　▷短期入院・短期入所協力事業など
◆国土交通省自動車局保障制度参事官室
　（☎０３－５２５３－８１１１）

■独立行政法人自動車事故対策機構（N
ナ ス バ

ASVA）
　▷介護料の支給
　▷短期入院・短期入所費用助成（介護料受給者対象）
　▷介護相談・訪問支援（介護料受給者対象）
　▷交通遺児等貸付制度など
◆自動車事故対策機構山形支所
　（☎０２３－６０９－０５００）

■自動車事故に遭って相談先にお困りの方へ
　無料で相談できる窓口を電話で紹介しています。
◆NASVA 交通事故被害者ホットライン
　（☎０５７０－０００７３８／
　　平日９時～正午、13 時～ 17 時）　

■応募条件　被写体が市内在住の方
■応募方法　撮影した写真に被写体の氏名、年齢、住所、
　　　　　　投稿者の氏名、被写体との関係、住所、電話番号
　　　　　　を明記して応募
■送付先
　▷メール　　　　mirai3@city.nanyo.yamagata.jp
　▷郵送・持参　〒 999-2292　南陽市三間通４３６－１
 　　　　　　　　南陽市みらい戦略課広報広聴係（市役所３階）
■応募締切　12 月 10 日㈭
■注意点
　▷被写体の人の了解を得てご応募ください。
　▷応募は被写体１人につき１点までです。
　▷特殊効果など、画像加工した作品は掲載できません。
　▷掲載時の大きさや位置などは選べません。
　▷明るさや画質等で掲載できないと思われる写真は、
　　ご連絡のうえ再度送付をお願いする場合があります。

あなたの笑顔で
市報の表紙飾ってみませんか

市報なんよう令和３年１月１日号に笑顔の写
真を掲載してみませんか。年齢制限はありま
せん。たくさんの笑顔をお待ちしています。
◆みらい戦略課広報広聴係（☎40ー０２４９）

▲平成 30年１月１日号　市報表紙※

※デザインは変更になる場合があります。
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南陽市役所代表　☎０２３８－40－３２１１
■開庁時間　平日８時 30 分～ 17 時 15 分　

◆＝問合せ・申込先。※掲載内容は 11 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。

２．11．16（3）

募　集

県営住宅入居者

■階数・戸数　【①桜木住宅】▷１号２
階・１戸、３階・２戸、４階・１戸
▷２号４階（単身可）・１戸【②関口
住宅】１号２階・１戸、４階・１戸
■部屋数　①８－６－４．５畳
　　　　　②６－６－７畳
■家賃（収入に応じた月額）　①15,800
　～31,100円 ②22,700～44,500円
■募集期間　12 月１日㈫～７日㈪
■受付時間　平日 10 時～ 17 時
■入居時期　令和３年２月上旬
◆㈱西王不動産置賜事務所
　（☎㉔－２３３２）

講座・催し

やまがたの森づくり
発表会「やまがた木育」
と活動報告会

■日時　11 月 22 日㈰ 11 時 30 分
～ 15 時 30 分（開会 13 時）

■場所　山形ビッグウイング（山形市）
■内容　▷講演会
　　　　▷森づくり団体活動発表等
■対象　森づくり活動に興味のある方
※事前申込不要。
◆県環境エネルギー部みどり自然課
（☎０２３－６３０－２２０６）

合同企業面接会＆
求職者セミナー

　皆さんの力を県内のものづくり・
IT関連の企業で生かしませんか。
予約不要、入退場自由、服装自由。
■日時　11 月 25 日㈬
■内容・時間　
　▷求職者セミナー・11 時～正午
　▷合同企業面接会・13 時～ 16 時
■場所　山形ビッグウイング（山形市）
■対象　求職者（令和３年３月新卒
　　　予定者を除く）
◆キャリアバンク㈱山形オフィス
　（☎０２３－６７３－０５１５）

集団資源回収に
奨励金を交付します

　集団資源回収を実施した子供会、
町内会等に奨励金を交付します。
■対象品目・奨励金額

▽古紙類（新聞・古雑誌・段ボー
ル）２円／ｋｇ ▽びん類（一升瓶・
ビール瓶ほか）２円／本
■提出書類　団体登録申請書（振込
先金融機関の通帳の写し含む）、
交付申請書兼請求書兼実績報告書
■提出期限　11 月 30 日㈪
◆市民課環境係（☎40－８２５６）

冬期間は
油の流出事故に注意

    冬期間は、灯油などを使う機会が
増えるため、油の流出事故が起こり
やすくなります。油を流出させない
よう取り扱いに注意しましょう。
■ホームタンクや配管部分を点検
　破損や油漏れ等の異常がないか
確認しましょう。また、落雪によ
る破損防止のため、雪囲いを行う、
設置個所に目印を付けるなど、冬に
向けて対策しましょう。
■流出事故での油の回収・処理費用は
事故を起こした原因者の負担です
　対処が遅れるほど大きい河川に
流入し、処置も大掛かりになるため
費用も高額になります。事故が起
こったら市役所、消防署、警察署へ
すぐに連絡してください。
◆市民課環境係（☎40－８２５６）

若者の就労を支援「置賜
サポートステーション」

　本人の状況を踏まえ、ハローワー
ク等と連携し、就労に向けて多彩
な方法でサポートします。今年度
から 49 歳までの方が利用できるこ
とになりました。相談・利用は無料、
秘密は厳守します。
■利用時間　月～土曜の９時～17時
■対象　15～49歳で現在仕事や通学
　　　をしていない方
◆置賜若者サポートステーション
（☎33－９１３７）

お知らせ

市議会 12 月定例会日程
※変更の場合があります

期日 日程
12/ ４㈮ 本会議　開会
12/8㈫、9㈬、10㈭ 一般質問
12/11 ㈮ 総務常任委員会
12/14 ㈪ 文教厚生常任委員会
12/15 ㈫ 産業建設常任委員会
12/16 ㈬～17 ㈭ 予算特別委員会
12/21 ㈪ 本会議　閉会
◆議会事務局（☎40－８４４５）

インフルエンザ予防接種
助成が3,000 円になります

　高齢者と妊婦の方に、これまでの
2,000 円の助成に県の助成 1,000 円
を上乗せして3,000円を助成します。
■高齢者等　すでに助成額 2,000 円
で接種した方には、合計 3,000 円
の助成額になるように 1,000 円相
当の金券を郵送します
■妊婦　郵送または窓口でお
渡ししている申請書をその
まま使用し、申請ください
◆すこやか子育て課けん診係　
　（☎40－１６９３）

危険ドラッグは「買わない、
使わない、関わらない」

　危険ドラッグは覚せい剤等の薬
物と同等かそれ以上に毒性があり、
重大な健康被害をもたらす危険な
ものです。「買わない、使わない、
かかわらない」ようにしましょう。
■相談窓口　▷置賜保健所（☎㉒－
３８７２）▷県警察本部薬物相談窓口
　（☎０２３－６３５－１０７４）

入っていますか？
労働保険

　労働保険とは、労働者が業務上の
事由や通勤が原因で負傷したときや
失業したときに給付を行う制度です。
事業主は労働者（パート・アルバイ
トを含む）を１人でも雇用していれ
ば、原則加入し労働保険料を納付す
る必要があります。労働保険の適用
になるか、改めて確認しましょう。
◆厚生労働省労働基準局
　（☎０３－５２５３－１１１１） （2）２．11．16

■一般会計（前年度繰越含む）
 予算額 204億 1,084 万円

一般会計 収入済額 113億 1,848 万円（55.5％）
支出済額   91 億 2,902万円（44.7％）

■特別会計

国民健康保険
（事業勘定）

 予算額  35 億 3,572 万円
収入済額  12 億 2,292 万円（34.6％）
支出済額  13億 2,128 万円（37.4％）

国民健康保険
（直営診療施設勘定）

 予算額  229 万円
収入済額  20 万円（  8.8％）
支出済額  88万円（38.4％）

財産区
 予算額  　 8,813 万円
収入済額  3,215 万円（36.5％）
支出済額  3,425 万円（38.9％）

育英事業
 予算額  1,005 万円
収入済額  815 万円（81.1％）
支出済額  188 万円（18.7％）

介護保険
 予算額  38 億 4,686 万円
収入済額  16 億　230万円（41.7％）
支出済額  14億 3,050 万円（37.2％）

後期高齢者医療
 予算額  ４億　739万円
収入済額  1億2,934 万円（31.7％）
支出済額  1億 3,054 万円（32.0％）

※一時借入金
　なし。

南陽市の
　　財政状況
◆財政課財政係（☎40－０２５３）５３）

■市有財産の状況
区分 　　　令和２年９月末現在高

土地 2,319 万 8,503㎡
建物 14万 0,186㎡
有価証券 2億 1,605 万円
出資による権利 1億 9,939 万円

■基金の状況
区分 令和２年９月末現在高

財政調整基金 ７億7,612 万円
スポーツ振興基金 4,864 万円
川﨑勇・艶香育英基金 6,000 万円
福祉振興基金 1,323 万円
ごみ減量基金 3,098 万円
国民健康保険給付基金 3億 3,981 万円
介護保険給付基金 2億 9,911 万円
減債基金 1億 1,076 万円
薮田艶子まちづくり基金 4,525 万円
皆川健次菊まつり振興基金 5,000 万円
その他の基金 10億 662万円
合計 27億 8,052 万円

令和２年度
　　　上半期
（令和２年４月１日～
　令和２年９月30日）

■市債等の状況
区分 令和２年９月末現在高
一般会計 148億 4,456 万円

※千円の位は四捨五入しています。

※１、３～６の用語は 11 月 1日号の５ページの用語解説を参考にしてください。
※２　本市では水道用水のほぼすべてを県（置賜広域水道）から受水しており、
　　　その購入費がほとんどを占めます。

   水道・下水道事業決算状況 ◆上下水道課経営係
（☎40－８４２９）

建設改良費※４
3,334万円

企業債償還金※５
4,807万円

総支出
8,141万円

資本的収入資本的収入
（企業債（企業債※５※５、補助金等）は、補助金等）は
年度末に収納されます年度末に収納されます

総収入
16万円

出資金･
負担金
16万円

 水道事業  下水道事業

建設改良費※4
4,135万円

企業債償還金※5
３億4,329万円

出資金･負担金
１億7,454万円

総収入総収入
１１億億7,4547,454万円万円

資本的収入のうち、
企業債※５※５、補助金等は
年度末に収納されます

総支出
３億8,464万円

※（）は執行率。

特別損失
6万円

水道料金水道料金
３３億億5,8395,839万円万円

支払利息
1,089万円

その他
収入
850万円

長期前受金戻入※１
1,063万円

浄水費※２
１億1,210万円

総収益
３億7,752万円
総費用

２億9,673万円その他費用
8,031万円

減価
償却費等※３
9,337万円

純利益※8

8,079万円

一般会計
負担金・補助金
３億3,440万円

その他収入
24万円

下水道使用料
１億7,655万円

その他費用その他費用
2,6922,692万円万円

減価償却費等※３
２億8,194万円

総収益
6億1,147万円

長期前受金
戻入※１
１億28万円

流域下水道管理運営費※6
9,068万円

支払利息支払利息
6,2206,220万円万円

総費用
４億6,174万円 純利益※8

１億4,973万円

■収益的収支
水道料金など水道料金など
水をお届け水をお届け
するためのするための
収支収支
※消費税抜※消費税抜

■資本的収支

※消費税込※消費税込

水道管など水道管など
施設を建設・施設を建設・
更新する更新する
ための収支ための収支

■収益的収支

※消費税抜※消費税抜

下水道使用料など下水道使用料など
汚水・雨水を汚水・雨水を
処理する処理する
ための収支ための収支

■資本的収支

※消費税込※消費税込

下水道管など下水道管など
施設を建設・施設を建設・
更新する更新する
ための収支ための収支

令和２年度
上半期

（令和２年
９月 30 日現在）



◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は 11 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。

（4）２．11．16

12 月の相談

　すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時　14 ㈪ 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　３㈭・16 ㈬ 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　７㈪ ･21 ㈪ 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　15 ㈫ ･17 ㈭ 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　６㈰ 13 時～ 16 時 45 分
■場所　あこや会館　■申込締切　４日㈮
◆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　18 ㈮ 13 時～ 15 時
■場所　市民相談室
◆市民課生活係（☎40－８２５５）
　人権特設相談
■日時　４㈮ 13 時 30 分～ 16 時
◆場所　赤湯公民館（☎43－３４６６）
　ふれあい総合相談
■日時　25 ㈮13時30分～16時
◆場所　健康長寿センター（☎43－５８８８）

おくりもの
■南陽市へ　現金５００万円
　㈱吉武（東京都）から

県内一斉空き家相談会
（予約制）

■日時　11月28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
　（☎40－３８８０）

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
　12 月の休日窓口
■期日　12㈯・13㈰・26㈯・27㈰
■時間　９時～正午、13 時～ 15 時
◆市民課市民係（☎40－８２５４）

・11 月の納税・
固定資産税・都市計画税　第４期
国民健康保険税　　　　第５期
介護保険料　　　　　　第５期
後期高齢者医療保険料　第５期
下水道事業受益者負担金　第２期
※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
で納税が困難な方はご相談ください。

納期限　11月 30日㈪

恒例！吉野地区　冬の
イルミネーション点灯中

■期間　令和３年１月 11 日㈪まで
■時間　16 時 30 分～ 22 時
■場所　荻地区（荻小道路沿い）、
　小滝地区（旧小滝小県道５号線沿い）
◆吉野公民館（☎41－２００１）

令和２年度明るい選挙
啓発ポスター入選作品展

■期間　11月 27日㈮～12月９日㈬
■時間　９時～ 22 時
■場所　シェルターなんようホール
（月曜休館／催し等で変更の場合あり）
※特選・入選作品は市ホームページ
にも掲載しています▶
◆選挙管理委員会事務局
　（☎40－８５３６）

蒼土会
公募蒼土会展

■期間　11 月 28 日㈯ 10 時～
　　　　12 月６日㈰ 16 時
■場所　えくぼプラザ市民ギャラリー
◆赤湯公民館（☎43ー３４６６）

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

■期日　12月 17 日㈭ 13 時 30 分～
■場所　置賜総合支庁（米沢市）
■定員　先着３人（１人約 40 分）
◆ ㈱西王不動産置賜事務所
　（☎㉔－２３３２）

個人事業主、小規模事業者
向け債務相談会（予約制）

■日時　12 月７日㈪ 10 時～ 16 時
■場所　米沢商工会議所（米沢市）
◆山形財務事務所理財課
　（☎０２３－６４１－５２０１）

人口の動き
令和２年 10 月末現在
（　）内は前月比

人口 ３０，８１３ 人（－ 33）
男性 １４，８９２ 人（－ 17）
女性 １５，９２１ 人（－ 16）
世帯 １１，４２３世帯（＋ １）

広
　
告

株式会社 須貝不動産
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

南陽市郡山６１５ ７

☎☎００２２３３８８ ４４００ ８８１１５５００

徒徒歩歩圏圏内内ににススーーパパーーななどどあありり、、利利便便性性のの高高いい和和風風のの中中古古物物件件でですす。。

■所在/南陽市椚塚１６８８-１２

■土地面積/３６９.21㎡（１１１.６８坪）

■建物面積/２５５.２７㎡（７７．２１坪）

■構造/木造２階建

■建築年月/平成４年７月

■交通/JR奥羽本線「赤湯」駅約１.０㎞

■接道/東側約６ｍ市道■取引時期/即日

■現況/リフォーム済■取引様態/仲介

南南陽陽市市椚椚塚塚

22,,449988万万円円（（税税込込））
６６LLDDKK

＜リフォーム内容＞
屋根外壁塗装、トイレ・キッチン・洗面台新品交換、

間取り変更（LDK・洋室へ変更）、畳表替え、クロス

張替、床張替など

１１００月月末末リリフフォォーームム

完完成成ししままししたた。。

赤赤湯湯小小
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