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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
◀ＬＩＮＥの
友達登録は
こちらから

◀市報電子版
カラーでご覧
いただけます。

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）

新型コロナワクチンの接種順番

高齢者施設等入所者と高齢者施設等従事者から接種をスタートします
国からのワクチンの供給については、当初の計画どおりには進まず遅れています。また、当市に初回供給さ
れるワクチンは 4 月下旬頃の予定ですが供給量が少ない見通しです。そのため市では、新型コロナウイルス
感染症の感染によってクラスター（集団感染）が起きるリスクの高い、高齢者施設等入所者および従事者を
優先に接種します。65 歳以上の高齢者の集団接種・個別接種はそれ以降に開始します。

65 歳以上の高齢者の方へ 4 月上旬に接種券を郵送します
65 歳以上の高齢者の方へ４月上旬に接種券を郵送します。
２回分が一緒に郵送されますので大切に保管してください。

接種会場への交通手段を検討しています
接種会場への交通手段がない方のため、バスやタクシーなどを準備する予定です。
詳しくは決まり次第お知らせします。

新型コロナワクチンに関する Ｑ & Ａ
住民票の住所とちがう市区町村に住んでいます。ワクチン接種はどうなるの？
今住んでいる市区町村で接種を受けることができます。

接種券が
送付される

接種を
受ける

ワクチン接種券は、住民基本台帳に登録されている住所に送付され、
その住所地で接種を受けることとなります。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外の市区町村に滞在してい
る場合は、その市区町村でワクチン接種を受けることができます。

住民票所在地の
市区町村

今住んでいる
市区町村

■やむをえない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方の例
接種を希望する市区町村への申請が必要な方
▷出産のために里帰りしている妊産婦
▷下宿している学生 ▷単身赴任者等
※申請方法は分かり次第お知らせします。

スマートフォンを
お持ちの方へ

接種を希望する市区町村への申請が不要な方
▷入院・入所者 ▷災害による被害にあった方
▷基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合

ワクチン接種予約 は 市公式ＬＩＮＥ もご利用ください

ワクチン接種は、電話のほか、市公式ＬＩＮＥアカウントからも予約で
きるよう準備しています。電話予約の混雑を減らすためにも、スマート
フォンをお持ちの方はＬＩＮＥでの予約にご協力ください。

■ＬＩＮＥ予約
24 時間、いつでも予約

準備ができたら市報、市 HP、ＬＩＮＥ等でお知らせします。予め上記のＱＲコードから友達登録をお願いします。

「森林の土地所有者届出」
を忘れずに

土地・家屋価格等縦覧
帳簿の縦覧と、
固定資産
課税台帳の閲覧
期間中は無料で縦覧・閲覧できます
（証明書を発行する場合は有料）。
売買や相続等で、
土地・ 家屋の異動が
あった方には確認を
おすすめしています。
■期間 ４月１日㈭〜５月31日㈪
■時間 平日８時30分〜17時15分
■場所 税務課資産税係
（市役所１階③窓口）
■持ち物 マイナンバーカードや
運転免許証等本人確認のできるも
の、所有者等の委任状（代理人の
場合）
◆税務課資産税係（☎㊵−０２５９）

募

集

国税専門官（大学卒業
程度）採用試験
■受験資格
▷平成３年４月２日〜平成 12 年
４月１日生まれの者▷平成 12 年
４月２日以降生まれの者で①大学
を卒業した者および令和４年３月
までに大学卒業見込の者②人事院が
①と同等の資格があると認める者
■申込期間 ３月26日㈮〜４月７日㈬
■申込先 国家公務員
試験採用情報 NAVI
（右記 QR）
■１次試験日 ６月６日㈰
◆仙台国税局人事第二課
（☎０２２−２６３−１１１１）

広 告

中古
物件

南 陽 市 椚 塚 2 , 3 9 8 万円

■所在南陽市椚塚１６８８－１２

売買や相続等で新たに森林の土
地を取得した方は、面積に関わら
ず、取得した土地がある市町村への
届け出が義務付けられています。
■届出時期 森林の土地の所有者
となった日から 90 日以内
※詳しくは市 HP から▶
◆農林課林務係
（☎㊵−８３２０）

「林地台帳（森林の土地
の地図）
」を公表します
「南陽市林地台帳」、「森林の土地
の地図」を公表します。
閲覧（写しの交付）を希望する方は
下記により申請が必要です。
■閲覧に必要なもの
▷窓口申請／本人等確認書類の原本
▷郵送等申請／本人等確認書類の
写しを申請書に添付
※詳しくは市 HP から▶
◆農林課林務係
（☎㊵−８３２０）

協会けんぽの
保険料率が変わります
協会けんぽ山形支部の健康保険
料率と介護保険料率が令和３年度
３月分（４月納付分）から下記のと
おり改定されます。
加入者の皆さんの医療と健康を支
えるため、ご理解をお願いします。
■健康保険料率 10.05％→ 10.03％
■介護保険料率 １.79％→１.80％
◆全国健康保険協会山形支部企画
総務グループ
（☎０２３−６２９−７２２６）

■土地面積３６９２１㎡（１１１６８坪）
■建物面積２５５２７㎡（７７２１坪）

（税込）

■構造木造２階建 ■築年月平成４７月

赤湯小
赤湯中

■接道東側約ｍ市道 ■取引時期即日

■交通-5奥羽本線「赤湯」駅約１㎞

新築
戸建

南陽市宮内
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この計画は、
市民の安全な暮らしを
確保し、利便性に優れたまちづくり
を進めるための計画です。
■計画期間
令和３年度〜 22 年度（20 年間）
■計画案事前公表期間
３月 22 日㈪〜５月５日㈬
※立地適正化計画では、
一定の建築や
開発行為等を行う際の届出が必要
な場合があるため事前公表します。
■計画公表 ５月６日㈭予定
※詳細は市HP
（3/22公開）
▶
◆建設課計画係
（☎㊵−８３９２）

おしらせ

役立っています
宝くじ助成事業

長岡地区（赤湯）では、宝くじ
の社会貢献広報事業として、宝く
じの受託事業収入を財源として実
施しているコミュニティ助成事業
により、長岡地区公民館（大ホール）
のエアコンを整備しました。地域住
民のコミュニティ活動の活性化に
役立てていきます。
◆社会教育課（☎㊵−８９９５）
■土地面積２３４７１㎡
（７０９９坪）
■建物面積１０２４１㎡
（３０９７坪）
■構造木造２階建

■接道西側約ｍ市道
■取引時期即日
■現況完成済

６ L DK

■取引様態売主

東北地区不動産公正取引協議会加盟 山形県知事  第２１５８号

＜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

南陽市立地適正化計画
（案）を策定しました

「宮内」駅約１６㎞

二世帯でのお住まいも

R2.10月
リフォーム完成

おしらせ

■交通フラワー長井線

約７７坪の

可能です。

■期日 ４月３日㈯
■時間 ９時〜正午、13時〜16時
■料金 １８０円／10kg
◆千代田クリーンセンター
（☎㊿−４００４）

曙不動産

土地・住宅買取いたします。見積無料ですので、
市報見ました！とお気軽にお電話ください。
他にも紹介可能な
☎０７０６９５５０４９５ 物件あります！

公社）山形県宅地建物取引業協会員
担当直通
買 取 物件

有限 ☎０２３６５８１１２５
会社
月～ 金 ９ 時 か ら １ ８ 時

募集中

宮内小
宮内中

☎０２３８−㊵−３２１１

平日８時 30 分〜 17 時 15 分

市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の

休日相談・納付窓口を開設します

千代田クリーンセンター
4/ 3 ㈯ごみ搬入できます

■築年月令和２１２月

リフォーム済大型物件‼

■開庁時間

お知らせ

1,880万円 （税込）
■所在南陽市宮内２２４３

■現況リフォーム完成済 ■取引様態売主

南陽市役所代表

◆税務課収納係（☎㊵ー０２６３）
事情により市税等の納付が難しい方のご相談を
お受けします。
■期日 ３月28日㈰、４月４日㈰
■時間 ８時30分〜正午 ■持ち物 印鑑（認印）
※本人確認ができないため、電話相談には応じて
いません。
■税金、保険料の納め忘れはありませんか

長年のご愛顧

誠にありがとうございました

ハイジアパーク南陽は
は
３月 31 日をもって閉館します
ハイジアパーク南陽は、令和３年３月 31
日㈬をもって閉館します。
29 年の永きにわたりご愛顧いただき、
誠にありがとうございました。

未納額が増えると納税しにくくなり、未納期間
が長いほど延滞金も増えます。納め忘れがないか
ご確認ください。納付書や督促状等を無くした方
は、再発行しますので税務課までご連絡ください。

皆さまへの今までの感謝をこめて、３月
31 日㈬まで「ご愛顧感謝セール」を行って
います。現在お手元にある回数券・入浴券
などは使用できなくなりますので、最後の
機会にぜひご利用ください。

【納期限が過ぎた税金・保険料】

※レストランの営業は 21 日㈰までとなります。
※ 31 日㈬は 18 時までの営業となります。

軽自動車税 市県民税、固定資産税
（第４期まで）
国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料 （第８期まで）
▽

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は３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。

▽▽

Information

◆ハイジアパーク南陽（☎㊺ー２２００／
営業時間 10 時〜 21 時 30 分）

夏川りみ コンサートツアー 2021
〜あかり〜

春の堀上げ清掃
◆市民課環境係（☎㊵ー８２５６）
環境衛生、環境美化推進のため、地域での取り
組みをお願いします。
■実施日 ４月４日㈰
地区によっては、上記以外の日程で実施する場
合がありますので、実施の有無も含めて各地区の
地区長、隣組長にご確認ください。
■実施方法
堀上げした土砂は、
「かます」に入れ、交通の障害、
付近の迷惑にならないよう収集所付近にまとめて
ください。土砂以外のごみは、かますには入れな
いでください。（堀上げで出たペットボトル・プラ
スチック等のごみは可燃ごみ袋に、缶やビンは不
燃ごみ袋に入れ、町名を記入し、収集所に出して
ください。）
マスクを着用し密を避けて作業をお願いします。
■収集運搬
「かます」は、市で委託した業者が収集しますが、
ある程度乾燥させてから収集するため、１週間か
ら 10 日程度の時間がかかる場合があります。

◆クールマイン（☎ 022-796-8700/ 平日 11 時〜 19 時）
６月 20 日㈰
開場 14 時 30 分／開演 15 時
シェルターなんようホール
（市文化会館）大ホール
■チケット料金（全席指定）
一般 6,800 円／小中学生 2,000 円
■期日
■時間
■場所

※未就学児童は保護者 1 人につき 1 人まで膝上鑑賞無料（席が必要
な場合は有料）。未就学児童、小中学生チケットをお持ちの方は
入場の際に身分証明書（保険証や学生証）を確認させていただく
場合があります。

■チケット市民先行販売（枚数１人４枚まで）
▷期間 ３月 27 日㈯〜４月２日㈮（月曜休館）
▷受付時間 27 日㈯／ 10 時〜 21 時
28 日㈰以降／９時〜 21 時
▷場所 シェルターなんようホール
※市民である証明（運転免許証等）をご持参ください。

■一般販売 ４月３日㈯ 10 時〜（枚数１人４枚まで）
▷チケットぴあ Ｐコード＝１９３−０８４
▷ローソンチケット Ｌコード＝２１６５９
▷イープラス （http://eplus.jp）
▷シェルターなんようホール（初日のみ 10 時から。
４日㈰以降９時〜 21 時／月曜休館）
３. ３. 16
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は３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。

講座・催し

４月の相談

■市報なんよう
№１２９２
令和３年３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 27 ㈫ 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 15㈭・21㈬ 9 時30 分〜11時
■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 ５㈪ ･ 19 ㈪ 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 ㈭ ･20 ㈫ 9 時〜正午
■場所 南陽市役所
◆社会教育課結婚推進係（☎㊵−８９９７）
行政相談
■日時 16 ㈮ 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 ５㈪ 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 23 ㈮ 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
４月の休日窓口
■期日 10 日㈯・11 日㈰
■時間 ９時〜正午、13 時 〜15 時
◆市民課市民係（☎㊵−８２５４）

漆山公民館
小菊盆栽づくり講座
初心者の方大歓迎です。
■期日 ４月〜10月の毎月第１土曜日
（５・６・９月は第１・３土曜日
／日程は変更の場合あり）
■時間 13 時 30 分〜 15 時 30 分
■場所 漆山公民館
■対象 県内在住者
■定員 先着 20 人
■講師 高橋正氏（漆山）、
渡部明秀氏（赤湯）
■受講料 ３，０００円／年
（苗木代３本込み）
■申込締切 ３月 26 日㈮
◆漆山公民館（☎㊼−２５１５）

おくりもの
■中川児童館へ
デジタルカメラ １台
中川児童館父母の会から
■梨郷児童館へ
▷デジタルカメラ １台
▷砂遊びセット １セット
梨郷児童館父母の会から
▷スクーター ２台
▷調理用鍋 ２個
梨郷児童館運営委員会から

・３月の納税・
国民健康保険税

第９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 31 日 ㈬

人口の動き

感染症対策を
再度ご確認ください

令和３年２月末現在
（ ）内は前月比

こまめに換気

まめに手洗い・ せきエチケット 身体的距離の
手指消毒
の徹底
確保

人口
男性
女性
世帯

３０，
６５７ 人（− 24）
１４，
８３６ 人（− 10）
１５，
８２１ 人（− 14）
１１，
３９８ 世帯（− ８）

赤湯小学校・宮内小学校
放課後子供教室スタッフ
放課後子供教室では、放課後等
に学校施設を活用し、子どもたち
の居場所づくり・学習支援を行っ
ています。
平日の放課後に毎日開催している
放課後子供教室で、ご自身の活動で
きる曜日や時間に活動を見守る「サ
ポートスタッフ（有償）」をしてみ
ませんか。
■時間 放課後〜 17 時
※詳しくは問い合わせください。
◆社会教育課社会教育係
（☎㊵−８９９２）

県営住宅入居者
■階数・戸数
【①桜木住宅】▷１号３階（単身
可）・２戸、４階・１戸▷２号４
階（単身可）・１戸
【②関口住宅】１号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）
① 15,800 〜 31,100 円
② 22,600 〜 44,300 円
■募集期間 ４月５日㈪〜９日㈮
■受付時間 10 時〜 17 時
■入居時期 ６月上旬
◆㈱西王不動産置賜事務所
（☎㉔−２３３２）

赤湯温泉桜まつり
物産販売者
■期間 ４月 16 日㈮〜 30 日㈮
※開花状況により変更あり。
■場所 烏帽子山公園
■定員 ３者（社）
※超えた場合は抽選。
■申込締切 ３月 26 日㈮
※テント、テーブル、電源を準備し
ます。
※各種許可申請等は各自で対応し
てください。
※新型コロナウイルスの影響によ
り変更、中止の場合があります。
◆南陽市観光協会（☎㉝ー９５１２）
３. ３. 16
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