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■開庁時間
平日８時 30 分〜 17 時 15 分
■ホームページ
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/
■フェイスブック https://www.facebook.com/city.nanyo
◀市報電子版
カラーでご覧
いただけます。

◀ＬＩＮＥの
友達登録は
こちらから

感染症から大切な命を守るために
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、１月７日㈭、
東京・神奈川・埼玉・千葉の１都３県を対象に緊急事態
宣言が発令されました。
市民の皆さんには、これまでの基本的な感染対策を再
度徹底していただくとともに、次のことをお願いいたし
ます。

ー

基本的な感染対策を徹底しましょう

感染拡大地域との往来は慎重にお願いします。特に、
緊急事態宣言対象地域については、２月７日㈰までは
不要不急の往来を避けましょう。

まめに手洗い・

せきエチケットの

手指消毒

徹底

身体的距離の

こまめに
換気

確保

各地区公民館など公共施設については、飲食（会食）
を再度禁止とします。
※詳しくは市ホームページをご覧ください▶

３密の回避（密閉 密集 密接）

◆総合防災課（☎㊵−０２６４）

市役所で働いてみませんか？

会計年度任用職員を募集します
■雇用期間 ４月１日から１年間
■勤 務 地 市役所、市内施設
■勤 務 日 原則、各施設の営業日

募集内容・業務内容

募集
人数

ー

発熱やかぜの
症状がある時は
ムリせず
自宅で療養

■申込方法 市販の履歴書に必要事項を記入し写真を
貼付して申込（締切日必着、郵送可）
■郵 送 先 〒 999-2292 南陽市三間通 436 の１
南陽市役所【表中の担当課】 宛て
■選考方法 書類審査ののち面接

賃金は職種により異なりますので問い合わせください。
（参考月額：133,400 円〜 252,200 円、中学校部活動指導員は時間給 1,600 円）
要件に応じて期末手当が支給される場合があります。

必要な資格・技能・条件等

家庭児童相談員

１ 児童福祉司、保健師、保育士、教員免許状等

母子・父子自立支援員、
女性相談員

１ パソコン操作

※1

小中学校学習支援員

若干名 小学校または中学校の教員免許

中学校部活動指導員

若干名 小学校または中学校の教員免許

勤務時
間／週

申込
締切

面接
予定日

問合せ・申込先
☎電話番号

22〜29 ２/５㈮ 未定 すこやか子育て課
19〜24 ２/５㈮ 未定 子ども家庭係☎㊵ 1689
35 ※２ ２/３㈬ 未定
※3

２/３㈬ 未定

学校教育課指導係☎㊵ 8454

１ 【業務内容】学校での学習用パソコンの使用方法説明等

35

２/８㈪ 未定 管理課管理係☎㊵ 8449

介護支援専門員

１ 介護支援専門員資格、普通自動車免許

35

２/５㈮ 未定

生活支援コーディネーター

高齢者の介護事業に関わった経験のある方、
１
普通自動車免許

35

２/５㈮ 未定

１ 【業務内容】庁内書類印刷製本、郵便発送業務等

35

２/５㈮ 未定 総務課庶務係☎㊵ 0245

３ パソコン操作※1

35

２/５㈮ ２/９㈫ 市民課市民係☎㊵ 8254

１ パソコン操作※1

35

２/５㈮ 未定 農業委員会事務局☎㊵ 8923

一般事務補助

GIGA スクールサポーター

総務課
市民課（マイナンバー
カード事務含む）
農業委員会

地域おこし協力隊

福祉課介護業務係☎㊵ 1646

①１ ▷現在三大都市圏等に住民票を有し生活拠点と住民票

（①６次化商品の販売促進およびカ
みらい戦略課企画調整係
②１ を南陽市に移せる▷令和３年 4 月 1 日現在で①②20〜 35 ※２ 2/10㈬ 2/18㈭
フェ設立準備②獣害対策に関する活
☎㊵ 0248
③１ 39 歳③20 〜 49 歳▷普通自動車免許▷パソコン操作※ 1
動③農産品の販売促進）

（※１）
ワード・エクセル等の操作を含む。
（※２）勤務日は行事等による変更あり。
（※３）週３日程度、２〜３時間／日。

金山
吉野
地区
別

梨郷
中川

赤湯

地区
別

２月 24 日㈬
２月 25 日㈭
２月 26 日㈮
３月 １日㈪
３月 ２日㈫
３月 ２日㈫
３月 ３日㈬
３月 ３日㈬
３月 ４日㈭
３月 ５日㈮
３月 ８日㈪
３月 ９日㈫
３月 10 日㈬
３月 11 日㈭
３月 12 日㈮
３月 15 日㈪

中ノ目、郡山西
若狭郷屋
鍋田、萩生田
宮崎、露橋、関根
金山地区の全部

郡山東、郡山中
高梨
坂井、沖田、長瀞、西落合、中落合
蒲生田、法師柳
島貫
吉野地区の全部

宮内、漆山、沖郷、金山、吉野地区の方で
指定日に相談にお越しになれなかった方
粡町、上町、酒町、中巻、巻、神社前
西和田、東和田、竹原、大町、山之内
釜渡戸、小岩沢、元中山
松沢、本湯町、長岡、森前
三間通、上野、やすらぎ荘
椚塚一（１〜 20 組）
桜木町一
花見町、栄町一上・中・下、栄町二
表町、石田
梨郷、中川、赤湯地区の方で
指定日に相談にお越しになれなかった方

米沢税務署からのお知らせ

申告書作成会場を開設します
■期間

13 時〜 15 時 30 分受付
田町上・下、柳町上・中・下、新町
富貴田、錦町、砂子田
和泉町一・二、内原、太陽の里ふたば
久保、東町上・下
7・8・9・9 の 2・10・11 組

２月１日㈪〜３月 15 日㈪
※土・日・祝日を除く。

■時間

９時〜 16 時

■場所

フジワビル３階（米沢税務署隣）

申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場に
は「入場整理券」が必要です。
※ 入場整理券は会場での当日配布とＬＩＮＥ
による事前発行があります。詳しくは
国税庁ホームページ等をご覧ください▶
※入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場を
お願いすることもあります。
※新型コロナウイルス感染症対策として令和２年分
の確定申告では、公的年金受給者を主な対象に、
２月 16 日よりも前から申告相談をお受けします。

◆米沢税務署（☎㉒−６３２０）

※混雑が予想されますので、できるだけ
指定の日にお越しください。

平野、中野、辻柳、塩釜、東川前、西川前
川樋、新田、こぶし荘
椚塚二、二色根、桜の里双葉
清水町、妹背、大橋
北町、横町
椚塚一（21 組〜）
桜木町二・三 ･ 四
緑町、金沢、仲町、旭町
若葉町、爼柳
※混雑が予想されますので、できるだけ
指定の日にお越しください。

市県民税の申告相談時に必要なもの
●送付された申告書または確定申告の案内はがき
●マイナンバーカード（個人番号カード）または個人番号が
記載された住民票（住民票の場合は、運転免許証などの身
分証明書も必要です）
●印鑑
●申告者名義の通帳
●収入金額が確認できるもの
【給与や年金収入のある方】
▷給与や年金の源泉徴収票▷報酬などの支払調書
【営業・農業・不動産収入のある方】
▷収支内訳書▷帳簿▷領収書
●所得控除の資料となるもの
▷医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制
の明細書▷社会保険料（国民年金等）
、生命保険料（個人年
金保険料・介護保険料を含む）
、地震保険料、小規模企業共
済等の掛け金支払証明書や領収書▷障害者手帳等の福祉手
帳など（介護保険の要介護認定など、申請をすれば障害者
控除を受けられる場合があります。詳しくは福祉課障がい
福祉係（☎㉗−１８５０）に問い合わせください。）
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市県民税の申告書が送付される方
税務署から所得税の確定申告の案内ハガキ
や確定申告書が送付されない方で、令和２年
中に転入された方や市県民税が給与から天引
きされていない方など、一定の要件にあては
まる方です。

3

3

次の①〜③に該当する方です。下記に該当しない方で申告書が
届いていない方はご連絡ください。申告書を送付します。
①税務署から所得税の確定申告の案内や確定申告書が
送付されている方
②令和２年度の市県民税が給与から天引きされている方
（転入者を除く）
③公的年金収入のみで所得額が 38 万円以下の方
（昭和 31 年１月１日以前生まれ（65 歳以上）で、
公的年金の収入額が 148 万円以下の方）

送付された申告書を
必ず提出してください

私たちって
申告は必要？

3

市県民税の申告書が送付されない方

チャートで確認してみましょう！
令和３年１月１日に南陽市内に住所がある方が対象です。１月２日以降に南陽市
へ転入された方は、１月１日に住所がある市町村へ申告してください。

スタート
いいえ

令和２年中（令和２年１月１日〜 12 月 31日）に
収入はありましたか？

はい

（障害年金・遺族年金、失業保険等を除く）

無収入の申告をしてください

市県民税の申告書は税務課窓口、申告相
談会場に用意しています。ご連絡いただ
ければ郵送します。

どんな収入がありましたか？収入の種類に応じて次の①、②、③へ進んでください
（複数の収入がある場合や、給与収入額 2,000 万円を超える場合は②に進みます）

１ 給与収入のみ

（アルバイト収入含む）

２ 営業、農業、不動産、利子、配当、譲渡、

３

一時、雑収入等（給与、年金所得者で他の収入がある方）

勤務先で年末調整済み、かつ令和２年度の
市県民税が給与から天引きされていますか？

いいえ

はい

２か所以上から給与や報酬を
もらっていますか？
いいえ

医療費や住宅借入金、寄付金等控除を
受けますか？

はい
はい

申告が
必要です
日程と必要なもの
を確認して、
申告相談に
お越しください。

はい

年金収入のみ

令和３年１月１日時点の
年齢は 65 歳未満ですか？
いいえ

いいえ

令和２年中（令和２年１月１日〜
12 月 31 日）の年金収入額は
148 万円以下ですか？
はい

いいえ

申告は不要です

【※１】家屋の譲渡や青色申告など複雑な申告を要する方や住宅ローン控除の適用初年度の方は米沢税務署で申告ください。ふるさと納税
のワンストップ特例の申請をした方が確定申告や市県民税申告を行うと特例の申請が無効となります。申告の際は寄付金控除を併せて行っ
てください。【※２】年金収入額が 148 万円以下でも源泉徴収されていれば還付申告の対象となる場合があります。

準備は
お早めに

沖郷

９時〜 11 時受付
足軽町、粡町、横町、仲ノ丁、菖蒲沢町、宮町
別所町、黄金町、南町上・中・下、旭町、新丁
桜田、清水町、六角町上・中・下
本町、吉野町上・下
1・2・3・4・5 東・5 西・6 組
12・13・14・15・16・17・18・20 組

−

市 県 民 税 のの
申 告 相 談 はは
２２ 月月４４ 日日㈭㈭ か ら

漆山

２月 ８日㈪
２月 ９日㈫
２月 10 日㈬
２月 12 日㈮
２月 15 日㈪
２月 16 日㈫
２月 16 日㈫
２月 17 日㈬
２月 18 日㈭
２月 19 日㈮
２月 22 日㈪
２月 24 日㈬

対象地区

申告は正しい課税のための大切な手続
き で す︒ 忘 れ ず に 必 ず 申 告 し ま し ょ う︒

宮内

期日

わからないことがあれば︑左記にお気軽
にご相談ください︒例年︑申告期限が近
づ く と 相 談 窓 口 が 大 変 混 雑 し ま す の で︑
早めに準備して済ませましょう︒

地区

日㈪
まで

●地区別所得申告相談会（申告受付）

また︑新型コロナウイルス感染症対策
のため︑できるだけ地区指定日にお越し

沖郷、吉野
赤湯

いただくようご協力をお願いします︒

13 時〜 15 時 30 分受付

宮内、金山
漆山、中川、梨郷

月月

２月４日㈭
２月５日㈮

９時〜 11 時受付

３３

対象地区

期日

■期間

●給与所得還付・年金受給者相談会（申告受付）

■場所 市 役 所 ４ 階 大 会 議 室
■時間 午前の部＝９時 〜 時
午後の部＝ 時 〜 時 分
※詳しい日程は左ページをご覧く
ださ い ︒

申告相談 の 日程

◆問合せ先 税務 課 市 民 税 係
︵☎㊵ ０２５８︶

今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、できるだけ密を避ける
よう地区を割り当てていますので、指定の日にお越しになるようご協
力をお願いします。郵送や e-tax での申告もぜひご活用ください。

Information
◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は１月７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。

講座・催し

２月の相談

■市報なんよう
№１２８８
令和３年１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）

すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時 17 ㈬ 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 ４㈭・17 ㈬ 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 １㈪ ･ 15 ㈪ 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 16 ㈫ ･18 ㈭ 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 ７㈰ 13 時〜 16 時 45 分
■場所 あこや会館 ■申込締切 ５㈮
◆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 19 ㈮ 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 １㈪ 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 26 ㈮13 時30分〜16 時
（☎㊸−５８８８）
◆場所 健康長寿センター

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
２月の休日窓口
■期日 13 日㈯・14 日㈰
27 日㈯・28 日㈰
■時間 ９ 時 〜 正午、13 時 〜15 時
◆市民課市民係（☎㊵−８２５４）

２/１㈪ 〜２/14 ㈰
市民体育館一部利用休止

文化財防火訓練
当日は消防車のサイレンが鳴り、
放水等が行われますが、訓練ですの
でご了承ください。
■日時 １月 26 日㈫ 14 時
■場所 熊野大社（宮内地内）
■内容 避難・消火訓練など
◆社会教育課文化係（☎㊵−８９９６）

えくぼプラザ市民ギャラリー
「宏・弘の二人展」

▲昨年の様子

税理士による
無料税務相談会
■期日 ２月６日㈯・７日㈰
■時間 10 時〜 16 時
■場所 イオン米沢店（米沢市）
◆東北税理士会米沢支部・齋藤
（☎㉒−１１６３）

おくりもの
■南陽市へ 現金
３万円 南陽ロータリークラブから
３万円 南陽東ロータリークラブから

・１月の納税・
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

第７期
第７期
第７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

２月１日 ㈪

人口の動き

令和２年 12 月末現在
（ ）内は前月比

人口
男性
女性
世帯

お知らせ

３０，
７４８ 人（− 19）
１４，
８７２ 人（− ７）
１５，
８７６ 人（− 12）
１１，
４２０ 世帯（＋ ５）

【訂正しておわび申し上げます】
市報なんよう１月１日号 P. ７「新温浴施設建設計画」において、
「あずま湯」と
「とわの湯」の写真が逆に掲載されておりました。訂正しておわび申し上げます。

市民体育館トレーニングルーム・
エアロビクスフロアは、空調設備の
入替工事に伴い、２月１日㈪〜 14
日㈰の利用を休止します。
◆市民体育館（☎㊾−２６００）

山形交響楽団定期演奏会
の招待券を配布します
■日時 ２月 20 日㈯ 19 時開演
２月 21 日㈰ 15 時開演
※希望の日を選んで申し込みください。
■場所 山形テルサ（山形市）
■対象 確実に鑑賞できる方
■申込締切 １月 22 日㈮
※応募多数の場合は抽選。
◆社会教育課文化係（☎㊵−８９９６）

募

集

県営住宅入居者
■階数・戸数 【①桜木住宅】１号
３階・２戸、４階・１戸、２号４階・
１戸（単身可）
【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 円
〜 31,100 円 ②22,700 円 〜 44,500 円
■募集期間 ２月１日㈪〜５日㈮
■受付時間 10 時〜 17 時
■入居時期 令和３年３月下旬
◆㈱西王不動産置賜事務所
（☎㉔−２３３２）

南陽市結婚推進室
結婚アドバイザー
ボランティアで仲人活動をして
くださる方を公募します。書類選考
がありますので、１月 26 日㈫まで
下記に問い合わせください。
◆社会教育課結婚推進係
（☎㊵−８９９７）
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