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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

新型コロナワクチンに関するお知らせ
◆すこやか子育て課ワクチン接種対策室（☎ ㊵−１６９３）

ワクチンの接種は、新型コロナウイルス感染症の
発症を予防し、症状が深刻になるリスクをでき

る限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染
症のまん延の防止を図ることを目的としています。

接種は、国の指示のもと、県の協力により、市が実
施します。現在市では、ワクチン接種の体制づくり
を進めており、その状況については、市報やホーム
ページ等でお知らせします。

新型コロナワクチンに関する Ｑ & Ａ
いつ接種できるの？
現在、国や県と連携しながら市民のみなさんに接種を
行うための準備を進めています。具体的なことが決ま
りましたら市報やホームページ等でお知らせします。
誰が接種するの？
現在、日本では 16 歳以上の方が対象です。15 歳以下
の方が接種の対象となるかどうかは、安全性や有効性
の情報などを見ながら検討されます。
接種は 1 回？
どなたも２回接種が必要です。
接種に必要な費用は？
全額公費で行いますので、無料で接種できます。
どこで接種するの？
文化会館や市民体育館を予定しています。

接種対象の順番は？
次のような順番でワクチンを接種いただく予定です。
１

医療従事者等

２

65 歳以上の高齢者（昭和 32 年４月
１日以前に生まれた方）

３

高齢者以外で基礎疾患を有する方や
高齢者施設等で従事されている方

４

それ以外の方

今後の予定は？
準備が整いましたら「接種券」を郵送します。
上記「２」の 65 歳以上の方は、3 月中旬以降
に発送の予定です。「３」、「４」の方は、未定
ですので決まり次第お知らせします。
※掲載内容は２月８日時点のものです。

新型コロナ
ウイルス

市民のみなさん・事業所のみなさん

感染症対策を再度ご確認ください

これまでも、新型コロナウイルス感染症対策にお
取り組みいただきありがとうございます。２月に入り、
市内の事業所に勤務する方および市内在住者に感染
者が確認されております。市民のみなさんも、事業所
のみなさんも、感染拡大防止のため再度、感染対策を
徹底しましょう。事業所については、業種ごとのガイ
ドラインに従って感染対策をお願いします。

せきエチケット
の徹底

まめに手洗い・
手指消毒

身体的距離の
確保

こまめに換気

「 L I N E 」で迅速にお伝えします
新型コロナワクチン
接種に関する情報は、

南陽市公式

『 LINE 』で

ワクチン接種に関する情報は、市報やＨＰのほか、
LINE でお伝えしますのでスマートフォンをお持ちの
方は「友達登録」をお願いします。ワクチン接種の
予約は、ＬＩＮＥでも予約できるように準備を進め
ています。（※予約方法については今後お知らせします。）
アカウント名：南陽市 / ID：@city̲nanyo
【登録手順】
上記の QR コードを LINE アプリ上の「友達追加」
画面からタップして読み取り、
「追加」ボタンを押
してください。

募
おしらせ

集

南陽市連合婦人会員

健やかな地域社会をめざして楽
しく元気に活動する女性の会です。
入会ご希望の方は、各地区担当役員
へご連絡ください。
◆宮内・金山・漆山・梨郷地区担当
板垣致江子（☎㊼−４５２１）
◆吉野地区担当
伊藤ひろ子（☎㊶−２１８０）
◆赤湯・中川・沖郷地区担当
長岡幸子（☎㊵−２６８０）

南陽しゃきっといき隊！
認知症予防教室
お試しコース参加者

本会議 開会
予算特別委員会

３/ ３㈬

総務常任委員会

南陽市都市計画マスタープラン・
南陽市立地適正化計画

３/ ４㈭

文教厚生常任委員会

■計画期間 令和３年度〜 22 年度
■募集期間 ２月19 日㈮〜３月５日㈮
◆建設課計画係 （☎㊵−８３９２）

３/ ５㈮

産業建設常任委員会

３/ ８㈪〜10 ㈬ 一般質問

３/19 ㈮

本会議

閉会

※日程は変更になる場合があります。
◆議会事務局（☎㊵−８４４５）

おしらせ

国民年金保険料は
まとめて納付がお得です

国民年金保険料は、まとめて納付
（前納）すると割引が受けられます。
また、納付期限の１か月前に口座振
替で納付する「早割」（毎月納付）
もおトクです。通常の納付でも、納
付書ではなく口座振替やクレジッ
トカードで納めると手間がかから
ず、納め忘れを防ぐことができます。

厚生労働省「電話相談」
☎ 0120-56-5653
・受付時間 9 時〜 21 時
（土日祝日も含む）

県市町村広報コンクールで、
市報なんよう令和２年６月号が入選１席！

還付金詐欺にご注意ください
県内で還付金詐欺が多発しています。
詐欺の手口は市役所の職員をかたり、
「税金（保険
料）を還付するので ATM に行ってください。
」とだ
ましてＡＴＭに誘導し、お金を振り込ませるもので
す。市役所の職員が還付のためにＡＴＭの操作や手
数料の振込みを求めることは絶対にありません。
少しでもおかしい、あやしいと思ったら、迷わず
相談しましょう。

「令和２年度山形県市町村
広報コンクール」で、「市報
なんよう」６月１日号が、広
報紙の部（市部）で入選１席
を受賞しました。
今後も、市民の皆さんに親
しまれる広報づくりを心掛け
ていきます。ぜひ「市報なん
よう」をご覧ください。
◆みらい戦略課広報広聴係
（☎㊵−０２４９）

◆南陽警察署生活安全課（☎㊿−０１１０）
◆市民課生活係（☎㊵−８２５５）

令和３年

第
12

回市防火標語入賞作品

市内の小学４年生と中学２年生を対象に防火標語を募集し

た結果︑４５８点の応募があり︑次のとおり入賞作品が選ば

最優秀賞の２点は︑今年１年間︑学校・家庭・地域の防火

３. ２. 16

れました︒

意識の高揚と普及啓発のために使わせていただきます︒

たくさんのご応募ありがとうございました︒

−

◆南陽消防署︵☎㊸ ３５００︶

芽衣さん︵沖郷小４年︶

防火のための 第一歩

熊坂

さいかくにん

火事のもと

丈征 さん︵赤湯小４年︶

一度消しても

小学生の部 ︵応募１９６作品︶

大丈夫？
白岩

ゆだんとあまさ

■最優秀賞 火のかくにん

■優秀賞

いっしゅんの

作
琴羽 さん︵赤湯小４年︶

羽乃 さん︵赤湯小４年︶

■佳
浦山

数馬

我が街を

作 行ってきます︒ちょっとまって 火はけした？

絆で守る

長谷部 亮さん︵沖郷中２年︶

育む防災

栞奈 さん︵赤湯中２年︶

心がけ

遥輝 さん︵宮内中２年︶

■佳

■申込先

中学生の部 ︵応募２６２作品︶

ドを利用している方で納付方法
等を変更する方

▷納付書・クレジットカード払いの
方／米沢年金事務所
▷口座振替の方／米沢年金事務所
または金融機関窓口（ゆうちょ銀
行含む）
※納付方法によって割引額が変わ
ります。また、口 座振替の方は
事務処理の日数を要しますので、
お早めに申し込みください。
口座振替依頼書は日本年金機構
の HP からダウンロードできます。
◆米沢年金事務所
（☎㉒ー４２２０）

・受付時間 8 時 30 分〜 18 時
（土日祝日も含む）

ご案内

■最優秀賞 火災ゼロ

■対象
▷前納を希望する方
▷ 既に口座振替やクレジットカー

・感染していないか心配
・予防方法を聞きたい 等

発熱等の患者の診療や検査を行う
「診療・検査医療機関」が診察します

再確認

■効力発生日 令和２年 12 月 25 日
※特定（産業別）最低賃金は、県内
４つの産業の基幹的労働者に適用
され、山形県最低賃金を上回る額
で設定されている最低賃金です。
◆山形労働局労働基準部賃金室
（☎０２３−６２４−８２２４）

３/12 ㈮、15 ㈪
予算特別委員会
３/17 ㈬

刈りとる火の芽

８６５円

・相談を受けた医療機関で対応
できない時は最寄りの対応
医療機関をご案内します。

君の手で

自動車整備業（分解整備
に従事する者に限る）

受診前に必ず電話で
受診相談をお願いします。

■優秀賞

８６１円

一般相談コールセンター
☎ 0120-56-7383

山崎

自動車・同附属品製造業

受診相談コールセンター
☎ 0120-88-0006
電話相談24 時間受付
・受付時間
（土日祝日も含む）

毎日確認

８４６円

かかりつけ医療機関

火災予防

電気機械器具等製造業

電話相談

作

８６２円

電話相談

■佳

一般産業用機械・装置等
製造業

電話相談

山口

最低賃金額
（時間額）

かかりつけ医療機関が
ない（または休診）

そう思ったら

産業別

日程

「症状がない」場合

かかりつけ医療機関が
ある

消したかな

おしらせ

県の特定
（産業別）最低
賃金が改正されました

期日

凜佳 さん︵宮内中２年︶

３. ２. 16

３/ ２㈫

■日時
３月 13 日㈯ 19 時開演
３月 14 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 ２月 22 日㈪
※応募多数の場合は抽選。
◆社会教育課文化係（☎㊵−８９９６）

発熱や咳などの「症状がある」場合

市議会３月定例会日程

■計画期間 令和３年度〜７年度
■募集期間 ２月19 日㈮〜３月５日㈮
◆みらい戦略課企画調整係
（☎㊵−０２４８）

山形交響楽団定期演奏会
の招待券を配布します

新型コロナウイルス感染症の相談・受診体制

嶋貫

「介護福祉士」国家試験受験に必
要な研修で、働きながら学ぶ「通
信課程」です。自宅学習（４〜７月）
に取り組みながら、面接授業（6 月
〜 12 月、
計 9 回 60時間）を行います。
■期間 4 月 1 日㈭〜 12 月 15 日㈬
■場所 慈光園（長井市）
■受講料 25,000 円〜 135,000 円
（他テキスト代）
■定員 先着 30 人
■申込締切 3 月 10 日㈬
◆特別養護老人ホーム慈光園
（☎０２３８ー 88 ー２７１１）

！

再度ご確認下さい

お知らせ

第 6 次南陽市総合計画前期基本計画
第 2 期市まち・ひと・しごと創生総合戦略

※２つの計画とも詳しくは
ＨＰをご覧ください。

平日８時 30 分〜 17 時 15 分

作

慈光園「介護福祉士」
実務者研修受講者

おしらせ

パブリックコメントを
募集します

■開庁時間

☎０２３８−㊵−３２１１

■佳

■場所 市役所４０１・４０２会議室
■期日
①２月 25 日㈭
②３月４日㈭ ③３月 11 日㈭
④３月 19 日㈮ ⑤３月 26 日㈮
■時間 10 時 30 分〜 11 時 30 分
■対象 65 歳以上の介護保険サー
ビスを利用していない方（今年度
まだ参加したことのない方優先）
■定員 各回 先着 10 人
■参加料 無料
■申込締切 ２月 22 日㈪
◆地域包括支援センター
（☎㊵−１６４６）

（3）

南陽市役所代表

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は２月８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

（2）

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は２月８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。

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

■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
３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）

おくりもの
■南陽市へ
現金 30 万円
（新温浴施設整備のために）
匿名の方から
ランドセル ５個
小林啓市さん（南陽市）から

チェーンソー安全利用
研修会（無料）
■期日 ３月５日㈮
■時間 13 時 30 分〜 16 時 30 分
■場所 置賜総合支庁（米沢市）
■内容
講話「安全な伐木造材作業について」
実習「チェーンソーの整備（目立
て等）
について」
■定員 先着 15 人
チェーンソー 目立て
■持ち物
道具（丸やすり等） 作業着・軍手
※チェーンソーを持参しない方は
事前にお知らせください。
■申込締切 ２月 26 日㈮
◆置賜総合支庁森林整備課
（☎㉖−６０６５）
▽

▽

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。
■日時 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）

■募集人数 若干名
■応募資格 普通運転免許、パソコ
ン操作、公民館活動に意欲のある方
■勤務先
公民館
■雇用期間 ４月１日から１年間
■勤務時間 週 35 時間
■賃金（月額） 147,900 円
※期末手当あり・社会保険加入。
■申込方法 市販の履歴書に必要
事項を記入し申込（郵送可）
■申込締切 ３月８日㈪（必着）
■選考方法 書類選考ののち面接
◆社会教育課社会教育係
（☎㊵−８９９２）

▽

借金返済に関する
相談窓口

▽

■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）

マイナンバーカード
夜間・休日申請受取窓口

■日時 ３月 18 日㈭ 13 時 30 分
■場所 置賜総合支庁（米沢市）
■定員 先着３人
※事前申込が必要です。
■相談時間 １人 40 分程度
◆県営住宅指定管理者・㈱西王不動
産置賜事務所（☎㉔−２３３２）

▽

■市報なんよう
№１２９０
令和３年２月 16 日号

すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時 15 ㈪ 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 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

会計年度任用職員
（公民館主事）

▽ ▽

３月の相談

・２月の納税・
国民健康保険税
第８期
介護保険料
第８期
後期高齢者医療保険料 第８期
下水道事業受益者負担金 第３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

３月 1 日 ㈪

人口の動き

令和３年１月末現在
（ ）内は前月比

人口
男性
女性
世帯

３０，
６８１ 人（− 67）
１４，
８４６ 人（− 26）
１５，
８３５ 人（− 41）
１１，
４０６ 世帯（− 14）

講座・催し
ひきこもりや不登校で
悩んでいる方々へ
ひきこもりや不登校で悩んでい
る方々の様々な相談に応じます。
■日時 ２月 25 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）
info@npo-karakoro.com

３. ２. 16
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