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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　
■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　 
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◀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

8
第３子以降　小中学校
学校給食費無料化の申請が始まります

■助成対象者　現に子どもが３人以上いる保護者
※令和４年３月１日現在、南陽市に住民登録があること。
■対象児童生徒　市内小中学校に通う児童生徒で
　　　　　　　　３番目以降の子ども

■所得要件・助成率
保護者（父母）の

市民税所得割課税額の合計 助成率

非課税 または 121,000 円未満 100％

121,000 円～ 169,000 円未満  50％

169,000 円～ 213,000 円未満  25％

■申請期間
　９月１日㈬～ 12 月 24 日㈮　期限厳守
■申請方法
　教育委員会管理課に備え付けの申請書に記入の上、

管理課に提出（郵送可）
※申請書は９月１日㈬から市のホームページ

上でもダウンロードできます▶

■注意事項
▷単身赴任等で別住所・別世帯になっている等、

世帯状況によっては別途書類が必要です。事前に
問い合わせください。

▷助成金は、提出された申請書の審査・交付決定通
知後、令和４年４月下旬に交付されます。

▷その他不明な点は、事前にご相談ください。

◆教育委員会管理課管理係
　（☎ 40 －８４４９）

※市就学援助費（準要保護）を受けている方は、給食費補助分が
助成金から減額となります。

※生活保護世帯の方は対象外となります。

あかり絵　
第16話～ここにある幸せ～

県外在住の学生に
山形県から県産米を
プレゼント

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り影響を受けている、県外に居住する山形県
出身の大学生等に、県産米の提供を通して食
を支援します。

■対象者　以下の①～③を全て満たす方
　①県内の中学または高校を卒業し県外大学

等に在籍している方②県外で生活している方
（新型コロナウイルスの影響で本県へ帰省
中の場合も含む）③保護者等が県内に居住
している方
■支援内容　県産はえぬき ５kg
■申込方法　申請サイト「やまがたe

イー

申請」から申込（右記QR）
◆県ふるさと山形移住・定住推進課
　（☎０２３－６３０－３４０７）

■日時　

■場所　シェルターなんよう
　　　　ホール（市文化会館）

■内容　
　▷幼稚園・保育園児の「しょうらいのゆめ」が描かれた
　　「あかり絵巻」の展示
　▷YBC公開録音　　▷打上花火
　▷フォトコンテスト「まぢのいいどごおしぇでけっか？」
　▷屋台市inあかり絵　等

詳しくは南陽青年会議所HPを
ご覧ください▶

◆（一社）南陽青年会議所（☎43－６４１１）

８月28日㈯
　16時～ 20時

入場
無料
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は８月５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。
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「噛む C
か む
OME ３６５」

　３６５日、何でも
食べて、行きたいと
ころにいける身体づ
くり講座です。
■場所　健康長寿センター
■期日　９月 10 日㈮、24 日㈮、
　10 月８日㈮、29日㈮、11月８日㈪、

29 日㈪（全６回）
■時間　13 時 30 分～ 14 時 30 分
　（9/10、11/29 は 15 時まで）
■内容　お口の手入れ、口腔機能を

向上させる、口の体操とお話
■対象
　沖郷・梨郷・漆山地区にお住まいの

65 歳以上 84 歳以下の方
※申込のあった方のご自宅に訪問し、

手続き等を行います。送迎を希望
の方は申込時にご相談ください。

■参加料　１回４００円
■申込締切　８月 27 日㈮
◆地域包括支援センター　
　（☎ 40 －１６４６）

母子ネットワーク事業
ひとり親家庭交流会

■日時　10月３日㈰
　　　　10時～ 15時
■場所　リナワールド
　　　　（上山市）
■内容　▷午前　研修・交流会（ひと

り親家庭支援制度・母子会活動の
紹介等）、子どもは園内自由行動
▷午後　親子交流（園内自由行動）

■対象　県内のひとり親家庭（中学
３年までのお子さんがいる世帯）

■定員　60世帯
■参加料　▷子ども1,000円（３歳

以上中学３年まで。３歳未満は無
料）▷大人　1,500円

※昼食は各自、園内で自己負担。
■申込締切　9月３日㈮
※定員になり次第受付終了。
◆（一財）県母子寡婦福祉連合会
　（☎０２３－６３３－０９６２、
    FAX０２３－６３３－０９６１、
　yamagata-bosiren@deluxe.ocn.ne.jp)

「野生きのこ」の
放射性物質に注意！

　「野生きのこ」のシーズンを迎えま
すが、次のことに注意してください。
▷生育環境の違いにより放射性物

質の濃度にばらつきがあるため、
出荷前の検査を徹底してください。

▷安全性を確認してから出荷（フリー
マーケットサイト等による通信販
売を含む）してください。

▷特にチチタケ、サクラシメジ、コ
ウタケは、過去に基準値を超える
放射性物質が検出されています。

◆農林課林務係（☎40－８３２０）

県外におトクに県産米を
送れます「山形米ハート
贈ろうキャンペーン」

　期間中、キャンペーン対象店で
「はえぬき（２㎏以上）」含む県産米
を購入すると、県外への配送先１
件につき送料の５００円をキャン
ペーン事務局が負担します。
　対象店など詳しくはHP

（右記QR）をご覧ください。
◆山形米ハート贈ろうキャンペーン
　「はえぬき」送料支援事業事務局
　（☎０２３－６２４－２４００）

「やまがたハッピー
サポートセンター」を
ご利用ください

　「やまがたハッピーサポートセン
ター」は、県内の公的機関等が運営
する会員制のお見合い相手マッチ
ングシステムです。「出会いの機会
がない」、「本気で結婚を考えてい
る」という方、まずはホー
ムページ（右記QR）をご覧
ください。
■登録料　1万円（登録期間3年間）
◆やまがたハッピーサポートセンター
　（☎０２３－６８７－１９７２）

退職金をサポートする
国の制度があります

　掛金の一部助成や税法上の優遇
など多くのメリットがあります。
ぜひご加入ください。
　中小企業退職金共済制度
中小企業のための制度で、パートタ
イマー・家族従業員も加入できます。
◆（独）勤労者退職金共済機構中小企業
　退職金共済事業本部
　（☎０３－６９０７－１２３４）
　建設業退職金共済制度
建設業を辞めた際に建設業で働いた
日数に応じて退職金を払う制度です。
◆（独）勤労者退職金共済機構建退共
　山形県支部
　（☎０２３－６３２－８３６４）

募　集

求職者に対する職業
訓練 10 月生

■募集科　溶接施工科
■訓練期間　10月５日㈫～
　　　　　　令和４年３月29日㈫
■場所　ポリテクセンター山形（山形市）
■定員　15人
■受講料　無料（テキスト代等自己負担）
■対象　ハローワークに求職登録して

いる方（ハローワークを通して申込）
■申込締切　９月２日㈭正午
■選考日　９月９日㈭
　　　　　（面接および筆記試験）
◆ポリテクセンター山形
　（☎０２３－６８６－２０１６）

放送大学 10 月入学生

　放送大学はBS放送やインター
ネットを通して学ぶ通信制の正規
の大学です。幅広い分野が学べ、
様々な学位や資格も取得できます。
詳しくは問い合わせください。
■出願締切　８月31日㈫（第１回

募集）、９月14日㈫（第２回募集）
◆放送大学山形学習センター
　（☎０２３－６４６－８８３６）

講座・催し
危険物取扱者試験
準備講習会 

■区分　乙種第４類
■期日　９月７日㈫・８日㈬
■時間　９時30分～ 16時30分
■場所　高畠町中央公民館
■申込締切　８月27日㈮
※丙種の準備講習会は行いません。
◆南陽消防署（☎43－３５００）

消防設備士講習 

■対象　▷①消防設備士免状を交
付されて最初の４月１日から２年
以内の方▷②前回の講習を受けて
最初の４月１日から５年以内の方
▷③①②以外の受講義務のある方

■期日／内容
　▷10月５日㈫／警報設備講習
　▷10月６日㈬／消火設備講習
　▷10月７日㈭／避難設備・
　　　　　　　　　消火器講習
■場所　山形ビッグウイング（山形市）
■申込締切　８月27日㈮
■申請用紙入手先　置賜総合支庁

総務課・各消防本部・県消防設備
協会

◆（一財）山形県消防設備協会
　（☎０２３－６２９－８４７７）

在職者向け
IT セミナー

　表計算ソフトを活用し、報告書や
資料にデータを効果的に可視化す
る方法を学べます。
■日時　9月14日㈫９時～ 16時
■場所　長井高等職業訓練校（長井市）
■対象　在職者
※事業主からの申込が必要です。
■定員　10人
■受講料　2,200円（税込）
■申込締切　８月24日㈫
◆ポリテクセンター山形
　（☎０２３－６８６－２００８）

お知らせ

市議会９月定例会予定
※変更の場合があります

日　程
９/ 1 ㈬ 本会議　開会
９/２㈭・３㈮・６㈪ 一般質問
９/ ８㈬ 総務常任委員会
９/ ９㈭ 文教厚生常任委員会
９/10 ㈮ 産業建設常任委員会
９/13 ㈪・14 ㈫ 予算特別委員会
９/16 ㈭・17 ㈮ 決算特別委員会
９/21 ㈫ 本会議　閉会

◆議会事務局（☎40－８４４５）

コロナ禍で消費が
減っている
はえぬき生産者を
みんなで応援！

在宅酸素療法者に
助成金を支給します
◆福祉課障がい福祉係　（☎27－１８５０）

■対象　呼吸器機能障がい３、４級の身体障害者手帳を持ち、
　　　　在宅で在宅酸素療法を行っている方
※重度心身障害者医療給付制度、労災保険、生活保護等の適用者を除く。

■助成額　 月額1,600円（登録した月から支給対象）
■申込方法　必要書類を記入のうえ上記に申請
※医療機関等の記載が必要な書類もあります。詳しくは問い合わせください。
■申請時の持ち物　身体障害者手帳、印鑑（認め印）
■申込締切　 9月30日㈭

人工透析療法者の通院に要した
交通費の一部を助成します
◆福祉課障がい福祉係　（☎27－１８５０）

■対象　身体障害者手帳（じん臓機能障害）を交付されている方で、　
　　　本人および生計中心者の所得税が非課税の方

■申込方法　必要書類を記入のうえ上記に申請
※医療機関等の記載が必要な書類もあります。詳しくは問い合わせください。
■申請時の持ち物　身体障害者手帳、印鑑（認め印）
■申込締切　 9月30日㈭

赤湯温泉ふるさと祭りは
中止となりました

　例年９月の第２土・日曜日に行っ
ている「赤湯温泉ふるさと祭り」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止となりました。
※例大祭等神事のみ実施。
◆赤湯公民館（☎43－３４６６）

衆議院議員総選挙
立候補予定者等　説明会

　令和３年10月21日任期満了の
衆議院議員総選挙の立候補届出予
定者説明会・出納責任者事務説明会
が開催されます。
■日時　８月31日㈫10時
■場所　県庁
◆県選挙管理委員会事務局
　（☎０２３－６３０－２０８２）
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は８月５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。

不登校・ひきこもり等
相談会

　専門の相談員が学校や就労のこ
とについて相談に応じます。ご家族
からの相談も受付可能。予約優先。
■日時　８月31日㈫10時～ 14時
■場所　赤湯公民館
◆NPO法人With優
　（☎33－９１３７）

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

■日時　９月16日㈭13時30分
■場所　置賜総合支庁
■定員　先着３人
■相談時間　１人40分程度
※要事前申込。
◆県営住宅指定管理者㈱西王不動産
　（☎24－２３３２）

おくりもの
■南陽市へ
　ペット用マイクロチップスキャ

ナー　１台　匿名希望の方から

（4）（4）３. ８. 16

９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　15㈬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　６㈪･21㈫９時～ 13時
■場所　市民課（市役所１階②窓口）
■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㈭･21㈫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　18㈯13時～ 17時
■場所　やまがたハッピーサポートセン
　　　　  ター置賜支所（米沢市）
■申込締切　16㈭
◆やまがたハッピーサポートセンター　
　山形センター（☎０２３－６８７－１９７２）
　行政相談
■日時　17㈮13時～ 15時
■場所　市民課（市役所１階②窓口）
◆市民課生活係（☎40－８２５５）
　人権相談
■■日時　６㈪13時30分～ 16時
◆場所　健康長寿センター（☎43－５８８８）
　ふれあい総合相談
■■日時　24㈮13時30分 ～ 16時
◆場所　健康長寿センター（☎43－５８８８）

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
　９月の休日窓口
■期日　11㈯・12㈰・25㈯・26㈰
■時間　９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係（☎40－８２５４）

人口の動き
令和３年７月末現在　※（）内は前月比

人口 ３０，４７５ 人 （－ 37）
男性 １４，７５７ 人 （－ 12）
女性 １５，７１８ 人 （－ 25）
世帯 １１，４５８ 世帯（－ 11）

南陽市役所代表　☎０２３８－40－３２１１
■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　 

夕鶴の里「願いと祈りの
民間信仰展」開催中

■期間　10月７日㈭まで
■場所　夕鶴の里
■開館時間　９時～ 16時30分
■休館日　毎週月曜日
　　　　　（祝日の場合は開館）　
■入場料　 大人３３０円（２７０円）、
　　　　 　子供１１０円（５０円）
※（　）は団体料金（15人以上）。
◆夕鶴の里（☎47－５８００）

福祉の仕事
職場体験事業

■期間　令和４年２月28日㈪まで
■体験日数　原則２日間
　　　　　　（９時～ 15時）
※日程は申込者と受入施設の希望を

確認して調整します。
■体験場所　福祉施設・事業所
※事業所一覧は特設サイト「福祉の仕

事を見つけよう！」をご覧ください。
■体験内容
　施設・事業所の見学、職員との

交流、利用者との交流（話し相手、
行事への参加）、日常業務の体験

（配膳、下膳、清掃）等
■対象　福祉・介護の仕事に興味が

あり、就労を考えている方
■参加料　 無料
◆県福祉人材センター
　（☎０２３－６３３－７７３９）

労働悩みごと相談会
（無料・予約制）

　労働問題に詳しい労働委員会委
員が、解雇など労使間トラブルで
お悩みの方の相談に応じます。
■期日　８月20日㈮
■時間　13時～ 14時30分
■場所　県庁14階
■申込締切　８月19日㈭正午
◆県労働委員会
　（☎０２３－６３０－２７９３）

・８月の納税・
市・県民税　　　　　　　第２期
国民健康保険税　　　　　第２期
介護保険料　　　　　　　第２期
後期高齢者医療保険料　　第２期
下水道事業受益者負担金　第１期

※納付書の納期を確認して納付ください。 
※納税が困難な方はお早めにご相談ください。

納期限は８月31日㈫
◆税務課収納係（☎40 ー０２６３）

▲参拝絵馬

養蚕絵馬▼




