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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。

年末年始はごみが多く出る時期です。
分別・リサイクルにご協力をお願いします。

年明け最初の収集日は、例年大量のごみが
収集所に出されます。収集には時間がかかる
ことも予想されますので、ご理解とご協力を
お願いします。
◆市民課環境係（☎40－８２５６）

　　　年末年始の休業・営業時間のお知らせ

問合せ先 12/24㈮～ 26㈰ 27㈪ 28㈫ 29㈬～１/３㈪
シェルターなんようホール
（☎40－１２２２） 臨時休館 通常休館 ９：００～

１７：００ 年末年始休館

■シェルターなんようホール（市文化会館）の年末年始営業時間

施設／問合せ先 12/29㈬ 30㈭ 31㈮ １/１㈯ ２㈰ ３㈪ 代休日

公衆浴場
（温泉事務所/
☎43－２１５６）

とわの湯

通常営業
６：００～１８：００

（昼休みなし。１７：３０受付終了）

ー
烏帽子の湯 １/４㈫
あずま湯 ー

赤湯元湯 ８：００～１８：００
（昼休みなし。１７：３０受付終了） ー

ゆーなびからころ館
（☎43－３１１４） 休 ９：００～１８：００ １０：００～

１８：００ ９：００～１８：００ ー

■公衆浴場・ゆーなびからころ館の年末年始営業時間

■12月29日㈬～令和４年１月３日㈪まで休業
施設 問合せ先 施設 問合せ先
市役所（※） ☎ 40－３２１１ 結城豊太郎記念館 ☎ 43－６８０２
各地区公民館 社会教育課社会教育係 /

☎ 40－８９９２
夕鶴の里 ☎ 47－５８００

市民バス（北部・西部・中川地区） 市立図書館 ☎ 43－２２１９
市民体育館 ☎ 49－２６００

（※）出生、死亡、婚姻等の届出は、管理人室（市役所北口）で受け付けます。書類は後日市民課で点検し、内容確認等が必要な場合は
　連絡します。◆市民課市民係（☎ 40－８２５４）

冬の新型コロナウイルス感染症対策　
会食は、新型コロナ対策認証施設
など感染対策が講じられたお店で、
マスクを外した会話やカラオケは
控える等感染防止対策を徹底して
行いましょう。

12月30日㈭～令和４年１月３日㈪は
家庭ごみの収集が休みとなります

◀ＬＩＮＥの
　友達登録は
　こちらから

2021
No.131012

千代田クリーンセンターで
ごみの直接搬入を受け入れます
　当日は混雑が予想されます。
　時間に余裕をもってお越しください。

■受付日時　12月29日㈬
　　　　　　９時～正午、13時～ 16時
■搬入先　千代田クリーンセンター（高畠町）
■料金　10㎏あたり１８０円
◆千代田クリーンセンター（☎57－４００４）

手洗い・消毒、マスクの着用、ゼロ密（１つの密でも避ける）、
換気など基本的な感染症対策を徹底しましょう。



南陽市役所代表　☎０２３８－40－３２１１
■開庁時間　平日８時30分～ 17時15分　

Information
◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は12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。

（2）３.12. 16（3） ３.12. 16

受賞おめでとうございます
統計調査功労者表彰

■総務大臣表彰
　（令和2年国勢調査統計調査員）
　▷川合悟一さん（吉野）
　▷山水勇一さん（沖郷）
◆みらい戦略課企画調整係
　(☎40－０９０３)

償却資産（固定資産税）
の申告を忘れずに

　毎年１月１日現在で、市内に事業
用の償却資産を所有している方は、
所有状況等の申告が必要です。忘れ
ずに申告してください。
■申告期限　令和４年１月31日㈪
■申告方法　昨年度申告した方には

申告書を郵送しますので、期限まで
提出してください。申告書が届か
ない方、または新たに事業を始め
た方は問い合わせください。

※電子申告（ｅ
エ ル タ ッ ク ス

ＬＴＡＸ）
もぜひご利用ください。
詳しくはホームページ
をご覧ください▶

◆税務課資産税係（☎40－０２５９）

令和４・５年度
国有林モニター

　国有林野の管理経営に皆さんの声
を役立てるためモニターを募集します。
■活動内容　アンケートへの回答、

現地見学会、国有林モニター会
議への出席等

■募集人数　48人程度
■募集期間　令和４年１月31日㈪

まで（当日必着）
■任期　令和４年４月１日から２年間
※詳しくはホームページ

をご覧ください▶
◆東北森林管理局
　（☎０１８－８３６－２２２８）

講座・催し
認知症予防教室
「コグニサイズ」（無料）

■期日　令和４年１月５日㈬～
　３月９日㈬の間の全14回　
■時間　10時～ 11時30分
※初回と最終回は機能検査がある

ため、１人２時間程度かかります。
■場所　健康長寿センター
■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　12月24日㈮
◆南陽市地域包括支援センター　
　（☎40－１６４６）

宮内公民館主催事業
大人のスイーツ教室

　バレンタインチョコ（トリュフチョコ）、
ティラミス風ミルクレープを作ります。
■期日　令和4年１月16日㈰
■時間　9時30分～正午
■場所　宮内公民館
■講師　粟野隆氏（おかしのアトリエ

　　　Alice店主）
■対象　高校生以上
■定員　先着12人
■受講料　1,000円（高校生500円）
■持ち物　エプロン、三角巾、筆記

用具、マスク
◆宮内公民館（☎47－３１１２）

県の特定（産業別）最低
賃金が改正されました

産業別 最低賃金額
（時間額）

一般産業用機械・装置
等製造業 ８８８円

電気機械器具等製造業 ８７２円
自動車・同附属品製造業 ８８８円
自動車整備業（分解整備
に従事する者に限る） ８９２円

■効力発生日　令和３年12月25日
◆山形労働局労働基準部賃金室
　（☎０２３－６２４－８２２４）

募　集
求職者に対する
職業訓練２月生

■募集科　①住宅デザイン施工科
②ＮＣ生産システム科

■訓練期間　
　①令和４年２月１日㈫～７月29日㈮
　②令和４年２月１日㈫～８月31日㈬
■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
申し込みください）

■定員　①18人②15人
■受講料　無料（テキスト代などは

自己負担）
■申込締切　令和４年１月６日㈭正午
◆ポリテクセンター山形
　（☎０２３－６８６－２０１６）

お知らせ
おいしく
残さず食べきろう

　年末年始の会食や外食が多くな
る時期です。
　外食時には、料理の食べきり（適量
注文で残さずおいしく食べきる）や
料理の持ち帰り（食べきれない料理は
お店に確認して持ち帰る）を心がけ
ましょう。
※新型コロナウイルス感染防止対策

をとりながら楽しみましょう。
◆市民課環境係（☎40－８２５６）

山形交響楽団定期演奏会の
招待券を配布します

■日時　令和４年１月15日㈯
　　　　19時開演
■場所　山形テルサ（山形市）
■対象　南陽市民で確実に鑑賞できる方
■申込締切　12月23日㈭
※応募多数の場合は抽選。
※今後の感染状況によっては公演

が中止になる場合があります。
◆社会教育課文化係（☎40－８９９６）

市農業委員会の委員を募集します
　農業委員と農地利用最適化推進委員について、令和４年３月31日㈭
に任期満了となるため、新たな委員を募集します。
■委員定数
　▷農業委員　13人　▷農地利用最適化推進委員　12人
■委員任期・報酬等　令和４年４月１日から３年間、非常勤特別職とし

て条例に基づき報酬支給
■職務内容　農地の有効利用や農業の振興に関する業務
■募集方法　市内の地区・団体等からの推薦および一般募集
■募集期間　12月17日㈮～令和４年１月13日㈭
※詳しくは市ホームページ、および市報令和４年１月１日号の農委広報

でお知らせします。
◆農業委員会事務局（☎40－８９２３）

預けて安心！
あなたの遺言

　あなたの書いた遺言書を法務局で
保管し、紛失や改ざんから守ります

（自筆証書遺言書保管制度）。
相続が開始したときに法務局から
相続人に遺言書が保管されている
ことを知らせ、手続きがスムーズに
進められる制度もあります。詳しく
はご相談ください。
※手続きは完全予約制です。
※遺言書の内容に関する相談はお

受けできません。
◆山形地方法務局米沢支局
　（☎22－２１４８）

所持禁止となる
クロスボウを無料で
引き取ります

　銃砲刀剣類所持等取締法の改正
に伴い、クロスボウが所持禁止の
対象となります。所持している方は
令和４年９月14日までに手放すか、
令和４年３月15日から９月14日
までに所持許可を申請しなければ
なりません。
　クロスボウの無償引き取りを希望
する方は下記にご連絡ください。
◆南陽警察署生活安全課
　（☎50－
　０１１０）

油
4

断大敵！
油の流出事故

　灯油等を使用する機会が増える
冬期間は、例年、油流出事故が多発
しています。
▷使用前にホームタンクや配管部分

を点検し、破損や油漏れ等の異常
がないか確認しましょう。

▷落雪による破損防止のための雪
囲いなど、冬期間の対策を行いま
しょう。

▷油流出事故を起こすと、油回収・
処理の費用は全て事故を起こした
原因者が負担しなければなりませ
ん。対処が遅れるほど処置も大掛
かりになるため費用も高額になり
ます。

▷油漏れを起こした・発見した場合は
すぐに下記か消防署、警察署にご
連絡ください。

◆市民課環境係（☎40－８２５６）

山形県保険者協議会第18回共同広報キャンペーン

上手に上手にストレス解消ストレス解消を！を！

新型コロナ対策でしょうがないけど、
新しい生活様式もストレスたまるな～

ばあちゃんも茶飲み友だちと
会えなくなってさみしいず～

　ストレスの主な症状

▷だるい、疲れがある▷首や肩の
こり▷食欲がない▷頭痛、めまい、
吐き気▷不眠、何度も目が覚める
▷イライラ感　等

▷家族や友人等、好きな人と話す
▷趣味や好きなことを楽しむ
▷規則正しい生活を心がける
　（十分な食事や睡眠）
▷適度な運動、ストレッチ
　（肩の上げ下げ、ゆっくり首回し）

心の健康に関する相談を
保健師や心理の専門職が受け付けます
▷心の健康相談ダイヤル
　☎０２３－６３１－７０６０
▷こころの健康相談統一ダイヤル
　☎０５７０－０６４－５５６
　（平日９時～正午、13時～ 17時）
※秘密厳守。匿名の相談も可です。

■自分なりのストレス解消法を見つけて
　ストレスと上手に付き合いましょう

■知らないうちにストレス、たまっていませんか？

◆県保険者協議会
　（☎０２３７－87－８０００）
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は12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。

（4）３.12. 16

人口の動き
令和３年 11 月末現在
（　）内は前月比

人口 ３０，３３７ 人（－ 28）
男性 １４，７０４ 人（－ 11）
女性 １５，６３３ 人（－ 17）
世帯 １１，４３５世帯（＋ １）

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

令和４年１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２０２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　19㈬9時30分
■場所　置賜総合支庁
◆置賜保健所（☎22－３０１５）
　市民無料法律相談（受付順）
■日時　５㈬･17㈪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　18㈫･20㈭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　22㈯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　20㈭
◆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　21㈮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　28㈮13時30分～ 16時
◆場所　健康長寿センター（☎43－５８８８）

おくりもの
■南陽市へ　カーブミラー　５基
　山形おきたま農業協同組合・
　全国共済農業協同組合連合会
　山形県本部から
■市内小中学校へ

南三陸復興写真集「希望と光」　30冊
笈掛昇さん（米沢市）から

■赤湯小学校へ
タブレットスタンド　20台
㈱上和電機から

広
　
告

・12月の納税・
市・県民税　　　　　　第４期
国民健康保険税　　　　第６期
介護保険料　　　　　　第６期
後期高齢者医療保険料　第６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。

納期限は令和４年1月４日㈫

◆税務課収納係（☎40 ー０２６３）

ひきこもりや不登校で
悩む方の相談に応じます

■日時　12月23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、
　　　　またはご家族など
◆NPO法人　から・ころセンター
　（☎21－６４３６・FAX　27－１３０３
　　 info@npo-karakoro.com）

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
　令和４年１月の休日窓口
■期日　22㈯・23㈰
■時間　９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係（☎40－８２５４）

育児講座
「産前産後のメンタル
ヘルス勉強会
～家族で学ぼう心のケア～」

■日時　令和4年1月16日㈰
■時間　10時～ 11時30分
■場所　Z

ズ ー ム

oomによるリモート開催
（申込後にZoom情報共有）

■講師　髙橋誠一郎氏（七日町メン
タルクリニック医師）

■対象　妊婦・産後の方とその家族
■申込方法　名前・年齢・市町村名・電
　話番号を josansi55yamagata
　@yahoo.co.jpまでメール
◆県助産師会・斉藤
　（☎０９０－４８８１－１４２２）

無料キャリアコンサル
ティング（オンライン）

　これからの働き方を考えたい方
（雇用形態は問いません）に、キャリ
アコンサルティングをZ

ズ ー ム

oomによ
るWeb面談等で実施します。
※通信料は参加者負担。
　日程や申込方法等、詳

しくはホームページを
ご覧ください▶

◆宮城・山形キャリア形成サポート
　センター(☎０２２－２１２－８３３５)

交通事故被害者で損害
賠償問題にお困りの方へ

　弁護士が中立公正な立場から紛争
解決を無料でお手伝いします。
お電話でご相談ください。
■受付日時　平日９時～ 17時
◆（公財）交通事故紛争処理センター
　仙台支部　（☎０２２－２６３－７２３１）
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