南陽市役所代表
■開庁時間

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

■ホームページ
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☎０２３８－ 40 －３２１１

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/

■フェイスブック https://www.facebook.com/city.nanyo
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◀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情報

◆すこやか子育て課ワクチン接種対策室
（☎ 40 ー１６９３）

10 月 17 日㈰で集団接種を終了します
ワクチン接種を希望する方の接種のめどが立ちましたので、 10 月 17 日㈰で集団接種を終了します。

▶今後のワクチン接種を希望する方へ

ワクチンは１瓶あたり６回接種できることから、
接種日時は６人の方が１度に接種できるよう市で
調整し、日程を予約確認票（ハガキ）で通知します。
限られたワクチンを有効に使うため、予約の変更
をせず、予約日での接種にご協力をお願いします。

市内の一部の医療機関での個別接種となります。
希望する方は下記のコールセンターにご連絡ください。
コールセンター
受付時間

☎０１２０－７４０８９１

9 時～ 16 時

南陽市のワクチン接種状況

（10 月３日㈰現在）

高齢者（65 歳以上）の
９割以上が２回接種完了、
全年代の約８割が
２回接種完了

■年代別ワクチン接種率
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ワクチン接種証明について
接種終了後にお渡ししている接種済証が、ワクチンを接種し
たことの証明となりますので、大事に保管してください。
接種済証

南陽

太郎

南陽市三間通

４３６－１
昭和 42 年 10 月１日

～

12

～

～

0％

85.2

（歳）

年齢

ワクチン接種後も感染対策を
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が、他人への感染を

この接種済証は、実際
に海外渡航の予定があ
る人が申請いただける
「ワクチンパスポート」
の発行等にも必要とな
りますので、大事に保
管してください。

完全に予防できるものではあ り ま せ ん。
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

Information

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は 10 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。

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 10 月 28 日㈭ 13 時～ 16 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@npokarakoro.com）

保育のお仕事はじめてみませんか？

保育施設ミニ面談会（無料）
保育施設や事業所担当者との面談
会です。
■期日 10 月 29 日㈮
■時間 13 時 30 分～ 15 時 30 分
■場所 ハローワーク米沢（米沢市）
■対象 保育士として就職（再就職）
を考えている方、資格取得を目指
している方（一般・学生）
◆県福祉人材センター
（☎０２３－６３３－
７７３９）

山形交響楽団ユアタウンコンサート
南陽公演
◆山響チケットサービス
（☎０２３－６１６－６６０７)
■期日 令和４年
■時間

１月 10 日（月・祝）

開場 14 時／開演 15 時

※ 14 時 45 分より出演者によるプレ
コンサート・トークがあります。

■場所

シェルターなんよう
ホール
（市文化会館）
大ホール
■料金（全席指定）
一般２，
０００円／

▲牛田智大
◀飯森範親

高校生以下１，
０００円
※
「やまがた文化応援キャンペーン」
の利用により、一般１，
６００円／高校生以下８００円
でチケットをお買い求めいただけます。

■出演

指揮／飯森範親、ピアノ／牛田智大

■曲目

▷ショパン／ピアノ協奏曲第 1 番ホ短調作品 11
▷シューマン／交響曲第３番変ホ長調
「ライン」作品 97

■チケット市民先行販売
（購入枚数は 1 人４枚まで）
10 月 30 日㈯～ 11 月 7 日㈰
（11 月 1 日㈪休館）

▷受付時間
▷場所

30 日㈯ 10 時～ 21 時／ 31 日㈰以降 9 時～ 21 時

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）をお持ちください。

■一般販売
（11 月 10 日㈬ 10 時～）
▷山響チケットサービスＨＰ (https://p-ticket.jp/yamakyo)
▷シェルターなんようホール
（初日のみ 10 時から。11 日㈭以降９時～ 21 時 / 月曜休館 )
※チケット販売等で来館される方は、不織布マスクの常時着用、手指のアルコール消毒、
ソーシャルディスタンスの確保等にご協力をお願いいたします。
掲載情報に変更があれば、会館ホームページ等でお知らせします。
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認知症予防教室
「コグニサイズ」
（無料）
■期日 11月12日㈮ ～12月27日㈪
の間の計 14 回
■時間 10 時～ 11 時 30 分（初回と
最終回は正午頃まで）
■場所 市役所４０３会議室ほか
■対象 65 歳以上の介護保険サー
ビスを利用していない方
■定員 先着 14 人
■申込締切 10 月 29 日㈮
◆市地域包括支援センター
（☎ 40 －１６４６）

しなやか血管健康教室
（無料）
■日時 11 月 11 日㈭ 10 時～ 11 時
30分(受付は9時30分から)
■場所 シェルターなんようホール
（市文化会館）
■対象 74 歳までの方
■内容 血管年齢の測定、1 日の推
定塩分摂取量の測定、運動
と食事の話
※推定塩分摂取量測定を希望する
方は事前に尿検査があります。
申込受付後、容器を郵送します。
■定員 先着 20 人程度
■申込締切 11 月４日㈭
◆すこやか子育て課すこやか係
（☎ 40 ー１６９１）

ほか

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※やむを得ない事情により、出演者・曲目等が変更になる場合がありますのでご了承ください。

▷期間

講座・催し

えくぼ女性ネットワーク会議

「男女共同参画
推進セミナー」
（無料）
■日時 11 月 11 日㈭ 15 時～ 16 時
■場所 市役所４階大会議室
■テーマ 結婚､ 妊娠 ･ 出産､ 子育
てに温かい社会づくり
■演題 「心穏やかにステイホーム」
■講師 小野卓也氏
（県男女共同参画推進員）
■定員 先着 50 人（要事前申込）
◆社会教育課結婚推進係
（☎ 40 －８９９７）

南陽市役所代表
■開庁時間

☎０２３８－ 40 －３２１１

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

山形県の最低賃金が
時間額８２２円に改正

「南陽讃歌 白竜湖」
が
スマホ・パソコン等から
動画で見られます

お知らせ

山 形 県 の 最 低 賃 金 が、 昨 年 の
平 成 29 年 11 月 26 日 に シ ェ ル
７９３円より 29 円増加し、時間額
ターなんようホール
（市文化会館）で
８２２円に改正されました。
この額は、県内で働く全ての労働 開催の市制施行 50 周年記念演奏会
で収録した、混声合唱のための組曲
者に適用されます。
ユ ー チ ュ ー ブ
「南陽讃歌 白竜湖」が YouTube で
■効力発生日 10 月２日㈯
視聴可能になりました。
◆山形労働局賃金室
総勢200人超の団員の合唱に加
（☎０２３ー６２４ー８２２４）
え、市民歌の演奏をバックに市民の
法務局で赤湯温泉地区の 明るい笑顔が溢れる構成に編集しま
新しい地図を
した。お友達やお知り合いの方にも、
作成しています
ぜひご紹介ください。

農業振興地域整備計画
の変更
（一般除外）
申請
農用地区域内に建物を建てる等
の場合は、事前に除外手続きが必要
です。手続きは完了まで６か月程度
かかり、
その他の手続きが必要な場合
もあります。早めにご相談ください。
■申請期限 11 月 19 日㈮
■次回申請期限（予定）
令和４年５月 20 日㈮
※土地改良事業施工後８年未経過の
農地は原則として除外できません。
◆農林課農政係（☎ 40 －８３０９）

YouTube で
山形地方法務局では、赤湯温泉
地区の登記所備付地図を作成して
50 周年 白竜湖
います。この地図は国家基準点に基
◆市合唱協会・竹田（☎47－２３７６）
づいた測量により作成するもので、
土地の位置や形状を正確に特定し、
境界に関する争いを未然に防げます。
10 月１日付けで次のとおり人事異動があり
市職員人事異動
また、災害などで境界の位置が分か
ました。※〈 〉内は前職。
らなくなっても、地図に基づき復元
することもできます。
【課長補佐級】 鈴木聡 すこやか子育て課長補佐
地図の作成について、ご理解とご
〈みらい戦略課長補佐（兼）ホストタウン推進室長
協力をお願いします。
（併）すこやか子育て課長補佐〉
■作業期間 10 月～令和５年１月
【係 長 級】 丹野有紀 福祉課地域包括支援センター介護庶務係長
◆山形地方法務局登記部門
〈みらい戦略課ホストタウン推進係長〉
（☎０２３－６２５－１３５８）
◆総務課（☎ 40 －０２４４）

令和３年度地価調査結果をお知らせします
令和３年度地価調査結果のうち、本市に関するものは次の通りです。
調査結果は、県のホームページでも公開しています（下記ＱＲ）▼
■対前年度変動率
南陽市平均
山形県平均

住宅地

商業地

ー 1.0％

ー 1.7％

ー 0.9％

ー 1.3％

工業地
ー 0.3％

本年価格
（円 /㎡）

前年価格
（円 /㎡）

宮内字冨貴田一 2833 番 28

15,900

16,000

宮内字新町二 2706 番 4 外 1 筆

宮内字中ノ坪 4561 番 2 外 1 筆

24,600

24,900

22,700

23,200

漆山字東屋敷三 1530 番 1

9,050

9,200

漆山字東寺町 763 番 21

8,480

8,450

25,100

25,300

島貫字渋田 613 番 3

地価調査とは
県内各地域で基準地を選び、その適正な
土地価格を公表するもので、土地を売買
する際の目安になります。

0.4％

一定面積以上の土地の売買等をした
場合は届出が必要です

■南陽市基準地の標準価格（令和３年７月１日現在）
基準地の所在

◆建設課用地係（☎40－８３９８）

変動率
ー 1.2％

ー 0.6％

ー 2.2％
ー 1.6％
0.4％

ー 0.8％

下表の面積以上の土地を売買等した
場合、契約後に権利取得者（買主）が
契約をした日を含め２週間以内に届け
出る必要があります。
■届出窓口 建設課用地係
対象となる土地
市街化区域以外の都市計画区域
都市計画区域以外の区域
３.10. 16

対象面積
5,000㎡
10,000㎡

（2）

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は 10 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。

11 月の相談

■市報なんよう
№１３０６
令和３年 10 月 16 日号

◆場所 健康長寿センター
（☎43－５８８８）
ふれあい総合相談
■日時 26 ㈮ 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
11 月の休日窓口
■期日 13㈯・14㈰・27㈯・28㈰
■時間 ９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係
（☎ 40 －８２５４）

南陽市防災講演会

災害から命を守る行動について
考えてみませんか。
■期日

11月 10 日㈬

■時間 14 時 30 分～16 時 30 分（14 時開場）
■場所 シェルターなんようホール
（市文化会館）大ホール
■講師

bousai@city.nanyo.yamagata.jp）

※入場者数に限りがありますのでお早めに
お申し込みください。（先着順）

サロン銀杏
10 月のギャラリー
「髙橋美恵子 切り絵展」
■期間 10 月 29 日㈮まで（平日）
◆宮内公民館（☎ 47 －３１１２）

おくりもの
■南陽市へ
現金５万円 ㈱武蔵屋から
■市内小中学校へ
▷足踏み式消毒液スタンド 13 台
南陽東ロータリークラブから
▷きくらげ ３㎏ 桂ファームから
■宮内小学校へ
足踏み式消毒液スタンド １台
㈱家具のいいづかから
■宮内中学校へ
校長顕彰賞状額 １架
安藤淳さん（高畠町）から

人口の動き
令和３年９月末現在
※（ ）内は前月比

人口

３０，
３８１ 人（ー 77）

男性

１４，
７１０ 人（ー 38）

女性

１５，
６７１ 人（ー 39）

世帯

１１，
４３６ 世帯（ー 23）

ば

ふとし

太氏

（岩手県陸前高田市長）

■演題 「命を守る行動とは
～東日本大震災に学ぶ～」
◆申込先 総合防災課
（☎40 －０２６７・FAX 40 －３４２２

と

戸羽

■プロフィール
1965 年神奈川県足柄郡松田町生
まれ。陸前高田市議、陸前高田市
助役（副市長）を経て 2011 年２月
に市長選に初当選し現在３期目。
市長就任直後、東日本大震災で壊
滅的被害を受け、復興に向けた新
しいまちづくりを進めている。

▶髙橋美恵子
切り絵展

■ 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 16 ㈫ 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 ㈫ ･18 ㈭ 9 時～正午
■場所 南陽市役所
（☎40－８９９７）
◆社会教育課結婚推進係
「やまがた縁結びたい」結婚相談会
■日時 20 ㈯ 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 18 ㈭
◆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 19 ㈮ 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 １㈪ 13 時 30 分～ 16 時

入場
無料

米沢法人会
「税を考える
週間」
記念講演会
（無料）
■期日 11 月 16 日㈫
■時間 14 時～ 15 時 30 分
■場所 グランドホクヨウ
（米沢市）
■演題 「激動の世界と今後の日本経済」
■講師 高橋洋一氏
（嘉悦大学教授）
■申込方法 11月８日㈪まで下記に
FAX（申込用紙は問い合わせください）
◆米沢法人会（☎ 22 －５４０１・
FAX 21 －５９０９）

・10 月の納税・
市・県民税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

第３期
第４期
第４期
第４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 11 月１日㈪
◆税務課収納係（☎40 ー０２６３）

３.10. 16
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