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１

市役所で働いてみませんか？

会計年度任用職員を募集します
■雇用期間 ４月１日から１年間
■勤 務 地 市役所、市内施設
■勤 務 日 原則、各施設の営業日

募集内容・業務内容

募集
人数

消費生活相談員（消費生活相談、
１
消費生活に係る啓発活動）
生活支援コーディネーター
（高齢者生活支援の仕組み作り）
放課後子供教室教育活動サポ
ーター、または活動推進員

１
１

■開庁時間
平日８時 30 分～ 17 時 15 分
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/
■ホームページ
■フェイスブック https://www.facebook.com/city.nanyo

■申込方法 市販の履歴書に必要事項を記入し写真を
貼付して申込
（締切日必着、郵送可）
■郵 送 先 〒 999-2292 南陽市三間通 436 －１
南陽市役所【表中の申込先】 宛て
■選考方法 書類審査ののち面接

賃金は職種により異なりますので問い合わせください。
（参考月額：133,400 円～ 174,500 円、中学校部活動指導員は時間給 1,600 円）
要件に応じて期末手当が支給される場合があります。
勤務時
間／週

申込
締切

面接
予定日

普通自動車免許、パソコン操作※1、
35
消費生活相談員資格所有者優遇

２/18
㈮

２/24 市民課生活係
㈭ ☎ 40-8255

普通自動車免許、パソコン操作※1、
35
高齢者の介護業務に関心のある方

２/４㈮

未定

30

２/８㈫

２/15 社会教育課社会教育係
㈫ ☎ 40-8992

２/４㈮

未定

すこやか子育て課子ども施設係
☎ 40-8872

未定

学校教育課指導係
☎ 40-8454

必要な資格・技能・条件等

パソコン操作※1、
【活動推進員のみ】教員免許

若干名 保育士資格

35

小学校学習支援員

若干名 教員免許等

30 ※２

中学校学習支援員

若干名 教員免許等

35 ※２ ２/３㈭

中学校部活動指導員

若干名 小学校または中学校の教員免許

※3

学校技能士

若干名 中型第１種免許

35

調理師（学校給食）

若干名 調理師免許

35

市立小中学校事務補助

若干名 経理事務、パソコン操作※ 1

文化会館窓口業務等

◀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。

児童厚生員

一般事務補助
（総務課、税務課、商工観光課、 ２
選挙管理委員会等の業務）

☎０２３８－ 40 －３２１１

２/４㈮

35 ※２

問合せ・申込先
☎電話番号

福祉課介護庶務係
☎ 40-1646

２/17 管理課管理係
㈭ ☎ 40-8449

総務課職員係
☎ 40-0244

パソコン操作※ 1

35 ※２ ２/４㈮

未定

若干名 パソコン操作※ 1

35 ※４ ２/８㈫

２/19
☎ 40-1222【郵送先住所】〒999-2232
㈯

シェルターなんようホール
（市文化会館）
南陽市三間通 430 -2

（※１）
ワード・エクセル等の操作を含む。（※２）勤務日は行事等による変更あり。（※３）週３日程度、２～３時間／日。
（※４）
土・日曜、祝日、夜間勤務あり。

死亡動物回収作業員を募集します
■募集人数
■応募資格

１人
▷市内在住の 20 歳～ 65 歳の方
（令和４年４月１日現在）
▷普通自動車運転免許証を保有し、
自家用車を所持している方
■業務期間 令和４年４月１日～ 12 月 18 日の間の
日曜・祝祭日
（８時間× 48 日）
■業務時間 １日あたりの業務待機時間
８時 30 分～正午、13 時～ 17 時 30 分
※作業等は自家用車で行う。業務待機時間中は、市から連絡
があったら直ちに回収に行けるよう準備しておくこと。

◆市民課環境係
（☎ 40 －８２５６）
■業務内容
■委託料等
■申込方法

■郵 送 先
■申込締切
■選考方法

日曜・祝祭日に、市内の公道（国道除く）
上で死亡している動物の回収
年額 345,600 円（回収での出動がない
場合でもお支払いします）
市販の履歴書に必要事項を記入し写真を
貼付して申込
〒 999-2292 南陽市三間通 436 －１
南陽市役所市民課環境係 宛て
２月 10 日㈭
（必着、郵送可）
書類審査ののち面接

２月 24 日㈭
２月 25 日㈮
２月 28 日㈪
３月 １日㈫
３月 ２日㈬
３月 ２日㈬
３月 ３日㈭
３月 ３日㈭
３月 ４日㈮
３月 ７日㈪
３月 ８日㈫
３月 ９日㈬
３月 10 日㈭
３月 11 日㈮
３月 14 日㈪
３月 15 日㈫

地区
別

梨郷
中川

赤湯

地区
別

吉野地区の全部
宮内、漆山、沖郷、金山、吉野地区の方で
指定日に相談にお越しになれなかった方
粡町、上町、酒町、中巻、巻、神社前
西和田、東和田、竹原、大町、山之内
釜渡戸、小岩沢、元中山
松沢、本湯町、長岡、森前
三間通、上野、やすらぎ荘
椚塚一（１～ 20 組）
桜木町一
花見町、栄町一上・中・下、栄町二
表町、石田
梨郷、中川、赤湯地区の方で
指定日に相談にお越しになれなかった方

米沢税務署からのお知らせ

申告書作成会場を開設します
■期間

２月 16 日㈬～３月 15 日㈫
（土日・祝日除く）

■時間
■場所

９時～ 16 時

フジワビル３階（米沢税務署隣）

■混雑緩和のため会場への入場には
「入場整理券」
が必要です

※ 入場整理券は会場での当日配布と、
ラ

イ

ン

ＬＩＮＥによる事前発行が
あります。詳しくは国税庁
ＨＰ等をご覧ください▶

※整理券の配布状況に応じて、後日の
来場をお願いすることもあります。

◆米沢税務署
（☎ 22 －６３２０）

※混雑が予想されますので、できるだけ
指定の日にお越しください。

平野、中野、辻柳、塩釜、東川前、西川前
川樋、新田、こぶし荘
椚塚二、二色根、桜の里双葉
清水町、妹背、大橋
北町、横町
椚塚一（21 組～）
桜木町二・三 ･ 四
緑町、金沢、仲町、旭町
若葉町、爼柳

※混雑が予想されますので、できるだけ
指定の日にお越しください。

申告相談時に必要なもの
●送付された申告書または確定申告の案内はがき
（個人番号カード）
または個人番号が記載された住民票
●マイナンバーカード
（住民票の場合は、運転免許証などの身分証明書も必要です）
●申告者名義の通帳
●収入金額が確認できるもの
【給与や年金収入のある方】
▷給与や年金の源泉徴収票▷報酬等の支払調書
【営業・農業・不動産収入のある方】▷収支内訳書▷帳簿▷領収書
●所得控除の資料となるもの
▷医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書▷
社会保険料（国民年金等）、生命保険料（個人年金保険料・介護保険料を
含む）
、地震保険料、小規模企業共済等の掛け金支払証明書や領収書▷
障害者手帳等の福祉手帳など（介護保険の要介護認定など、申請をすれば
障害者控除を受けられる場合があります。詳しくは福祉課障がい福祉係
（☎ 27 －１８５０）に問い合わせください。）

申告会場でマイナンバーカードが作れます
■時間 ９時～ 11 時、13 時～ 15 時
■持ち物 運転免許証および健康保険証
◆市民課市民係（☎ 40 －８２５４）
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3

3

3

3

市県民税の申告書が送付される方
税務署から所得税の確定申告の案内ハガキ
や確定申告書が送付されない方で、令和３年
中に転入された方や市県民税が給与から天引
きされていない方など、一定の要件にあては
まる方です。

スタート

3

3

次の①～③に該当する方です。下記に該当しない方で申告書が
届いていない方はご連絡ください。申告書を送付します。
①税務署から所得税の確定申告の案内や確定申告書が
送付されている方
②令和３年度の市県民税が給与から天引きされている方
（転入者を除く）
③公的年金収入のみで所得額が 38 万円以下の方
（昭和 32 年１月１日以前生まれ
（65 歳以上）
で、
公的年金の収入額が 148 万円以下の方）

送付された申告書を
必ず提出してください

私たちって
申告は必要？

3

市県民税の申告書が送付されない方

チャートで確認してみましょう！
令和４年１月１日に南陽市内に住所がある方が対象です。１月２日以降に南陽市
へ転入された方は、１月１日に住所がある市町村へ申告してください。
いいえ

令和３年中
（令和３年１月１日～ 12 月 31 日）
に
収入はありましたか？

はい

（障害年金・遺族年金、失業保険等を除く）

無収入の申告をしてください

市県民税の申告書は税務課窓口、申告相
談会場に用意しています。ご連絡いただ
ければ郵送します。

どんな収入がありましたか？収入の種類に応じて次の①、②、③へ進んでください
（複数の収入がある場合や、給与収入額 2,000 万円を超える場合は②に進みます）

１ 給与収入のみ

（アルバイト収入含む）

２ 営業、農業、不動産、利子、配当、譲渡、

一時、雑収入等（給与、年金所得者で他の収入がある方）

勤務先で年末調整済み、かつ令和３年度の
市県民税が給与から天引きされていますか？

いいえ

はい

２か所以上から給与や報酬を
もらっていますか？
いいえ

医療費や住宅借入金、寄附金等控除を
受けますか？

はい
はい
いいえ

申告が
必要です
日程と必要なもの
を確認して、
申告相談に
お越しください。

はい

３

年金収入のみ

令和４年１月１日時点の
年齢は 65 歳未満ですか？
いいえ

いいえ

令和３年中（令和３年１月１日～
12 月 31 日）の年金収入額は
148 万円以下ですか？
はい

申告は不要です

【※１】家屋の譲渡や青色申告など複雑な申告を要する方や住宅ローン控除の適用初年度の方は米沢税務署で申告ください。ふるさと納税
のワンストップ特例の申請をした方が確定申告や市県民税申告を行うと特例の申請が無効となります。申告の際は寄附金控除を併せて行っ
てください。【※２】年金収入額が 148 万円以下でも源泉徴収されていれば還付申告の対象となる場合があります。

準備は
お早めに

金山
吉野

郡山東、郡山中
高梨
坂井、沖田、長瀞、西落合、中落合
蒲生田、法師柳
島貫

15 11

15

市 県 民 税 のの
申 告 相 談 はは
２２ 月月４４ 日日㈮㈮ か ら

沖郷

中ノ目、郡山西
若狭郷屋
鍋田、萩生田
宮崎、露橋、関根
金山地区の全部

13 時～ 15 時 30 分受付
田町上・下、柳町上・中・下、新町
富貴田、錦町、砂子田
和泉町一・二、内原、太陽の里ふたば
久保、東町上・下
7・8・9・9 の 2・10・11 組

13

申告は正しい課税のための大切な手続
き で す。 忘 れ ず に 必 ず 申 告 し ま し ょ う。

漆山

９時～ 11 時受付
足軽町、粡町、横町、仲ノ丁、菖蒲沢町、宮町
別所町、黄金町、南町上・中・下、旭町、新丁
桜田、清水町、六角町上・中・下
本町、吉野町上・下
1・2・3・4・5 東・5 西・6 組
12・13・14・15・16・17・18・20 組

40
－

わからないことがあれば、左記にお気軽
にご相談ください。例年、申告期限が近
づ く と 相 談 窓 口 が 大 変 混 雑 し ま す の で、
早めに準備して済ませましょう。

宮内

対象地区

また、新型コロナウイルス感染症対策
のため、できるだけ地区指定日にお越し

２月 ８日㈫
２月 ９日㈬
２月 10 日㈭
２月 14 日㈪
２月 15 日㈫
２月 16 日㈬
２月 16 日㈬
２月 17 日㈭
２月 18 日㈮
２月 21 日㈪
２月 22 日㈫
２月 24 日㈭

13 時～ 15 時 30 分受付

日㈫
まで

期日

沖郷、吉野
赤湯

いただくようご協力をお願いします。

宮内、金山
漆山、中川、梨郷

●地区別所得申告相談会
（申告受付）
地区

対象地区

月月

２月４日㈮
２月７日㈪

９時～ 11 時受付

３３

期日

■期間

●給与所得還付・年金受給者相談会
（申告受付）

■場所 市 役 所 ４ 階 大 会 議 室
■時間 午前の部＝９時 ～ 時
午後の部＝ 時 ～ 時 分
※詳しい日程は左ページをご覧く
ださ い 。

申告相談 の 日程

◆問合せ先 税務 課 市 民 税 係
（☎
０２５８）

新型コロナウイルス感染防止のため、できるだけ密を避けるよう地区
を割り当てていますので、指定の日にお越しになるようご協力お願い
します。郵送や e-tax での申告もぜひご活用ください。

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は１月７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。

住民税の非課税世帯等に
臨時特別給付金 10 万円を支給します

南陽市役所代表
■開庁時間

◆福祉課（☎ 40 －３２１１・
内線２４１）

基準日（令和３年 12 月 10 日）において、南陽市に住民登録があり、

世帯全員が令和３年度分の住民税が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
②家計急変世帯 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様
の事情があると認められる世帯

■支給額

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分
※令和４年１月７日現在の情報です。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活にお困りの方の暮らしを速やかに支援するため、
住民税非課税世帯等に対して、１世帯あたり 10 万円を支給します。
■支給対象世帯
①住民税非課税世帯

☎０２３８－ 40 －３２１１

１世帯あたり 10 万円（１世帯１回限り。①②の重複受給はできません）

■手続方法・支給時期等
①の対象と思われる世帯には、１月下旬ごろまでに市から必要書類を送付する予定です。

②については申請が必要です。手続方法や支給時期などの詳細については、決まり次第、
市ホームページや市報等でお知らせします。

新型コロナワクチン情報

３回目のワクチン接種は２月１日㈫から始まります
ハガキでご希望いただいた方で、２回目接種日の早い方から、３回目の接種日を確定し、
１月 14 日㈮から順次、接種券と予約票を発送しています。
接種券と予約票には日時・場所・ワクチン名が記載されています。
必ず事前にご確認いただき、接種場所へお越しください。市から指定
される日時等での接種にできる限りご協力をお願いします。
会場でのワクチンの変更はできませんのでご理解ください。
変更する場合には、事前に予約の変更が必要です。

■使用するワクチンについて
【個別接種】ファイザー社製
【公立置賜南陽病院および
集団接種】武田 / モデルナ社製

講座・催し
適職到来 ハローワーク
米沢 就職面接会
■期日 ２月 10 日㈭
■時間 13 時 30 分～ 16 時
■場所 グランドホクヨウ
（米沢市）
■内容 企業担当者との個別面談、
就職に関する各種相談
■対象 就職先をお探しの方
（Ｕターン就職希望者、令和４年
３月大学・短大・専門学校卒業予
定者を含む）
■参加企業 米沢市、高畠町、川西町
に本社または就業場所がある企業
（24 ～ 28 社）
（☎22－８１５５）
◆ハローワーク米沢

募

集

お知らせ
山形交響楽団定期演奏会の
招待券を配布します

県営桜木住宅入居者
（一般用・単身可）
■階数・戸数

１号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 円～ 31,100 円
■募集期間 ２月１日㈫～７日㈪
■受付時間 平日 10 時～ 17 時
■入居時期 令和４年３月下旬
◆㈱西王不動産置賜事務所
（☎ 24 －２３３２）

■日時
■場所
■対象

２月 12 日㈯ 19 時開演
山形テルサ（山形市）
南陽市民で確実に鑑賞で
きる方
■申込締切 １月 25 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）

◆すこやか子育て課ワクチン接種対策室
（☎ 40 ー１６９３）

市では、１・２回目に接種した
ワクチンの種類に関わらず、上記
のとおりワクチンを使用する予定
です。
ファイザー社製ワクチンは１・
２回目の接種量と同量（0.3ml）で
すが、武田 / モデルナ社製ワクチ
ンは半量（0.25ml）となります。

■予約の変更はこちらから
ワクチン接種対策室フリーダイヤル
☎０１２０－７４０８９１
／平日 9 時～ 16 時
※医療機関への直接の問合せはできません。

■ 1・2 回目と異なるワクチンを用いて
3 回目を接種した場合の安全性と効果について
厚生労働省では、安全性と効果を以下のとおり報告しています。
【安全性】3 回目の接種後の副反応は、１・２回目と同じワク
チンを接種しても、異なるワクチンを接種しても同程度ある
とされています。
【効果】 １・２回目接種でファイザー社製ワクチンを受けた人
が、３回目でファイザー社製ワクチンを受けた場合と、武田
/ モデルナ社製ワクチンを受けた場合のいずれにおいても、
抗体価が十分上昇するとされています。
ファイザー社製と武田 / モデルナ社製のワクチンの１・２
回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、
武田/モデルナ社製のワクチンの方が、感染予防、発症予防、
重症化予防の効果が高かったことが報告されています。

10 代・20 代の男性のワクチン接種について
10 代・20 代の男性では、武田 / モデルナ社製ワクチンの方が、ファ
イザー社製ワクチンより、心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が

広 告

高い傾向がみられました。
そのため市では、10 代・20 代の男性については 3 回目のワクチン
接種をファイザー社製で行うことを予定しています。
武田 / モデルナ社製のワクチンを希望する場合はご連絡ください。

10 代・20 代男性は
3 回目接種を
ファイザー社製で
行います

２回目接種を令和３年８月に受けた方へ
ワクチン２回目接種を令和３年８月に受けた方には、１月中旬から３回目接種の希望調査を送付します。
接種希望の方は、同封されたハガキを調査票に記載された期日まで投函してください。
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Information
◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は１月７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。

借金返済に関する
相談窓口

２月の相談

■市報なんよう
№１３１２
令和４年１月 16 日号

■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 15 ㈫ 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 ３㈭・16 ㈬ 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 ７㈪ ･ 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 15 ㈫ ･17 ㈭ 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 19 ㈯ 13 時～ 16 時 45 分
■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 17 ㈭
◆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 18 ㈮ 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 ７㈪ 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 25 ㈮ 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
２月の休日窓口
■期日 12 ㈯・13 ㈰・26 ㈯・27 ㈰
■時間 ９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係
（☎ 40 －８２５４）

東北財務局山形財務事務所では、
借金返済でお困りの方の相談窓口
を開設しています。相談員が借金
の状況などをお伺いし、必要に応
じて弁護士などの専門家に引き継
ぎます。相談は秘密厳守・無料です。
お気軽にご相談ください。
■相談専用電話
☎０２３－６４１－５２０１
■受付時間 平日８時 30 分～正午、
13 時～ 16 時 30 分
◆山形財務事務所理財課
（☎０２３－６４１－５１７８）

おくりもの
■南陽市へ
▷現金 １００万円
岡田富子さん（東京都）から
▷現金 ３万円
南陽ロータリークラブから
▷現金 ５万４千円
南陽ライオンズクラブから
▷ふきん 88 枚
㈱三幸ソーイングから

人口の動き

１月２6 日は文化財防火デー

当日は消防車のサイレンが鳴り、
放水等が行われますが、訓練ですの
でご了承ください。
■日時 １月 26 日㈬ 14 時
■場所 薬師寺（赤湯地内）
■内容 避難・消火訓練など
◆社会教育課文化係（☎40－８９９６）

税理士による
無料税務相談会
■期日 ２月５日㈯・６日㈰
■時間 10 時～ 16 時
■場所 イオン米沢店１階
（米沢市）
◆東北税理士会米沢支部・齋藤
（☎ 22 －１１６３）

空き家所有者向け
相談窓口（無料）
相続・売却・解体など、空き家で
お困りのことに関して、お近くの相
談員がご対応します。まずは下記に
問い合わせください。
■受付時間 10 時～ 16 時
◆（公社）全日本不動産協会
山形県本部
（☎０２３－６６５－０１００）

新型コロナウイルス
感染症対策

令和３年 12 月末現在
（ ）内は前月比

人口

３０，
２９７ 人（－ 40）

男性

１４，
６９６ 人（－ ８）

女性

１５，
６０１ 人（－ 32）

世帯

１１，
４３５ 世帯（± ０）

・1 月の納税・
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

文化財防火訓練

第７期
第７期
第７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 1 月 31 日㈪

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。
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。

◆税務課収納係（☎40 ー０２６３）
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