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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　 

◀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

９
令和４年度令和４年度のの

入園児入園児をを募集募集しますします

■受付期間

　10月１日㈮～29日㈮

施設名 定員 年齢 入所基準 保育時間 延長保育 保育料 申込方法 バス

認
可
保
育
所

宮内双葉保育園　　　（☎47－２２３７） 316 ２か月～５歳

南陽市民で、
保護者の仕
事や病気等
の理由によ
り、保育の
必要性のあ
る児童

【月～土】
７:30 ～
18:30

【月～土】
18:30 ～
19:15

児童の年
齢、保護
者の市民
税の課税
状況に応
じて決定
（注）

【新園児】
す こ や か
子 育 て 課
か ら 申 込
書 を 受 け
取 り 同 課
に提出

×

赤湯ふたば保育園　　　（☎50－３０５０） 170 ２～５歳

漆山双葉保育園　　　　（☎47－２０６９） 30 ２か月～５歳

沖郷双葉保育園　 （☎27－８６７８） 130 ２か月～５歳

赤湯乳幼児保育センター（☎40－３３００） 90 ２か月～１歳

宮内乳幼児保育センター（☎45－２３１１） 30 ０歳（２か月以上）

小規模保育事業所
ＣＯＣＯＲＯ　　　　　　　（☎43－３１０１） 18 ２か月～２歳 【月～土】

18:30～19:00

※募集内容は、令和３年9月現在の状況であり、変更になる場合があります。

※令和４年１月末までに出産予定の胎児について、出生前申し込みを受け付けます。

※受付期間以降は、次回以降の調整対象になります。

私立こども園 定員 年齢 入園基準 保育時間 預かり・延長保育 保育料 申込書入手／提出先 バス

宮内認定こども園
１号認定

（☎47－３０３９）
50

満３～
　５歳

左記の年齢であれば
保護者の就労は
問いません

【月～金】
9:00～15:00

（土曜休園）

【月～金】7:15～9:00、
　 15:00～18:15

【土】 7:15 ～18:15

保護者の
市民税の
課税状況
に応じて
決定（注）

宮内認定こども園

○

宮内認定こども園
２･ ３号認定

（☎47－３０３９）
75

３か月
～５歳

南陽市民で、保護者の仕
事や病気等の理由により、
保育の必要性のある児童

【月～土】
7:15～18:15

【月～土】
18:15 ～ 19:00

【新園児】
すこやか子育て課
から申込書を受け
取り同課に提出

認定こども園つばめ
幼稚園１号認定

（☎40－２３８８）
45

満３～
　５歳

左記の年齢であれば
保護者の就労は
問いません

【月～金】
8:30～14:00

【月～金】7:30～8:30、
　 14:00～18:30 つばめ幼稚園

認定こども園つばめ
幼稚園２・３号認定

（☎40－２３８８）
75

６か月
～５歳

南陽市民で、保護者の仕
事や病気等の理由により、
保育の必要性のある児童

【月～土】
7:30～18:30

【月～土】
18:30 ～ 19:00

【新園児】
すこやか子育て課
から申込書を受け
取り同課に提出

認定こども園　就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能を備える施設です。３歳未満児の保育も行います。

幼稚園　

幼稚園 年齢 入園基準 保育時間 預かり保育 保育料 申込書入手／提出先 バス

赤湯幼稚園（公立）
（☎43－２００６）

満３～
５歳

左記の年齢であれ
ば保護者の就労は
問いません

【月～金】
９:00 ～ 14:00

（土曜休園）

【月～金】８:00 ～ ８:30
　 14:00 ～ 18:00

保護者の市民税
の課税状況に応
じて決定（注）

赤湯幼稚園 ×

認可保育所・小規模保育事業所

※第１希望の施設が市外の認可保育所の場合、当該自治体間での入所調整の
　後に市外からの受入れ協議を行いますので、入所の可否は令和４年２月下旬

　頃になる予定です。

保育料は、①３～５歳のすべての子ども②０～２
歳の住民税非課税世帯の子どもについて無償化
されます。第３子以降の副食費は、市の独自助成
により上限4,500円まで助成されます。

（注）

児童館

児童館 年齢 入所基準 保育時間 延長保育 料金 申込書入手／提出先
市立中川児童館（☎49－２２４５）

満３～
５歳

左記の年齢で
あれば保護者
の就労は問い
ません

【月～金】
８:30 ～ 16:00

【土】８:30 ～ 正午

梨郷児童館のみ
月～金の16:00
～ 18:00延長可

【給食費】
4,500円（注）

【延長保育料】
3,000円

【入手先】各児童館、　　
　　 すこやか子育て課

【提出先】各児童館
市立吉野児童館（☎41－２１３０）

市立梨郷児童館（☎47 －４４８５）

◆問合せ・申込先

▷認定こども園２・３号認定、認可保育所、小規模保
育事業所／すこやか子育て課子ども施設係（☎40－
８８７２・９時～ 17時）　

▷認定こども園１号認定、幼稚園、児童館／各施設・
開園時間内



Information

（2）３. ９. 16（3） ３. ９. 16

◆＝問合せ・申込先。

※掲載内容は９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。

南陽市役所代表　☎０２３８－ －３２１１

■開庁時間　平日 8時 30分～ 17時 15分　

■入所基準　日中、仕事等で保護者が

家庭にいない小学校１～６年生　　

■手数料　月額8,000円

　　　（行事等で実費負担の場合あり）

■申込方法　希望する施設へ申込書を

提出（申込書は各施設で配布しています）

■受付期間　10月１日㈮～29日㈮

施設名/電話番号 申込先 受付時間

赤湯学童保育施設「めんごキッズ館」/☎43-2809
赤湯学童保育施設

10：30

～

18：00

赤湯第二学童保育施設「さくらキッズ館」/☎43-8225

沖郷学童保育施設/☎43-3094
沖郷学童保育施設

沖郷第二学童保育施設「ぽぷらキッズ館」/☎43-5801

漆山学童保育施設/☎090-3366-2069
漆山学童保育施設

漆山第二学童保育施設/☎27-7355

吉野学童保育施設/☎41-2130 吉野学童保育施設
8：30

～

17：00
梨郷学童保育施設/☎47-4485 梨郷学童保育施設

中川学童保育施設/☎49-2245 中川学童保育施設

公徳会宮内学童保育施設/☎40-0260
公徳会宮内学童

保育施設

10：00

～

18：00
宮内第二学童保育施設「いちょうキッズルーム」
/☎47-2811

令和４年度令和４年度のの学童保育施設学童保育施設のの
　　　　　　　　　　入所児童入所児童をを募集募集しますします

◆すこやか子育て課子ども施設係

　（☎40－８８７２）

施設と連絡先

※11月以降も随時受け付けますが、

入所調整のため原則として上記期間

内に申込ください。

※申込者多数の場合は低学年を優先す

る場合があります。

※赤湯・沖郷小学校区は、放課後子供

教室への参加の有無等により、入所

施設を調整します。

10/2㈯・10/16㈯に

子宮頸がん・乳がん検診

が受診できます

■検診受付時間　７時～７時30分

■場所　南陽検診センター

■対象　各検診の対象年齢に該当し、

市が設定する日程（別地区含む）で

は受診できない方

■定員　各日先着20人

■申込締切　9月24日㈮

■申込方法　平日10時～ 15時に

　　　　　　下記に電話

◆南陽検診センター（☎43－６３０３）

９月24日～ 30日は

「結核予防週間」です

　結核は全国で年間約18,000人が

発症し、約1,900人が死亡してい

る重大な感染症です。

▷２週間以上せきが続くときは、

　医療機関を受診しましょう

▷重症化しやすい乳幼児は生後５～７

　か月までにＢＣＧ接種を受けましょう

▷定期的に検診を受けましょう

◆すこやか子育て課けん診係

　（☎40－１６９３）

お知らせ

第22回「南陽さわやか

ワインマラソン大会」は

中止します

　10月10日㈰に県内在住者限定

で開催を予定していた、第22回

「南陽さわやかワインマラソン大会」

は、県内における新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大を受け、参加さ

れる方の安全と感染防止を第一に

考え、中止します。

　参加申し込みのあった方には、参

加賞を送付します。（有料申込の方

に限ります）

◆社会教育課社会体育係

　（☎40－８９９０）

令和３年度「希望が丘

祭」は中止します

　例年10月初旬に開催している希

望が丘祭は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため今年度の開催を

中止します。

◆県総合コロニー希望が丘

　ひめゆり寮（☎46－３１０２）

9月4日芸術祭開幕公演

のチケット払い戻し

　９月４日㈯の第59回県民芸術祭・

第47回市芸術祭開幕式典・開幕公

演が中止となったことから、チケッ

トの払い戻しを行います。

■場所　社会教育課（市役所４階）

■持ち物　チケット（回収します）

■払戻期間　10月15日㈮まで

※期間を過ぎると対応できかねます

のでご注意ください。

◆社会教育課文化係（☎40－８９９６）

就学時健康診断

■対象　来春小学校に入学する方

※詳しくは学校を通じて案内します。

学校 期日 学校 期日

中川小 10/12㈫ 梨郷小 10/18㈪

宮内小 10/20㈬ 荻　小 10/20㈬

赤湯小 10/21㈭ 漆山小 10/27㈬

沖郷小 10/28㈭

 
■東日本大震災避難者の方へ

　本市で就学時健診を希望する方は、

印鑑をお持ちのうえ10月４日㈪ま

で申し込みください。

◆学校教育課学事係（☎40－８４５３）

新型コロナワクチン情報
◆すこやか子育て課ワクチン接種対策室（☎ 40ー１６９３）

ワクチンを未接種で、接種を希望する方へ

12歳になるお子さんの
ワクチン接種について

新型コロナウイルスのワクチン接種は、12歳以上が

接種の対象となりますので、以下についてご確認ください。

■接種券の発送時期

　接種券は12歳を迎えた誕生月の末頃に発送します。

■接種予約の方法について

　接種券と一緒に、小児科等での予約方法を

　お知らせします。

ワクチンを接種した後も油断せずに感染対策を

　ワクチンを接種した方は、新型コロナウイルス感染症の発症

と重症化を予防できるとされています。しかし、接種した方か

ら他人への感染を完全に予防できるものではありません。接種

した方もしていない方も、共に社会生活を営んでいくことにな

ります。これまで通り、マスク着用等の感染対策を取りましょう。

■ワクチンを接種していても

　マスク無しの会話・会食は控えてください

■会食は家族やいつもいる人とだけにしま　　

　しょう

■人の集まる所自体を避けましょう

ワクチン接種は

強制ではありません

　ワクチン接種は強制で

はなく、あくまで本人の

意思に基づき接種を受け

るものです。職場や周り

の方などに接種を強制し

たり、接種を受けていな

い人に差別的な扱いをす

ることのないようお願い

します。

今後のワクチンの接種予定を計画するため、９月 8日現在で１回目の接種及び

予約をしていない方を対象に書類（封筒）をお送りしました。

接種を希望する方は以下の方法で手続きしてください。

■接種希望の方の今後の手続き

①お送りした封筒の中に入っているハガキに必要事項を記載し、

　投函してください。（９月 24日㈮必着）

②①のハガキを提出した方に、市より接種日時及び医療機関を指定した　　　　　　　

　予約ハガキが届きます。（順次発送となります。）

③お送りした指定日での接種にご協力ください。

※ご自身の体調面等に不安のある方は事前に主治医等に

　ご確認してください。

■接種希望者のキャンセル待ち登録を始めます

　▶登録できる方（以下の①及び②に該当する方）

　　①急な連絡でも対応できる方

　　　（平日土日関係なく、直前にご案内する場合があります。）

　　②現在予約を取っていない方

　▶登録方法

　　上記の接種希望ハガキにチッェク欄を設けますので、

　　希望する方はチェック　　してください。
　▶接種の連絡について

　　キャンセルがあった場合、登録いただいた方に電話をします。

　　1回目のお電話でお出にならない場合は、折り返しの電話での対応はしませんのでご理解ください。

コールセンターの受付時間が変更になりますの

でご注意ください。

▶9月30日まで

　平日10時30分～ 18時

▶10月1日から　

　平日９時～ 16時

コールセンターの受付時間が

10月1日から変わります



スターダスト☆レビュー 40周年ライブツアー

「年中模索」～しばらくは、コール＆ノーレスポンスで～

◆クールマイン（☎０２２－７９６－８７００/平日11時～ 19時）

■期日　

■時間　16時30分開場

　　　　17時30分開演

■場所　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）　

　　　　7,500円

　※未就学児のご入場はお断りいたします。

■チケット市民先行販売（１人４枚まで）

▷期間　９月25日㈯～ 10月３日㈰（月曜休館）

▷受付時間　９月25日㈯10時～ 21時、26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　10月17日㈰10時～

▷ローソンチケット　Ｌコード＝21402　▷チケットぴあ　Ｐコード＝203－631

▷イープラス（http://eplus.jp）

▷シェルターなんようホール

　（初日のみ13時から。19日㈫以降９時～ 21時／月曜休館）

Information

（4）３. ９. 16（5） ３. ９. 16

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は９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。

  

  

  

  
危険物取扱者・消防設備士

の免状の写真書き換え

　免状に記載された顔写真は、交付
の日から10年以内ごとに写真の書
き換えが必要です。
　免状の写真下欄に記載されてい
る期限を確認のうえ、書き換えが必
要な方は、速やかに手続きするよう
お願いします。
◆（一財）消防試験研究センター
　山形県支部
　（☎０２３－６３１－０７６１）

募　集
　

県営住宅入居者

（一般用・単身可）

■住宅・戸数
　【桜木住宅】①１号３階・１戸、４階・

　　　　　１戸、２号４階・１戸
　【関口住宅】②１号３階・１戸
■部屋数　①８－６－4.5畳
　　　　　②８－６畳
■家賃（月額）①15,800～31,100円
　　　　　　②19,000～37,300円
■募集期間　10月４日㈪～８日㈮
■受付時間　10時～ 17時
■入居時期　12月上旬（予定）
◆㈱西王不動産置賜事務所
　（☎24－２３３２）

令和4年４月採用米沢平野

土地改良区職員（上級職）

■募集職種　土地改良区の一般業務
■募集人数　若干名
■受験資格　▷学校教育法による４年

制大学以上卒業、または令和４年３
月中に卒業見込の方▷平成８年４月
２日以降に生まれた方▷普通自動車
運転免許（AT限定除く）を取得してい
る方、または採用時まで取得見込の方

■第１次試験日　11月13日㈯
■試験会場　米沢平野土地改良区

　　　　　（米沢市）
■申込期間　９月27日㈪

～ 10月15日㈮必着
◆米沢平野土地改良区総務課
　（☎23－0015・HPは上記QRから）

山形労働局委託事業

対面型就職面談会＆

オンライン企業説明会（無料）

■日時　10月7日㈭13時～ 16時
■場所　対面型就職面談会/
　　　　アクティー米沢（米沢市）
　　　　オンライン企業説明会
　　　　/各自のインターネット端末
■対象　現在求職中の方
■参加予定企業　10社
※オンライン企業説明会のみ要事

前予約。
◆キャリアバンク㈱
　（☎０２３－６７３－０５１５）

農家の収入減少を補償
する「収入保険」に
ご加入ください

　

　「収入保険」はすべての農産物を
対象に、自然災害、市場価格の低下、
病気やケガ、新型コロナウイルスの
影響等、経営努力では避けられない

「収入の減少を広く補償する」農業
保険です。ぜひご加入ください。
■対象　青色申告を行っている農業者
■申込締切　
　▷11月末まで（継続加入者）
　▷12月末まで（新規加入者）
◆県農業共済組合置賜支所
　（☎27－７０１７）

木質バイオマス燃焼器を

適切に使いましょう

　木質バイオマス燃焼器を使う際は、
適正な燃料の利用やストーブの設
置方法等に十分に配慮しましょう。
■環境にやさしい使い方５箇条

▷よく乾いた無垢の燃料を使う
▷熱効率の高いストーブを選び、
　正しく設置して性能を発揮させる
▷可燃物から十分に距離をとって、
　火事を起こさないよう注意する
▷こまめに清掃し、シーズンオフに
　は点検する
▷ 煙突や排気筒の先は窓
　や人から十分離す
※詳しくは市ホームページ（上記ＱＲ）
　をご覧ください。
◆農林課林務係（☎40－８３２０)

クルマ・バイクの自賠責

切れていませんか？

　自賠責保険・共済は、全てのクル
マやバイクに加入が義務付けられ
ており、自賠責保険・共済なしで運
行することは法令違反です。
　万一の交通事故の際は多額の賠
償金を自己負担することとなり、被
害者への損害賠償にも困難をきた
します。忘れずに加入しましょう。
◆東北運輸局山形運輸支局
　（☎０２３－６８６－４７１１）

９月21日㈫～30日㈭は

秋の交通安全県民運動

■9月30日は

　「交通事故死ゼロを目指す日」

　一人ひとりが交通ルールを守り、
交通マナーを実践して、交通事故死
傷者数ゼロを目指しましょう。
■日没の早まる秋は、

　夕暮れ～夜間の事故に注意

　運動の重点は次のとおりです。
▷子どもと高齢者を始めとする歩
　行者の安全の確保
▷夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者
　等の保護など安全運転意識の向上
▷自転車の安全確保と交通ルール
　遵守の徹底
▷飲酒運転等の悪質・危険な運転の撲滅
◆市民課生活係（☎40－８２５５）

くりえいと工房再生品を

無償で提供します

■提供品　自転車 10 台、家具類５点
※申込は１世帯各１点まで。
■展示期間　10月6日㈬～12月４日㈯
■公開抽選日時　12 月７日㈫ 10 時
※申込時は本人確認書類（運転免許

証、健康保険証など）が必要です。
■場所　千代田クリーンセンター
◆千代田クリーンセンター
　（☎ 57 －４００４）

南陽産品ブランドの

商品開発を支援します

　南陽産品のブランド向上のため、
地域に根付いた商品開発に伴う商
品化への補助金を交付します。詳し
くは事前に問い合わせください。
■対象　市内事業者
■補助額　経費の２分の１（上限５万円）
■選定方法　計画書および予算書
　（様式は任意）を提出し、協議会で

審査
■申込締切　11月１日㈪
◆商工観光課観光ブランド係
　（☎40－８２９５）

12月11日㈯

くらしとおかね講演会

（無料）

■日時　10月23日㈯13時～ 17時
■場所　山形テルサ（山形市）
■講演内容／講師　▷「人生を楽し

くする方程式」／ピーター・フラ
ンクル氏（数学者）▷「災害から命
とお金を守る」／上田耕太郎氏

■定員　先着２００人（事前申込要）
■主催　県金融広報委員会・日本
　ＦＰ協会山形支部

◆日本FP協会東北ブロック事務所
　（☎０１２０－８７４－２５１）

女性のためのこころの相談（事前予約制）

～臨床心理士がオンラインで相談をお受けします～

■定例相談　第１・３・５土曜日　14 ～ 16時のうち１人45分（定員２人）
■集中相談　10月８日㈮～ 13日㈬　14 ～ 16時の１人45分（定員２人）
■相談方法　Z

ズ ー ム

oomによるオンライン相談
■申込先　県男女共同参画センター・チェリアHP（右記QR）
◆県男女共同参画センター・チェリア（☎０２３－６２９－７７５１）

アスパラガスの栽培を

始めてみませんか

　アスパラガス
を栽培して、農
業所得向上を目
指しませんか。
　栽培経験がな
い人でも安心し
て取り組めるように、栽培場所の
確認から技術的指導までサポートし
ます。10月に見学会を予定してい
ますので、興味のある方はお気軽
に問い合わせください。
◆農林課果樹6次化推進係
　（☎40 ー０９０４）

講座・催し

雪囲い講習会

（初心者向け・無料）

■日時　10月７日㈭９時30分～正午
■場所　ワトワセンター南陽
■対象　市内在住59歳以上の方
■定員　20人（超えた場合は抽選）
■持ち物　縄を切るハサミ、
　　　　　実技のできる服装
※雨天の場合は屋内で実施。
■申込締切　10月４日㈪
※市シルバー人材センターでは、

一緒に働く会員を募集中です。
◆市シルバー人材センター
　（☎43－６３７３）

レッツ！保育のお仕事へ

保育士就職・再就職

支援研修会（無料）

　保育士として再就職を考えてい
る方、保育の仕事に興味のある方、
ぜひ参加ください。
■日時　10月７日㈭13時～ 16時
■場所　置賜総合文化センター
　　　　（米沢市）
■内容　▷講演「保育現場の移り変

わりと保育士の役割」▷保育施設
との相談会▷保育の職場体験（希
望者のみ研修とは別で１日）　等

◆県福祉人材センター
　（☎０２３－６３３－７７３９）

夕暮れ～夜間の
事故に注意！

南陽市役所代表　☎０２３８－ 40－３２１１

■開庁時間　平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分　

詳しくは
コチラから▶
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は９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。

　https://www.facebook.com/city.nanyo　 

地域おこし協力隊

マルシェ＆活動報告会

　産直マルシェ・農産加工物の販売と
協力隊６人の活動報告会を行います。
■日時　９月26日㈰９時～正午
■場所　にぎわいの館
　　　　（宮内公民館斜め向かい）
◆農林課果樹６次化推進係
　（☎40－０９０４）

おくりもの

■南陽市へ
▷不織布マスク　2,016枚

東北小籏㈱山形営業所から
■沖郷小学校へ
▷雑巾　50枚
　沖郷地区老人クラブ連合会から
■南陽市立図書館へ
▷大活字本　15冊
▷オーディオブック　３点
　エヌ・デーソフトウェア㈱から

南陽市商工会

商工まつり

　新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、下記の通り開催します。
　お店で物産市
参加店でお買い物をしていただくと、

「お買い物券」が当たる抽選会を実施
します。詳しくは新聞折込をご覧く
ださい。
■期間　９月18日㈯～ 10月２日㈯
■参加店　９月16日㈭の新聞折込

でお知らせします
　南陽市の産業・一店逸品の展示
■日時　10月３日㈰10時～ 15時
■場所　シェルターなんようホール（市文化会館）
※中止の場合は商工会ＨＰでお知らせします。
◆南陽市商工会（☎40－３２３２）

市立図書館イベント

　読書でＧＯ（ゴー）！
　図書館で借りた本(雑誌･マンガ
･Ａ

オーディオビジュアル

Ｖ資料除く)を読み終えるごと
に、フラワー長井線をイメージした
専用の冊子に記入します。何冊か読
み終えるごとに１駅分進み、終点ま
でたどり着けばゴールです。達成者
にはプレゼントがあります。
■期間　10月1日㈮～12月28日㈫
　親子で楽しもう！リトミック♪

　｢はみんぐ♪｣の皆さんを講師に迎え、
親子で音楽に合わせて手あそびや体
を動かして楽しみます。音楽付きの
絵本の読み聞かせもあります｡
■日時　10月17日㈰ 11時～正午頃
■場所　赤湯公民館
■対象　幼児とその保護者
　　　　（親子での参加に限ります）
■定員　先着12人（要事前申込）
◆市立図書館（☎43－２２１９）

大地のコンサート

■期日　10月17日㈰
■時間　13時開演（12時30分開場）
■場所　法師柳の田んぼ（沖郷地内）
■出演　須貝智郎と仲間たち　ほか
■チケット料金　中学生以上1,000円
◆須貝（☎43－４９５０）

人口の動き

令和３年８月末現在
※（　）内は前月比

人口 ３０，４５８ 人（ー 17）

男性 １４，７４８ 人（ー ９）

女性 １５，７１０ 人（ー ８）

世帯 １１，４５９世帯（＋ １）

３. ９. 16

・９月の納税・

固定資産税・都市計画税　第３期

国民健康保険税　　　　　第３期

介護保険料　　　　　　　第３期

後期高齢者医療保険料　　第３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９月30日㈭

◆税務課収納係（☎40 ー０２６３）

10月の相談

　すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時　12㈫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　７㈭･20㈬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　４㈪･18㈪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　19㈫･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　16㈯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　14㈭
◆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　15㈮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　４㈪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　22㈮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
　10月の休日窓口
■期日　９㈯・10㈰
■時間　９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係（☎40－８２５４）

（6）
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◀協力隊の

　皆さん
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