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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

11

■対象　今年度市民税非課税世帯（世帯全員が
非課税）で、10月1日現在市内に住所があり、
次のいずれかに該当する世帯

▷65歳以上の方(昭和32年４月１日以前に生
まれた方)のみの世帯

▷障害年金または遺族年金の受給者がいる世帯
▷児童扶養手当の受給者がいる世帯
▷東日本大震災による避難者世帯
※市税等が未納の場合には支給されないことがあり
ます。また、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
有料老人ホーム、障がい者施設、グループホーム等
に入所している方、生活保護世帯は該当しません。

■助成額　一世帯あたり5,000円（今年度１回限り）
■申請期間　11月16日㈫～令和4年2月15日㈫

■持ち物
　▷印鑑（認印）▷本人名義の振込用通帳
※障害年金、遺族年金、児童扶養手当の受給者がいる
世帯は、年金証書等受給していることが分かるもの
（障害者手帳では不可）
※令和3年1月2日以降に市内に転入した方、また
東日本大震災による避難者世帯の方で住所が南陽
市にない場合は、令和3年1月1日現在の住所地
から発行される非課税証明書

高齢者のみの世帯で該当すると思われる世帯には
申請書を送付していますので、
返信用封筒で申請できます。

冬の生活応援のための助成金を支給します ◆福祉課地域福祉係
　（☎ 40 －１６３９）

■応募条件　被写体が市内在住の方
■応募方法　撮影した写真に被写体の氏名、年齢、住所、
　　　　　　投稿者の氏名、被写体との関係、住所、
　　　　　　電話番号を明記して応募
■送付先
　▷メール　　　 mirai3@city.nanyo.yamagata.jp
　▷郵送・持参　〒 999-2292　南陽市三間通４３６－１
 　　　　　　　　南陽市みらい戦略課広報広聴係（市役所３階）
■応募締切　12 月 10 日㈮
■注意点
　▷写っている人の了解を得てご応募ください。
　▷応募は被写体１人につき１点までです。
　▷特殊効果など、画像加工した作品は掲載できません。
　▷掲載時の大きさや位置などは選べません。応募数によっては
　　裏表紙への掲載となる場合があります。
　▷明るさや画質等で掲載できないと思われる写真は、
　　再度送付をお願いする場合があります。

あなたの笑顔で
市報の表紙飾ってみませんか

市報なんよう令和４年１月１日号に笑顔の
写真を掲載してみませんか。年齢制限はあり
ません。たくさんの笑顔をお待ちしています。

▲令和３年１月１日号　市報表紙※

※デザインは変更になる場合があります。

ご家庭で使わなくなった
ノートパソコン・
携帯電話・
タブレットを
無料回収します

 ごみの減量と資源リサイクルのため、
「小型家電の回収」にご協力ください。

■期間　12月１日㈬～令和４年１月31日㈪
　　　　（平日9時～ 17時）
■場所　市役所１階市民課  
※市民課前に設置する回収ボックスに入れて

ください。
■対象　ノートパソコン、携帯電話（スマ

ートフォン含む）、タブレット
※デスクトップパソコンは対象外です。
■注意点　　

▷対象以外の品目は回収できません。
▷箱や袋から出してお持ちください。
▷ノートパソコン、携帯電話の中の個人情報は
　事前に必ず消去してください。
▷充電式電池（リチウムイオン電池等）は、
　外せる場合は外して出してください。

◆市民課環境係（☎40 ー８２５６）
◆みらい戦略課広報広聴係（☎ 40 －０２４９）
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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）

ワクチン未接種で、接種をご希望の方へ

■予約先
ワクチン接種対策室フリーダイヤル
　☎０１２０－７４０８９１
　　受付時間　平日9時～ 16時

　１回目・２回目のワクチン接種は、11月中旬から毎週火曜日の
15時から公立置賜南陽病院のみでの接種となります。

（11/23（火・祝）は行わず、代わりに11/22㈪が接種日となります）
　予約のキャンセル待ちも困難な状況ですので、接種をご希望
の方（未接種または1回目のみ接種の方）は、お早めに問い合わ
せください。

　また、接種終了後にお渡ししている接種済証または
接種記録書が、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。

※これらの証明が、ワクチン接種者を対象としたサービスや
特典を受けるための証明となるかは、各サービス提供者
の判断となります。お手数ですが提供者に問い合わせく
ださい。

南陽　太郎

昭和42年10月１日

南陽市三間通
４３６－１

接
種
済
証

ワクチンの接種状況をお知らせしています

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種について

　10月20日㈬以降、皆さん１人１人が「いつ、どの
会場で、何社製のワクチンを接種したか」が確認できる
接種状況を、２回接種が完了した方を対象に随時お知
らせしています。
　内容をご確認いただき、情報に誤りがあった場合は
お知らせください。

　原則として、新型コロナワクチンとそれ以外の
ワクチン（インフルエンザワクチン等）は、同時に
接種できません。
　新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、
互いに片方のワクチンを接種してから2週間後に
接種できます。

　各種ワクチンの接種を考えている方はご注意く
ださい。

■一般会計（前年度繰越含む）
 予算額 181 億 7,491 万円

一般会計 収入済額   76 億 6,806 万円（42.2％）
支出済額   67 億 6,789 万円（37.2％）

■特別会計

国民健康保険
（事業勘定）

 予算額  33 億 5,756 万円
収入済額  12 億 1,736 万円（36.3％）
支出済額  13 億 6,737 万円（40.7％）

国民健康保険
（直営診療施設勘定）

 予算額  229 万円
収入済額  20 万円（  8.8％）
支出済額  73 万円（31.8％）

財産区
 予算額  　 8,737 万円
収入済額  3,926 万円（44.9％）
支出済額  3,226 万円（36.9％）

育英事業
 予算額  721 万円
収入済額  405 万円（56.2％）
支出済額  120 万円（16.7％）

介護保険
 予算額  39 億 2,269 万円
収入済額  16 億 9,243 万円（43.1％）
支出済額  14 億 3,259 万円（36.5％）

後期高齢者医療
 予算額  ４億 0,670 万円
収入済額  1 億 4,587 万円（35.9％）
支出済額  1 億 4,486 万円（35.6％）

※一時借入金
　なし。

南陽市の
　　財政状況
◆財政課財政係（☎40－０２５３）５３）

■市有財産の状況
区分 　　　令和３年９月末現在高

土地 2,307 万 7,473㎡
建物 13 万 5,011㎡
有価証券 2 億 1,605 万円
出資による権利 1 億 9,939 万円

■基金の状況
区分 令和３年９月末現在高

財政調整基金 ６億 6,277 万円
減債基金 1 億 1,088 万円
地域振興基金 ８億 0,905 万円
スポーツ振興基金 4,869 万円
川﨑勇・艶香育英基金 6,000 万円
国民健康保険給付基金 ３億 4,018 万円
ごみ減量基金 2,959 万円
介護保険給付基金 ３億 7,746 万円
中小企業緊急経済対策利子補給等基金 ２億 3,999 万円
薮田艶子まちづくり基金 4,494 万円
皆川健次菊まつり振興基金 5,000 万円
その他の基金 ３億 4,243 万円
合計 31 億 1,597 万円

令和３年度
　　　上半期

（令和３年４月１日～
　令和３年９月30日）

■市債等の状況
区分 令和３年９月末現在高

一般会計 145 億 2,279 万円

※（）は執行率。
　千円の位は四捨五入しています。

   水道・下水道事業決算状況 ◆上下水道課経営係
（☎40－８４２９）

建設改良費※４
4,098万円企業債償還金※５

4,833万円

総支出
8,931万円

資本的収入資本的収入
（企業債（企業債※５※５、補助金等）は、補助金等）は
年度末に収納されます年度末に収納されます

総収入
1,398万円

出資金･負担金
1,398万円

下水道事業

水道事業

建設改良費※4
3,714万円

企業債償還金※5
３億5,103万円

出資金･負担金
１億8,138万円

総収入総収入
１１億億8,1388,138万円万円

資本的収入のうち、
企業債※５※５、補助金等は
年度末に収納されます

総支出
３億8,817万円

特別損失
20万円

水道料金水道料金
３３億億 6,6136,613万円万円

支払利息
1,005万円

その他
収入
781万円

長期前受金戻入※１
1,056万円

浄水費※２
１億1,185万円

総収益
３億8,450万円

総費用
３億0,663万円その他費用

9,302万円

減価
償却費等※３

9,151万円

純利益※8

7,787万円

■収益的収支
水道料金など水道料金など
水をお届け水をお届け
するためのするための
収支収支
※消費税抜※消費税抜

■資本的収支

※消費税込※消費税込

水道管など水道管など
施設を建設・施設を建設・
更新する更新する
ための収支ための収支

■収益的収支

※消費税抜※消費税抜

下水道使用料など下水道使用料など
汚水・雨水を汚水・雨水を
処理する処理する
ための収支ための収支

■資本的収支

※消費税込※消費税込

下水道管など下水道管など
施設を建設・施設を建設・
更新する更新する
ための収支ための収支

令和３年度
上半期

（令和３年
９月30日現在）

※１、３～６の用語は 11月 1日号の５ページの用語解説を参考にしてください。
※２　本市では水道用水のほぼすべてを県（置賜広域水道）から受水しており、
　　　その購入費がほとんどを占めます。

（例）11 月 1 日に新型コロナワクチンを接種した場合

新型コロナワクチン
11/1 に接種

他のワクチン
11/15 ～に接種可能

２週間

　11月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、
他のワクチンを接種できるのは、11月15日（2週間
後の同じ曜日の日）以降になります。

※創傷時の破傷風トキソイド等、緊急を要するものは例外
として2週間を空けずに接種できます。

≪問合せ先≫南陽市すこやか子育て課 ワクチン接種対策室 電話： （直通）

 

〒

南陽市三間通４３６－１

南陽 太郎 様

新型コロナウイルスワクチンの接種状況につい

てお知らせいた

します。

新型コロナウイルスワクチン予防接種の接種状況

南陽市三間通４３６－１

南陽 太郎 様 （接種券番号 ）

生年月日 昭和 年 月 １日

回数 接種日 接種場所 ワクチン名

１回目

２回目

南陽市長 白 岩 孝 夫

新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてお知らせいたします。

※本状は接種状況についてのお知らせとなります。接種時にお渡ししている接種

済証は大切に保管ください。
送
付
し
て
い
る

接
種
状
況
の
お
知
ら
せ

切り取って半分に
折ると名刺サイズに
なり便利です

◆＝問合せ・申込先。※掲載内容は 11 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　☎０２３８－40－３２１１
■開庁時間　平日8時30分～ 17時15分　

一般会計
負担金・補助金
３億2,617万円

その他収入
375万円

下水道
使用料

１億7,804万円

その他費用その他費用
2,7052,705万円万円

減価償却費等※３

２億8,419万円

総収益
6億0,865万円

長期前受金
戻入※１
１億 69万円

流域下水道管理運営費※6
8,921万円

支払利息支払利息
5,5865,586万円万円

総費用
４億5,631万円 純利益※8

１億5,234万円
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は 11 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。

お知らせ
市議会 12 月定例会予定
※変更の場合があります。

日　程
12/ 2 ㈭ 本会議　開会
12/6㈪・7㈫・8 ㈬ 一般質問
12/10 ㈮ 総務常任委員会
12/13 ㈪ 文教厚生常任委員会
12/14 ㈫ 産業建設常任委員会
12/16 ㈭・17 ㈮ 予算特別委員会
12/21 ㈫ 本会議　閉会

◆議会事務局（☎40－８４４５）

国道 13 号大橋が
完成します

　大橋の交通切替えが完了し、仮橋
から切り換えとなります。
■日時　11月28日㈰14時（予定）
◆建設課管理計画係
　（☎40 ー８３９２）

山形県災害・経営安定対策
資金（米価下落対策資金）

　令和３年産米の概算金が大幅に
減額されたこと等の影響により収
入が減少した農業者の方は、金融機
関から有利な運転資金を借りるこ
とができます。まずはお近くの金融
機関にお問い合わせください。
■資金使途　農業経営の維持安定

のために必要な運転資金（つなぎ
資金）を原則無利子で融通

■対象　米の生産者であり、令和３
年産米の「生産の目安」に協力して
いる方

■貸付利率　原則無利子（県と市の
利子補給により0.75％まで引き
下げ、残り0.75％を金融機関が
さらに引き下げを行う場合は無利
子で貸付）

■貸付限度額　①または②のうち
いずれか少ない額　① 貸付対象
者が生産している米の出荷量×
１,900円/60㎏　② 500万円

■償還期限　１年以内（据置なし）
◆農林課農政係（☎40－８３０９）

講座・催し
筋力アップ教室
～足の力をつけて転ばず楽しく
出かけられるようにしましょう～

■期日　①12月７日㈫～令和４年
３月１日㈫の週１回（計12回）

　②12月９日㈭～令和４年３月３
日㈭の週１回（計12回）

■時間　13時～ 14時
■場所　①梨郷公民館
　　　　②小滝多目的集会施設　
■内容　無理なく楽しく身体を動

かします（ゴムチューブを使った
運動など）

■対象　65歳以上の方で、介護保
険を利用していない方

※申込のあった方のご自宅に訪問し、
計画の作成、手続きなどを行います。

■参加料　１回４００円
■申込締切　11月25日㈭
◆南陽市地域包括支援センター　
　（☎40－１６４６）

噛む C
か む か む

OME ３６５

　３６５日、何でも食べ
て、行きたい所に行ける
身体づくり講座です。
■期日
　12月13日㈪・27日㈪、令和４年

１月14日㈮・28日㈮、２月14日㈪・
　28日㈪の全６回
■時間　13時30分～ 14時30分
 （初回12月13日と最終回２月28

日は、15時まで）
■場所　健康長寿センター
■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　中川・赤湯地区にお住まい

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
の方は申込時に相談ください。

■参加料　１回４００円
■申込締切　12月３日㈮
◆南陽市地域包括支援センター　
　（☎40－１６４６）

広
　
告  業に向けて！スタートアップセミナー

 2.7火  4火 2 火
 場／南陽市商工  2F 議室

対象／起業希望者

　　　起業に興味のある方全日13:00▶16:00/個別相談16:00▶17:00

HPのお問合わせフォームからも
申込みできます！

 生労働省委託　南陽市地域雇用活性化推進事業

TEL.0238-40-3232
南陽市雇用創造協議   

催 南陽市三間通436-1（南陽市役所内）

受講無料

定員10名

南陽市商工 申込み
問合せ

山形県企業振興公社
中川由美子 氏

㈱日本政策金融公庫 米沢支店
唯野翔太郎 氏

マダムグリーン/
何でもつなげるマネージャー
中川みどり 氏

南陽市役所商工観光課
商工労政係長 後藤真道 氏

求職者向け

 
ス
ト
講
師

講　師

※フリーランスを
　目指す方を除く

新たな社長はあなた！   業支援セミナー
新たな社長はあなた！   業支援セミナー

クリスマスだがしや楽
が っ こ う

校 2021

■期日

■時間　①13時～ 14時30分②15時～ 16時30分
■場所　赤湯公民館（えくぼプラザ）

■対象　主に未就学児から小学生までとその保護者
■定員　①②各先着60人（いずれか１つに申込）
■参加料　無料（お店によっては体験料がかかる場合もあります）
■申込方法　「やまがたｅ

イ ー

申請」での申込（下記ＱＲから▼）
　※必ず保護者の方がお申し込みください。
■申込期間　11月16日㈫～ 30日㈫

◆志
し り つ

立だがしや楽校事務局（社会教育課社会教育係内）　☎ 40－８９９２、FAX 40－３３８８

12月19日㈰

だがしや楽校とは、趣味、特技、遊び、学び、作品などを
見せる“おみせ”が集まり、出店者と来場者が互いに交流を
深める場です。家族や友だちと“おみせ”に遊びに来てみま
せんか？

～お店一覧～
▷木工クラフト体験
▷菊の折り紙
▷お花紙のクリスマスリースづくり
▷かわいいヘアゴムデコレーション
▷ＵＶレジンでマグネットづくり
ほかにも楽しい“おみせ”が出店予定

令和４年版やまがた
県民手帳販売中

　県内のイベント情報や統計資料
など、くらしに役立つ便利な情報が
満載です。
■価格　１冊６００円（税込）
■販売期間　令和４年１月21日㈮

　　　　　 まで
■取扱先　市役所３階みらい戦略課、

　　　　各地区公民館
◆みらい戦略課企画調整係
　（☎40 ー０９０３）

募　集
県営桜木住宅入居者

（一般用・単身可）
■階数・戸数　
　▷１号３階・１戸、４階・１戸
　▷２号４階・１戸
■部屋数　８－６－４．５畳
■家賃（収入に応じた月額）
　15,800 ～ 31,100 円
■募集期間　12 月１日㈬～７日㈫
■受付時間　平日 10 時～ 17 時
■入居時期　令和４年２月上旬
◆県営住宅指定管理者・
　㈱西王不動産置賜事務所
　（☎ 24 －２３３２）

置賜広域病院企業団　
職員採用試験

■募集職種　①助産師②看護師
　③薬剤師④行政職（上級）
■採用予定人員　①～④若干名
※受験資格は問い合わせください。
■採用予定年月日　令和4年4月1日
■試験期日　12月5日㈰
■試験会場　公立置賜総合病院
■申込締切　11月24日㈬必着
■試験案内配布先
　公立置賜総合病院総務

課、同企業団ホームペー
ジ（右記ＱＲ）

◆公立置賜総合病院総務課職員係
　（☎46 ー５０００）

やまがたの森づくり
発表会

■期日　11月23日㈫
■時間　11時30分～ 16時30分
　　　　（開会13時）
■場所　山形ビッグウイング
　　　　（山形市）
■内容　▷講演会
　　　　▷森づくり団体活動発表等
■対象　森づくり活動に興味のある

　　　方等
※事前申込不要。
◆県環境エネルギー部みどり自然課
（☎０２３－６３０－２４３２）

「やまがたハイブリッド
環境展」 開催中

　循環型社会、カーボンニュートラル、
環境について楽しく学べます。
詳しくは、特設サイト（下記ＱＲ）を
ご覧ください。
■期間　令和４年
　　　　１月10日㈪まで
■場所　特設ウェブサイト　ほか
■内容　著名人の環境メッセージ動

画、企業・団体・大学等の情報発信、
豪華賞品が当たるクイズ　ほか

◆県循環型社会推進課
　（☎０２３－６３０－２３０２）

「カーボンニュートラル
オンライン講座」 開催中

　県では、二酸化炭素などの温室
効果ガス排出量を実質ゼロにする

「カーボンニュートラル」について
学べるオンライン講座を配信して
います。ぜひご覧ください。
■配信方法　Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube
　県公式動画チャンネル
「やまがたC

チ ャ ン ネ ル

hannel」▶
■動画更新時期
　令和４年２月まで随時
◆県環境企画課
　（☎０２３－６３０－２３３５）

※写真は令和元年の
　様子。

南陽市役所代表　☎０２３８－40－３２１１
■開庁時間　平日8時30分～ 17時15分　
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は11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　☎０２３８－40－３２１１
■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　 

人口の動き
令和３年 10 月末現在
※（　）内は前月比

人口 ３０，３６５ 人（ー 16）
男性 １４，７１５ 人（＋ ５）
女性 １５，６５０ 人（ー 21）
世帯 １１，４３４世帯（ー ２）

３.11. 16

12月の相談

　すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時　21㈫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　２㈭・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㈪･20㈪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　赤湯公民館（☎43－３４６６）
　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
　12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）

（6）

県内一斉空き家相談会
（予約制）

■期日　11月27日㈯
■時間　９時30分～正午
■場所　赤湯公民館
◆県宅地建物取引業協会南陽地区
　事務所（☎40－３８８０）

おくりもの
■市内小中学校へ
　▷ウイルス除去・除菌スプレー　20本
　㈱西川インテリアから
　▷手指消毒剤４ℓ　10本
　南陽市手をつなぐ育成会から
　▷豚肉　１２４㎏
　㈲ピックファーム室岡から
■漆山小学校へ
　法面転落防止柵　11基
　㈱大建工業から
■沖郷公民館、赤湯公民館、宮内公
民館、漆山公民館、吉野公民館へ

　防災用品収納用箱型ベンチ　各１台
　（一社）南陽青年会議所から

相続無料電話相談会

　相続登記、生前贈与、遺言など、
相続に関する相談を司法書士が受
け付けます。
■期日　11月28日㈰
■時間　10時～ 16時
■相談先　☎0120－309－349
※相談日のみの臨時電話です。
◆県司法書士会
　（☎０２３－６４２－３４３４）

移動法律相談
（無料・予約制）

■期日　12月９日㈭
■時間　10時～正午、13時～ 15時
　　　　（１人30分以内）
■場所　健康長寿センター
■定員　先着８人
◆社会福祉協議会（☎43－５８８８）

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

（予約制）
■日時　12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
◆県営住宅指定管理者㈱西王不動産

置賜事務所（☎24－２３３２）

令和３年度
新規里親相談会

　里親とは、家庭で暮らすことので
きない子どもを、県からの委託で一
定期間養育していただく方です。
　里親に興味がある方、希望する方
に、役割や里親になる流れなどにつ
いて、県や児童養護施設等の担当者
が説明します。
■日時　12月19日㈰10時～ 16時
※事前予約制、１組60分程度。
■場所　山形市総合福祉センター
■申込締切　12月18日㈯正午
■共催　県子ども家庭支援課
◆子ども家庭支援センターチェリー
　（☎０２３７－84－７１１１）

・11 月の納税・
固定資産税・都市計画税　第４期
国民健康保険税　　　　第５期
介護保険料　　　　　　第５期
後期高齢者医療保険料　第５期
下水道事業受益者負担金　第２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 30 日㈫

◆税務課収納係（☎40 ー０２６３）

【おわびして訂正いたします】市報なんよう11月1日号P.6「まちのアルバム」
内でご紹介した今井さんの氏名に誤りがありました。深くおわび申し上げます。

【誤】今井英夫さん　→　【正】今井英男さん　




