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☎０２３８－ 40 －３２１１

■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

２

◀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） ※ 2 月８日現在の情報です。

３月の集団接種の日程
（３回目接種）
３月に３回目接種を行う予定の方には、既に日程を示した接種券を送付しています。
同封された注意事項をよく読んで、できる限り指定された日程での接種にご協力をお願いします。
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午前：９時～ 11 時
午後：13 時 30 分～ 16 時

■場所 シェルターなんようホール
（市文化会館）
■使用ワクチン 武田 / モデルナ社製
（５㈯、６㈰、12 ㈯、13 ㈰、19 ㈯、20 ㈰）
ファイザー社製
（26 ㈯、27 ㈰）

３回目接種は 18 歳以上の方が
対象です

５歳以上 11 歳以下の接種日程
国からの小児用ワクチンの供給の都合で、春休み中に
接種完了を希望した方の接種完了が難しい場合があり
ますので、ご了承ください。接種券等は、ご希望の内
容により順次発送します。

3 回目の追加接種は 18 歳以上が対象です。
現在17歳の方
（平成16年9月までの誕生の方）
は、18 歳になってからの接種となります。

連絡なしのキャンセルはおやめください
ワクチン接種の予約を、連絡なしでキャ
ンセルする方が見受けられます。
急なキャンセルがあると代わりの接種者
の対応が必要になり、ワクチンを廃棄せ
ざるを得ない場合もあります。接種予約
をキャンセルする場合は、事前に必ず連
絡をお願いします。

■キャンセル方法
予約日の 10 日前までに、予約申込みをした方法でキャンセル
手続きをしてください。接種予約日の 10 日前を過ぎてからキャ
ンセルが必要となった場合は、すこやか子育て課ワクチン接
種対策室（☎ 40 ー１６９３／休日の場合は南陽市役所 ☎ 40 －
３２１１）までご連絡ください。

2 回目接種を完了した方の３回目接種の予約について
■対象
①接種希望のハガキ未投函者で接種希望の方
②予約確認票が届いた方で予約を変更したい方
２回目接種

令和３年８月末まで
令和３年９月
令和３年 10

月

３回目接種予約開始日
予約受付中
２月 21 日㈪
２月 28 日㈪

■予約方法（個別接種・集団接種）
① WEB
（24 時間
対応）
▶
③電話

② LINE
（24 時間
対応）
▶

ワクチン接種対策室フリーダイヤル
☎０１２０－７４０８９１／平日9時～ 16時

南陽市役所代表

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は２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。

■開庁時間

令和４年

第 回市防火標語入賞作品

市内の小学４年生と中学２年生を対象に防火標語を募集し

た結果、４２９点の応募があり、次のとおり入賞作品が選ば

れました。

最優秀賞の２点は、今年１年間、学校・家庭・地域の防火

意識の高揚と普及啓発のために使わせていただきます。

たくさんのご応募ありがとうございました。

３５００）

私は、スキーやスノーボードに挑戦したいと思って
います。温泉に入ったり、カラオケをしたり、日本
のお酒を飲んだりするのも楽しみです。私はもは
や、寿司と牛丼がお気に入りですが、冬場の醤油
ラーメンは、夢のようで、私をポカポカ温めてくれ
ます。また、それぞれの学校に行って生徒たちに英
語を教えることは、本当に楽しいです！
私は、もっとたくさんの友達を作ったり、日本や
山形や南陽市の美しさを発見できるように、できる
だけ早く日本語を学ぼうと頑張っています。
これから、よろしくお願いします！
◆学校教育課指導係（☎ 40 －８４５４）

今こそ１人ひとりが

新型コロナウイルスは誰もが感染する可能性があります。根拠のない
情報や誹謗中傷などの行為は厳に慎んでください。

４. ２. 16

43
－

13

12 月から新しい ALT として、バルバドス出身
のセイジ・ベルグレイブ先生が赴任しました。
市内小中学校で英語を教えていただきます。

手洗い・消毒、不織布マスクの着用、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。

（3）

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

◆南陽消防署（☎

寿愛 さん（宮内小４年）

お家時間

かぞくをまもる 第一歩

紺野

みんなで唱える

新型コロナウイルス感染症

小学生の部 （応募２２６作品）

火の用心
稜久 さん（宮内小４年）

はなれない

■セイジ先生からのメッセージ
こんにちは、みなさん！私は、
セイジ・ベルグレイブです。
バルバドスから来た 24 歳です。
私は、
2021年12月13日、ちょうど
雪が降り始めた日に南陽市に来
ました。これが、私が生まれて
初めて見た最初の雪でした。とても寒かったですが、
美しかったです。常夏天国生まれの私にとって、その
寒さは最も衝撃的な出来事の一つでした。
私が南陽市に来てから、皆さんが私にとても親切
にしてくれて、すぐにくつろぐことができました。

■最優秀賞 かくにんは

■優秀賞
石黒

作 たしかめて
芽泉 さん（沖郷小４年）

火を消すまでは

■佳
嶋津

作 火さいゼロ 一人一人が 気をつける

いぶき さん
（沖郷小４年）

敬介 さん（赤湯中２年）

■佳
三浦

大友

火災予防

結優 さん（沖郷中２年）

目を離してた あなたの非

小関

もうおそい

増える時こそ

中学生の部 （応募２０３作品）

おうち時間

■最優秀賞 広がる火

■優秀賞

作 火のこわさ
幸太 さん（沖郷中２年）

実感しては

■佳
細谷

その油断

美晴 さん（赤湯中２年）

作 『まぁ、いっか』 火事の火種は

髙橋

■佳

新しい ALT（外国語指導助手）の
セイジ・ベルグレイブ先生を紹介します

☎０２３８－ 40 －３２１１

感染対策を

申請が
必要です

新型コロナによる家計急変世帯に
臨時特別給付金
（10 万円）
を支給します
◆福祉課（☎ 40 －３２１１・内線２４１）

新型コロナウイルス感染症の影響によって、家計が急変してしまった世帯を支援する給付金です。
給付金を受け取るには申請が必要で、申請後に該当するかどうかの審査があります。

■支給対象世帯

※住民税非課税世帯として一度給付を受けた
世帯は対象外です。
※収入減少が新型コロナの影響でない場合
や、世帯全員が令和３年度の住民税均等割
が課税されている他の親族などの扶養を受
けている場合は対象外です。

令和３年１月以降、新型コロナの影響で収入が減少し、令和
３年度分の住民税が課されている世帯全員のそれぞれの年収
見込額が、住民税均等割非課税（相当）水準以下の世帯

■住民税均等割非課税（相当）水準以下の判定方法
申請時点で、令和３年度分住民税均等割が課されている世帯員（※１）全員のそれぞれの収入（所得）状況に
より判定します。
令和３年１月以降の任意の１か月の収入
非課税相当限度額
扶養している親族の状況
（※２）を 12 倍した「年間収入見込額」が、
収入額ベース 所得額ベース
単身、または扶養親族がいない
93.0 万円
38.0 万円
右表の非課税相当収入限度額以下となれ
配偶者・扶養親族（計 1 人）を扶養している 137.8 万円
83.0 万円
ば、支給対象世帯となります。
配偶者・扶養親族（計 2 人）を扶養している 168.0 万円
111.0 万円
「年間収入見込額」が右表の限度額を上回 配偶者・扶養親族（計 3 人）を扶養している 209.7 万円
139.0 万円
り、要件を満たさない場合は、１年間の 配偶者・扶養親族（計 4 人）を扶養している 249.7 万円
167.0 万円
所得で判定します（※３）。
障害者、寡婦、ひとり親の場合
204.3 万円
135.0 万円
（例１）扶養家族がおらず、令和３年１月以降の任意の１月の給与収入が 7.7 万円の方
年間収入見込額＝ 7.7 万円× 12 月 = 92.4 万円 ≦ 93 万円

支給対象者に該当

➡

（例２）
配偶者と扶養親族１人の計２人を扶養し、令和３年１月以降の任意の１月の事業収入が 14.5 万円の方
年間収入見込額＝ 14.5 万円× 12 月 = 174 万円 ＞ 168 万円 ➡

支給対象者に非該当

※収入で要件を満たさないため、１年間の所得で判定

年間所得見込額＝ 174 万円ー 65 万円 ＝ 109 万円 ≦ 111 万円
（年間収入 （年間経費）
見込額）
（※４）

➡

支給対象者に該当

（※１）申請日時点における住民票上の世帯員です。
（※２）給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入。非課税の公的年金等収入（遺族・障害年金など）
は含みません。
（※３）令和３年分の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しの提出が必要です。
（※４）事業収入の経費は、当該収入のために要した経費の 12 か月相当額で計算します。帳簿等経費がわかる書類の提出が必要です。

■申請方法

申請書に必要事項を記入の上、必要
書類を添付し、市役所福祉課に提出
※市役所１階ロビー（正面玄関入って
右）の窓口で受け付けています。

■申請書入手先

■申請に必要な書類

①申請書（請求書）
②簡易な収入（所得）見込額の申立書（家計急変者用）
③②に記載した、任意の１か月の収入状況を確認できる書類
または令和３年中の収入の見込額の写し
（年間の所得で判定する場合は上記（※３）
（※４）の書類）
④申請・請求者本人確認書類（※５）の写し
⑤振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカード（※６）の写し

福祉課（市役所１階 ⑫ 窓口）、
（※５）健康保険証、マイナンバーカード（表面）、運転免許証等
（いずれか１点）
市社会福祉協議会
（健康長寿センター内）
、
（※６）振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人
（カナ）
が分かる部分
市ホームページ

■申請期限

９月 30 日㈮

４. ２. 16
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は２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。

南陽市役所代表
■開庁時間

慈光園「介護福祉士」
実務者研修受講者

南陽市連合婦人会員
健やかな地域社会を目ざして楽
しく元気に活動する女性の会です。
入会ご希望の方は、下記の役員へご
連絡ください。
◆板垣（☎０９０－７３３４－７０４０）
加藤
（☎０８０－６００５－１４３４）

「介護福祉士」国家試験受験に必
要な研修で、働きながら学ぶ「通
信課程」です。自宅学習（４～７月）
に取り組みながら、面接授業（６～
12 月、計 9 回 60 時間）を行います。
■期間 4 月 1 日㈮～ 12 月 14 日㈬
■場所 ケアハウスウエルフェア
慈光園（長井市）
講座・催し
■対象 「介護福祉士」の国家資格
取得を目指す方
求職者の生活・
■受講料 25,000 円～ 135,000 円
就労相談ダイヤル
（他テキスト代）
求職者の就労や生活・住まいに ■定員 先着 30 人
関する悩みや不安をお聞きします。
（５人以上の参加で開講）
相談料無料、事前申込不要。
■申込締切 3 月 10 日㈭
■期日 ２月 24 日㈭～ 26 日㈯
◆ケアハウスウエルフェア慈光園
■時間 10 時～ 17 時
（☎０２３８ー 88 ー５５５７）
◆相談先 県求職者総合支援センター
（☎０８００ー８００－７８６７）

募

集

やまがた被害者支援
センター「支援活動員」
やまがた被害者支援センターで
は、犯罪被害者への相談活動（電話・
面接）、司法機関や通院付添、裁判
の代理傍聴等の支援活動を行う「支
援活動員」を募集しています。
（少額ですが役務費・交通費支給）
■募集期間 ３月１日㈫～４月15日㈮
■応募資格 25 歳以上の心身とも
に健康な方（医療・教員・福祉・
司法分野経験者歓迎）
■募集人数 約 10 人
◆やまがた被害者支援センター
（☎０２３－６４２－３５７１）

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
募集
勤務時 必要な資格・
雇用期間 勤務地 勤務日
人数
間／週 技能・条件等

募集内容・業務内容

母子父子自立支援員・女性相談員
（ひとり親家庭等の相談業務）
地区公民館館長代理・主事

１
若干名

４月１日～ 南陽
24 パソコン操作
月～金
（応相談）※1
１年間
市役所
４月１日～ 各地区 月～金
公民館 ※２
１年間

35

賃金
月額
119,700円

申込
締切

問合せ・申込先
☎電話番号

３/４ すこやか子育て課子ども
㈮ 家庭係☎ 40-1689

普通自動車免許 【代理】月額237,700円 ３/４ 社会教育課社会教育係
パソコン操作※1 【主事】月額147,900円 ㈮ ☎ 40-8992

一般事務補助（選挙管理委員会
４月１日～ 南陽 月～金
２～３
35 ※３ 特になし
８月 31 日 市役所 ※３
事務局）・期日前投票受付事務

時給907円

３/７ 選挙管理委員会事務局
㈪ ☎ 40-8536

（※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）
期日前投票期間・投開票日は、土日祝日・夜間勤務あり。交代勤務、時間差勤務・時間外勤務手当等有り、応相談。

■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

広 告

求職者向け
●

就職に役立つ！ ビジネスパソコン活用講座

日 時 ３月１０日（木）～１１日（金）、３月１５日（火）～ １７日（木） １３：３０～１６：３０
●会 場 シェルターなんようホール／南陽市文化会館
●定員１５名
●対象者 南陽市在住の求職者・転職希望者・創業希望者・正社員転換希望者・学生
南陽市外在住で南陽市内での就職希望者（学生を含む）

※Ｗｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌ の経験が概ね１年以上ある方が対象です。
受講案内や申し込み方法など、詳しくは、ホームページをご覧ください。

南陽市雇用創造協議会

U R L https://nanyo-koyo.jp

〒999-2292 南陽市三間通436番地の1（南陽市役所内） TEL. 43-4552 FAX. 49-7346

（5）

４. ２. 16

講
座
内
容

受講料無料

マイクロソフトオフィスの基本的な操
作ができる方を対象に、実際の仕事に
活用できる実務的な操作を学びます。
●Ｗｏｒｄ活用（３時間）
●Ｅｘｃｅｌ活用（６時間）
●ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ活用（６時間）

＜求職中の方は、失業認定申告の際に必要な求職活動実績（１回）に認定されます。＞

あなたの就職活動を応援します！就職や事業拡大に役立つセミナー等を開催中！
あなたの就職活動を応援します！就職や事業拡大に役立つセミナー等を開催中！
●求職者／起業者向けセミナー

●事業主／在職者向けセミナー

●就職面接会

Information

☎０２３８－ 40 －３２１１

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

南陽市 全市民応援クーポンを配布しています
■対象

令和４年２月１日現在、南陽市にお住まいの方
（住民基本台帳に記載されている方）
■クーポン内容 １人当たり３，０００円
（１，０００円×３枚綴り）
■利用可能店舗 クーポンと一緒に配布している
「利用可能店舗一覧」でご確認ください

■利用期限

3 月 13 日㈰

結婚するお２人に県産品
をプレゼントします
山形県では、結婚するお二人に
お祝いのメッセージと県産品を贈
呈し、県全体で祝福し応援する「や
まがた結婚応援事業」を行っていま
す。詳しくは HP をご覧ください。
■贈 呈 品 お 祝 い の メ ッ セ ー ジ、
県産米（キューブ米２セット）、
県産品ギフトカタログ
■対象 令和３年４月１日～令和
４年３月 25 日の間に県内市町村
窓口に婚姻届を提出した、県内に
お住まいのご夫婦
■申込締切
３月 25 日㈮
やまがた結婚応援事業

◆県しあわせ子育て政策課
（☎０２３－６３０－２６６８）

土地の調査・測量に
対する国からの
補助金制度があります
国土交通省では、民間事業者が
積極的に「19 条５項指定」を申請で
きるよう、調査・測量経費を支援して
います。詳しくは問い合わせください。
■「19 条５項指定」とは
土地に関する様々な調査・測量の
成果が地籍調査と同等以上の精
度・正確さを有する場合に、地籍
調査の成果と同様に取り扱えるよ
う国が指定する制度です。
■申請締切 ３月４日㈮
◆国土交通省東北地方整備局
用地部用地企画課支援係
（☎０２２－２２５－２１７１）

※クーポンは世帯主宛に世帯全員分を郵送しています。
※２月１日現在、母子手帳の交付を受けている妊婦の
方には、胎児分のクーポンを別途郵送しています。
※総合スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、
コンビニではご利用できません。

詳しくは市 HP をご覧ください▶
◆商工観光課商工労政係（☎ 40 －８２９４）

国民年金保険料はまと
めて納付がお得です
国民年金保険料は、まとめて納付
（前納）すると割引が受けられます。
また、納付期限の１か月前に口座振
替で納付する「早割」（毎月納付）も
お得です。通常の納付でも、納付
書ではなく口座振替やクレジット
カードで納めると手間がかからず、
納め忘れを防ぐことができます。
■対象 ▷前納を希望する方▷既に口
座振替やクレジットカードを利用し
ている方で納付方法等を変更する方
■申込先 ▷納付書・クレジット
カード払い／米沢年金事務所
▷口座振替／米沢年金事務所または
金融機関窓口（ゆうちょ銀行含む）
※納付方法によって割引額が変わり
ます。事務処理の日数を要します
ので、お早めに申し込みください。
口座振替依頼書は日本
年金機構 HP からダウン
ロードできます▶
◆米沢年金事務所（☎22－４２２０）

国際交流を行う民間団体
に助成を行います
県国際交流協会では、地域の国際
化に資する国際交流を行う民間の
団体に助成を行います。
■事業対象期間 ４月１日～令和
５年３月 31 日
■上限申請額 １団体あたり20万円
（一部の事業は上限 30 万円）
■申込締切 ３月 16 日㈬
※申請様式等、詳しくは
HP をご覧ください▶
◆（公財）県国際交流協会
（☎０２３－６４７－２５６０）

お知らせ
市議会３月定例会予定
※変更の場合があります。

日 程
本会議 開会・
２/ 28 ㈪
予算特別委員会
３/ ２㈬
総務常任委員会
文教厚生常任委員会
３/ ３㈭
３/ ４㈮
産業建設常任委員会
３/ 7 ㈪・8㈫・9 ㈬ 一般質問
３/11㈮・14㈪・15㈫ 予算特別委員会
３/ 17 ㈭
本会議 閉会

◆議会事務局（☎ 40－８４４５）

役立っています
宝くじ助成事業
大橋区では、宝くじの社会貢献
広報事業として、宝くじの受託事
業収入を財源として実施している
コミュニティ助成事業により、大橋
区・大橋公民館へ会議テーブ ル 等
の備品整備を行いました。地域住
民のコミュニティ活動の活性化に
役立てていきます。
◆社会教育課（☎ 40 －８９９５）

法務局の登記手続案内は
電話で対応しています
法務局では新型コロナウイルス
感染症対策として、登記手続案内を
電話（完全予約制）で行っています。
事前に電話で予約いただくと、予約
時間に法務局から電話を差し上げ
て案内を行います。詳しくは問い合
わせください。
◆山形地方法務局米沢支局
（☎ 22 －２１４８）
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Information
◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は２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。

３月の相談

■市報なんよう
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すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時 ８㈫ 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 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㈪ ･ 22 ㈫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
３月の休日窓口
■期日 12 ㈯・13 ㈰
■時間 ９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係
（☎ 40 －８２５４）

ひきこもりや不登校で
悩んでいる方々へ

司法書士による
相続無料電話相談会
■期間 ２月28日㈪まで
（平日）
■時間 13 時 30 分～ 17 時
■相談内容 ▷相続登記▷生前贈与、
遺言▷故人の借金について等
■専用電話ダイヤル
☎０５０－５４３３－５７９３
◆県司法書士会
（☎０２３－６４２－３４３４）

借金と心の無料相談会
弁護士による「借金返済」、保健師
による「心の問題」の相談会です。
要事前申込。
■日時 ３月３日㈭11時 ～15時30分
■場所 置賜総合支庁
（米沢市）
■申込締切 ３月１日㈫ 16 時 30 分
◆山形財務事務所理財課
（☎０２３－６４１－５２０１）

弁護士による住まいに
関する無料法律相談
■日時 ３月 17 日㈭ 13 時 30 分
■場所 置賜総合支庁（米沢市）
■定員 先着３人（要事前申込）
■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）

おくりもの
■南陽市へ
▷ランドセル ５個
小林啓市さん（赤湯地区）から
▷タオル・雑巾２１０枚
㈱三幸ソーイングから
■宮内乳幼児保育センターへ
▷雪下ろし・除雪作業
㈱大建工業から
■沖郷小学校へ
▷児童用図書 ３万円分
㈱三陽製作所から
■梨郷公民館へ
▷絵画 ２点
松木靖裕さん（新潟県）から

様々な相談に応じます。お気軽に
ご相談ください。
■期日 ２月 24 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、
そのご家族等
◆ NPO 法人 から・ころセンター
（☎ 21－6436・FAX 27－1303
info@npo-karakoro.com）

発達支援室専門相談
（無料・予約優先）
「進学（就職）予定だが対人関係に
不安がある」
「仕事が長続きしない」
などの悩みを、公認心理師に相談し
てみませんか。
■期日 ３月８日㈫、22 日㈫
■時間 14 時～ 16 時
■場所 赤湯公民館
■対象 概ね 15 歳～ 29 歳の方と
そのご家族
※相談時間は１組 1 時間程度。
※「やまがたサポートファイル」を
お持ちの方は申し込みの際にお知
らせください。
◆福祉課発達支援室（☎40－８２１４）

人口の動き
令和４年１月末現在
（ ）内は前月比

人口

３０，
２７３ 人（－ 24）

男性

１４，
６８９ 人（－ ７）

女性

１５，
５８４ 人（－ 17）

世帯

１１，
４３２ 世帯（－ ３）

・２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
下水道事業受益者負担金

第８期
第８期
第８期
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２月 28 日㈪
◆税務課収納係（☎40 ー０２６３）
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