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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

2022
No.1318４

　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８８７６）※４月８日現在の情報です。

②LINE
（24時間
　対応）▶

①WEB
（24時間
　対応）▶

連絡なしのキャンセルは
おやめください

　急なキャンセルがあると代替接種者の対応が必要な
ことに加え、ワクチンを廃棄せざるを得ないこともあ
ります。職域接種等で接種を既に完了した方、接種を
見合わせたい方は、すこやか子育て課ワクチン接種対
策室（☎40－８８７６）までご連絡ください。

■予約方法

12歳以上17歳以下の方も
　3回目接種が可能になりました

　これまで、新型コロナウイルスワクチンの３回目の接種対象年齢は
18歳以上でしたが、12歳以上に引き下げられました。２回目接種か
ら６か月経過後に接種が可能となります。接種予約も可能となります
ので、右記の方法でご予約ください。
　令和３年10月18日から令和４年２月28日まで２回目の接種を完
了した方で、希望調査のハガキを提出いただいた方には、接種可能な
日が近づいたら接種券と予約確認票を送付します。ハガキ未提出の方
にも接種券を送付しますので、接種を希望する方は、右記の方法でご
予約ください。

　接種可能な月の2か月前をめどに接種券を送付
します。
　接種券が届いたら、接種を希望する方は上記の
予約方法でご予約ください。

③接種予約フリーダイヤル
（☎0120 － 740891/平日９時～16時）

令和3年12月以降に
　2回目を接種した方へ

　予約枠の急なキャンセルがあった際、ワクチンの廃棄
を防ぐため、事前登録者に市からお電話し、空いた枠で
接種を受けられる「キャンセル待ち登録」を受け付けます。
■登録できる方
　①急な連絡に対応できる方

（平日土日関わらず直前にお電話する場合があり
ます。１度目の電話で応答のない場合は折り返
し対応はできません）

　②２回目接種から６か月経過している12歳以上の方
■申込先　

３回目接種の
「キャンセル待ち登録」を受け付けます

③電話（☎0120－740891/平日９時～ 16時）

②LINE
（24時間
　対応）▶

①WEB
（24時間
　対応）▶

日本赤十字社では令和４年３月
福島県沖地震災害義援金を
受け付けています
この義援金は、日本赤十字社を通して、
被災地へ届けられます。
■受付期限　６月30日㈭
■場所　福祉課地域福祉係
　　　　（市役所１階13番窓口）　
◆福祉課地域福祉係（☎40－１６３９）

第 66回山形県
縦断駅伝競走大会

■期日　４月 27 日㈬～ 29 日㈮
■南陽中継所　赤湯公民館前
■通過予定時間　29 日㈮ 10 時 25 分頃
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大
声を出しての沿道応援、大人数で密になる応
援等はご遠慮ください。ご理解とご協力をお
願いします。

◆市民体育館（☎ 49 －２６００）

目指せ 10 連覇！がんばれ南陽・東置賜チーム
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課長級

課長補佐級

係長級

一般職

新規採用職員

建設課
技師 小田愛佳

▽総務課長補佐（兼）秘書係長　岩瀬優子（みらい戦
略課長補佐（兼）広報広聴係長）

▽みらい戦略課長補佐（兼）南陽市文化会館長補佐（兼）
文化会館庶務係長　志賀俊介＝昇格（総務課職員係長）

▽総合防災課長補佐　安彦好樹＝昇格（総合防災課消防
防災係長）

▽すこやか子育て課長補佐　堀越昭彦（農林課長補佐）

▽すこやか子育て課長補佐（兼）ワクチン接種対策室長　
鈴木聡（すこやか子育て課長補佐）

▽ 農林課長補佐　佐藤秀之（総合防災課長補佐（兼）
管理係長）

▽商工観光課付課長補佐（南陽市観光協会派遣）　 西牧
修二 （再任用）

▽建設課長補佐　金子健（すこやか子育て課長補佐）

▽建設課建築専門員　穀野敏彦（再任用）
◆教育委員会

▽社会教育課赤湯公民館長　髙梨敏彦 （再任用）

▽社会教育課沖郷公民館長　粟野清 （再任用）
▽総務課長　穀野純子（ワクチン接種対策主幹）

▽みらい戦略課長（兼）南陽市文化会館長　嶋貫憲仁
（みらい戦略課長）

▽ワクチン接種対策主幹　嶋貫幹子＝昇格（すこやか
子育て課長補佐（兼）ワクチン接種対策室長）

▽市民課長　竹田啓子＝昇格（総務課長補佐（兼）秘
書係長）

▽建設課長　川合俊一＝昇格（建設課長補佐）
◆教育委員会

▽管理課長　鈴木博明（市民課長）

【総務課】 ▽広報広聴係長　加藤由
和（商工観光課観光ブランド係長）

▽ 職員係長　後藤千佳子（社会教
育課文化係長）
【みらい戦略課】 ▽文化会館運営係
長　丹野有紀（福祉課介護庶務係
長）
【総合防災課】 ▽消防防災係長　近
野秀樹（総務課付係長（置賜広域
病院企業団派遣））
【福祉課】 ▽介護管理係長　小林宏
明（建設課管理計画係長） ▽ 介護
業務係長　松田久美（すこやか子

育て課すこやか係長）
【すこやか子育て課】 ▽ワクチン接
種対策係長　髙野淳子 （商工観光
課地域振興係長） ▽ すこやか係長　
佐藤智香子＝昇格（福祉課主任）
【農林課】 ▽農業振興係長　村山陽
平（建設課用地係長）
【商工観光課】 ▽観光ブランド係長　
薮田寛（みらい戦略課文化会館庶
務係長） ▽ 地域振興係長　寒河江
哲朗＝昇格（すこやか子育て課主任）
【建設課】 ▽管理計画係長　梅津智也
（選挙管理委員会事務局選挙係長）

▽用地係長　仁瓶孝弘（農林課農業
振興係長）
【会計課】 ▽出納係長　金子ちあき 
（福祉課介護管理係長）
◆教育委員会
【管理課】 ▽学校給食センター所長　
佐藤勝雄 （再任用）
【社会教育課】 ▽文化係長　小野田
由美子（会計課出納係長）
◆選挙管理委員会事務局

▽ 選挙係長　菅原智子（みらい戦
略課文化会館運営係長）

【総務課】

▽主事　羽染愛（みらい戦略課主事）

▽主事　八島奈緒（社会教育課主事）

▽総務課付主任（置賜広域病院企業
団派遣）　佐藤曜子（財政課主任）
【みらい戦略課】

▽主任　仁部幸太（社会教育課主任）

▽主事　鈴木優花（市民課主事） ▽

技師　松井久 （再任用）
【財政課】

▽主任　堀内律子（総務課主任）
【税務課】

▽主任　樋口恵利（建設課主任） ▽

主事　市川透子（すこやか子育て課
主事）
【福祉課】

▽主任　佐藤裕子（みらい戦略課主
任） ▽保健師　大御紅里（すこやか
子育て課保健師）
【すこやか子育て課】

▽主任　片倉実里（商工観光課主任）

▽主事　小川奈緒子（税務課主事）

▽保健師　濱田良子 （再任用）
【中川児童館】

▽主任　太田芳枝（赤湯幼稚園主任）
【市民課】

▽主任　阿部里香（上下水道課主任）
【農林課】

▽主任　大谷克（すこやか子育て課
主任） ▽主事　辻成一子（農業委員
会事務局主事）
【商工観光課】

▽ 主任　髙橋佳渚里（農林課主任）

▽主事　江口利明（再任用）
【建設課】

▽主任　大木麻紀（税務課主任）
【会計課】

▽主任　戸田一也（みらい戦略課主任）
【上下水道課】

▽主任　堀宏和（市民課主任） ▽主
任　菅原亜由美（税務課主事）

◆教育委員会
【管理課】

▽技能士　堀之内和雄（再任用） ▽

技能士　髙橋順一 （再任用）
【中川小学校】

▽技能士　佐藤順子（赤湯幼稚園技
能士）
【学校給食センター】

▽技能士　田村好昭 （再任用） ▽技
能士　皆川磨里子 （再任用）
【赤湯幼稚園】

▽主任　我妻亜希子（梨郷児童館主
任） ▽主任　鈴木美香（中川児童館
主任） ▽技能士　青木はるみ（学校
給食センター技能士） ▽教諭　佐藤
みゆき （再任用）
【社会教育課】

▽主任　増子博幸（上下水道課主任）

▽主事　髙橋和 （農林課主事）
◆農業委員会事務局

▽主事　淀野千晶（福祉課主事）

令和４年度南陽市職員人事異動
― 行政需要に沿った組織の整備と人員配置 ―

　４月１日に人事異動が発令されました。
　令和４年度は「第６次南陽市総合計画」 の２年目となり、 S

エスディージーズ
D G s（注）の基本理念に沿った持続可能な行財

政運営をさらに推し進める一方、いまだ収束の兆しを見せない新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、 
様々な課題に対して臨機応変かつ的確に対応できる組織体制の整備と人員配置に努めました。

◆問合せ先　総務課職員係（☎40－０２４４）

長い間お疲れさまでした。

▷嵐田淳一（総務課長）
▷吉田弘太郎（技術調整主幹）
▷粟野清（建設課長）
▷穀野敏彦（管理課長）
▷松井久（みらい戦略課長補佐（兼）文化会館施設係長）
▷濱田良子（福祉課地域包括支援センター介護業務係長）
▷江川由里子（学校給食センター技能士）
▷皆川磨里子（学校給食センター技能士）
▷渡部純枝（中川小学校技能士）
▷紺野葵（総務課付置賜広域病院企業団派遣主事）
▷渡部慎之介（上下水道課技師）
▷横山琴音（すこやか子育て課保健師）

令和３年度末退職者

■組織等の主な見直し
▷新型コロナワクチン接種等の対応に万全を期すため
　ワクチン接種対策係長を新設
▷よりきめ細かい情報の共有と発信を行うため
　広報広聴係をみらい戦略課から総務課へ移管
▷技術調整主幹、みらい戦略課文化会館施設係、総合防災課管理

係を廃止
　その他、女性職員を積極的に登用し、 職員が意欲を持って業務
に取り組むことができるよう配慮する等、 様々な社会状況を勘案
した上で、政策課題、行政課題に対応する組織の再編や事務の見
直しを行いました。

　※（　）内は前職です。

税務課
主事 島貫菜菜子

みらい戦略課
主事 奥山幹久

市民課
主事 島津壮宏

すこやか子育て課
主事 山口裕太

財政課
主事 柴田俊二

すこやか子育て課
保健師 石川志歩

上下水道課
技師 平和樹

（3） ４. ４. 16

■異動総数
▷異動総数　78 人
　課長級　６人（うち昇格３人）
　課長補佐級　７人（うち昇格２人）
　係長級　16 人（うち昇格２人）
　一般職　28 人
▷新規採用職員　８人
▷再任用職員　13 人

（注）S
エスディージーズ

DGｓ：「持続可能な開発のために国連が定める国際目標」。
　　　　　　　世界を変えるための 17 の国際目標があります。



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

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は４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。

（4）（4）４. ４. 16（5） ４. ４. 16

住宅リフォームをお考えの方へ

リフォーム工事をする方に
補助金を交付します

◆建設課建築住宅係（☎ 40 －８３９６）

■対象　県内業者と請負契約を締結し施工する
　　　　50 万円以上のリフォーム工事
　　　　（下記の要件工事を含む）
■要件工事　▷新・生活様式対応▷減災・部分

　　　　　補強▷寒さ対策・断熱化▷バリア
　　　　　フリー化▷克雪化▷県産木材使用

■受付期間　随時
■申請方法　申請書に関係書類を添え
　　　　　　建設課に提出
■補助率　

事業名（世帯要件） 補助率（上限額）
暮らそう山形！
移住・定住促進事業

（①移住世帯②新婚世
帯③子育て世帯）（注）

全体工事費の３分の１
（30 万円）

やまがたの家需要
創出事業（要件なし）

全体工事費の５分の１
（24 万円）

（注）詳しい要件は問い合わせください。
※必ず契約前に申請してください。
※原則として持ち家のリフォームに限ります。
※このほかにも要件がありますので、詳しくは事
前に問い合わせください。

※受付は申請順で、市の予算の範囲内で補助します。
※下記の「子育て世代定住促進交付金」と合わせ
ての交付はできません。

登録手数料は無料です

空き家をお持ちの方
「南陽市空き家バンク」に登録しませんか

◆建設課建築住宅係（☎ 40 －８３９６）

　「空き家バンク」は、所有者等から提供された空き家情報を
インターネット上に掲載し、空き家利用希望者に紹介します。
利用には登録が必要です。詳しくは問い合わせください。
■注意事項
▷空き家バンクへの登録は空き家の売買、賃貸を保証するも

のではありません。
▷損傷が進んだ空き家は、お断りする場合があります。
▷複数の相続人や所有者がいる場合は全員の同意が必要です。
▷市は売買や賃貸借の交渉は行いません。仲介は、市が空き家

調査を委託している宅建協会南陽への依頼をおすすめします。
■空き家バンク登録促進事業「家財道具片付け費用補助」
　空き家バンクに登録された空き家の家財道具を片付ける際
の費用を補助します（対象額の２分の１、10 万円以下）。
片付ける前に市に申し込みください。
■
手
続
き
の
流
れ

市内に持家住宅を新築・購入する世帯に
「子育て世代定住促進交付金」を交付します

中島美嘉
「MIKA NAKASHIMA CONCERT
 TOUR 2022『 』」

◆クールマイン（☎０２２－７９６－８７００
　／平日 11 時～ 19 時）

■期日　７月23日（土）
■時間　開場＝16時15分／
　　　　開演＝17時
■場所　シェルターなんよう
　　　　ホール大ホール
■チケット料金（前売）
　▷指定席　８，８００円

※３歳以上有料（３歳未満のお子様は保護者１人につき１人まで
膝上鑑賞可、ただし座席が必要な場合は有料）。

※来場者特典（オリジナルクリアファイルプレゼント）

■チケット市民先行販売（購入枚数１人４枚まで）
▷期間　４月23日㈯～ 30日㈯（月曜休館）
▷受付時間　23日㈯10時～ 21時、
　　　　　　24日㈰以降９時～ 21時
▷場所　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）をご持参ください。

■一般販売　（購入枚数１人４枚まで）
 　【５月８日㈰10時～】

▷チケットぴあ　Ｐコード＝２１６－０５１
▷ローソンチケット　Ｌコード＝２１６９６
▷イープラス　https://eplus.jp

　【５月８日㈰13時～】
▷シェルターなんようホール
　（10日㈫以降は９時～ 21時／月曜休館）

GReeeeN  
LIVE TOUR 2022

「GReeeeN と不思議な大脱走」

◆キョードー東北（☎０２２－２１７－７７８８）

■期日　11月５日（土）

■時間　開場＝16時／
　　　　開演＝17時
■場所
　シェルターなんよう　
　ホール大ホール

■チケット料金
　（前売・１人４枚まで）
　指定席　９，８００円
※年齢制限なし
　（ただし５歳未満のお子様は
　保護者同伴に限る）

■チケット市民先行販売　（購入枚数１人４枚まで）
▷期　　間　４月30日㈯～５月８日㈰（月曜休館）
▷受付時間　４月30日㈯10時～ 21時、
　　　　　　５月 １日㈰以降９時～ 21時
▷場所　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）をご持参ください。

■一般販売　５月14日㈯10時～（購入枚数１人４枚まで）
▷ローソンチケット▷チケットぴあ▷イープラス
　（インターネット販売のみ）

シェルターなんようホール（市文化会館）催事情報

◆建設課建築住宅係
　（☎ 40 －８３９６）

子育て世代の転入と定住を応援します

■対象　右表のいずれかに該当する
　　　　①または②の世帯
　　　　①申請時に中学生以下の子を
　　　　　養育している夫婦
　　　　②50 歳未満の夫婦
■申込方法　所定の交付申請書に関係
　　　　　　書類を添え建設課に提出
※詳細要件がありますので申請前に問い合わせ
ください。

※工事契約・購入契約前に申請ください。
※申請順で、市の予算の範囲内での助成となり
ます。

対象世帯 世帯要件 助成金額
新築住宅 中古住宅

市外から
転入する方

夫婦両方とも申請時に市外に在住
し、市内に初めて転入する世帯

①100万円
② 30 万円

① 50 万円
② 15 万円

U ターン
の方

夫婦いずれかが過去に市内に在住
し、現在市外に居住し申請時に転
出の日から起算して３年以上を経
過し、市外から転入する世帯 ① 50 万円

② 30 万円
① 25 万円
② 15 万円

市内貸家
居住の方

夫婦いずれかが、転出の日から起
算して３年以上を経過した後、市
外から転入し、申請時に市内の貸
家等に居住して５年未満の世帯

「南陽市結婚推進室」は
すてきな出会いを応援します

◆事務局・社会教育課結婚推進係
（☎ 40 －８９９７）

■私たちが結婚アドバイザーです
▷大沼豊広・木村千代子・外山美佳子・後藤俊子・川井
律子・泉妻智香子（赤湯・中川地区）▷朝岡里子・佐藤
仁志（宮内地区）▷須貝龍男、須貝啓子、石黒桂子、鈴
木久美（沖郷地区）▷松木和夫（梨郷・漆山地区）▷佐
藤敏子（金山・吉野地区）▷佐藤和子（事務局長）

「なんよう婚活Ｏ
お う え ん だ ん
ｈ！縁団」を募集します

　結婚しやすい環境づくりをみんなで応援しませんか。
■対象　事業所、団体、各種サークル

　「南陽市結婚推進室」は、
日 本 の 伝 統 の「仲人制度」
等を取り入れながら、出会い
の機会拡大に努めています。
　平成 20 年設立から、お見
合い 374 件、成婚数 47 件の実績があります。
　個人情報は厳重に管理します。県の「やま
がた縁結びたい」にも加入しています。
　お気軽にご相談ください。

1 人ひとりが感染対策を
手
洗
い
・
消
毒

不
織
布
マ
ス
ク

密
を
避
け
て

調
査
／
委
託

市空き家バンク

空き家所有者 空き家を
利用したい方

募集／登録募集／登録

調
査
／
委
託

調
査
／
委
託

募集／申込募集／申込

県宅地建物取引業協会南陽
（協力事業者）仲介・契約調査／相談調査／相談 説明／相談説明／相談



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

（6）（6）４. ４. 16（7） ４. ４. 16

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は４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。

お知らせ
国の特別天然記念物
カモシカに近づかないで

　
　カモシカを見つけたら、
次のことを守ってください。
▷大声を出したり犬をけしかけ

たりすると、興奮して角で攻撃さ
れる危険性があります。むやみに
近づかず、静かにその場から立ち
去ってください。

▷５月・６月は出産期で幼獣を見
かけることも多くなります。一度
人間の臭いがつくと母親は見捨
てることもありますので、幼獣を
保護しないでください。

▷死んでいる場合は、検死などの手
続きが必要ですので、できる限り動
かさず下記に連絡してください。

◆社会教育課文化係
　（☎40－８９９６）

「自生山菜」の
放射性物質に注意！

　「自生山菜」のシーズンを迎えます
が、次のことに注意してください。
▷生育環境の違いにより放射性物

質の濃度にばらつきがあるため、
出荷前の検査を徹底してください。

▷安全性を確認してから出荷（イン
ターネット等による通信販売を含
む）してください。

▷特にコシアブラは、過去に基準値
を超える放射性物質が検出されて
います。

◆農林課林務係（☎40－８３２０）

事業者の方向け
消費税インボイス制度
説明会を開催します

　令和５年10月から導入される消費
税仕入れ税額控除方式「インボイス
方式」に関する説明会を開催します。
■期日　４月27日㈬、５月27日㈮、
　　　　６月７日㈫
■時間　14時（１時間程度）
■場所　米沢税務署（米沢市）
■対象　事業者の方　
■申込締切　各回前日
　（定員になり次第受付終了）
◆米沢税務署法人課税部門
　（☎22 ー６３７５）

水道メーター検針を
再開します

　冬期間休止していたメーター検針
を今月から再開し、令和３年12月
～令和４年４月分までの使用量を
お知らせします。前もってメーター
ボックスの周りを片づけるなど、検
針にご協力をお願いします。冬期概
算で納入いただいた料金は、５月に
精算します。
◆上下水道課案内窓口
　（☎40－８４３０）

講座・催し

子ども読書の日関連催事
図書館スペシャル
ウィーク

　市立図書館では、「こどもの読書
週間」期間に子ども向けの楽しいイ
ベントを開催します。
　小学生限定図書館クイズ
■内容　期間中、図書館で配布する

問題にチャレンジ！採点後、得点
上位者には素敵なプレゼントがあ
ります。

■問題配布　４月29日㈮～５月８日㈰
　ぬいぐるみおとまり会（要事前申込）
■日時　５月４日㈬～５日㈭ 
■内容　おうちのぬいぐるみに図

書館にお泊まりしてもらいます。
詳細は参加者に後日郵送します。

■対象　どなたでも
■定員　先着10人
■申込方法　電話か来館
■申込締切　４月24日㈰
　よちよちお話し会（乳児向け）
■日時　４月30日㈯11時
■内容　赤ちゃん向けのおはなし会
■定員　８人程度
　絵本ふくふく袋
■日時　５月３日㈫
■内容　中身が見えないようにした
「絵本の福袋」の貸出を行います。
限定10セット。

　おうちでしおり作り
■日時　５月４日㈬
■内容　おうちで作れるしおりのキッ

トを配布します。限定15セット。
フィルムコートサービス

■日時　５月５日㈭
　　　　（最終受付は16時まで）
■内容　大切にしている本に、透明

なフィルムでカバーをかけます
（１人１冊まで）

■定員　先着10人（大人も参加可）
　共通事項
　詳しくは問い合わせください。新型
コロナウイルスの感染状況により、
変更・中止となる場合があります。
◆市立図書館（☎43－２２１９）

学年や学校区を超えた、新たな仲間との出会い

きらきら・E
え く ぼ
KUBOキッズで

ワクワクする体験をしてみませんか
◆社会教育課社会教育係（☎40－８９９２）

■対象　市内の小学校４～６年生
■参加料　５００円／回
■定員　先着30人　
■申込締切　4月22日㈮
■申込方法　やまがたｅ

イー
申請（詳しくは市ＨＰから）

期日 場所 内容
５/28 ㈯ 旧中川中 結団式＆きら・EKU版逃走中
７/30 ㈯～
７/31 ㈰

飯豊少年
自然の家

夏の宿泊体験エンジョイ☆サ
マー 2022（参加料 3,000 円）

９/17 ㈯ 夕鶴の里 夕鶴の里巡り
11/５㈯ 赤湯小学校 和太鼓演奏に挑戦！

R5.１/21㈯ 飯豊少年
自然の家 スノーチューブ体験

R5.３/４㈯ 赤湯公民館 解散式（１年間のふりかえり）

活動サポートボランティア募集
きら・E

え く
KUキッズをサポートしてみませんか？

講座ごと可能な範囲でのご協力をお願いしています。
■対象　中学生以上
※参加費等が発生する場合があります。

■
日
程（
予
定
）

地域協働で、安全で安心な住み良い生活環境を

生活排水路の整備と
生活道路整備への補助を行います

◆建設課土木係（☎40－８３９４）
■対象

▽生活排水路（100％市負担で工事）
　＝生活雑排水により地域の環境が著しく阻害され、
　　衛生面から整備の緊急性が認められる水路

▽生活道路（市が事業費の２分の１以内（上限50万円）
　を補助）＝市内の生活道路（高速道路、国県市道を除く）

■申込方法　地区長を通して事前協議書を提出
■申込締切　５月16日㈪
※現地調査をし、必要性や事業効果等を検討して決定し
ます。その他条件については問い合わせください。

　令和３年度実績
■事前協議　生活排水路整備42件
■実施事業　 ▽コンクリート水路設置

＝14組（漆山）、高梨・蒲生田・郡
山中・島貫（沖郷） ▽水路撤去再設置
＝椚塚一（赤湯）▷側溝設置＝長岡

（赤湯） ▽側溝蓋設置＝田町下（宮内）

施工前施工前

施工後施工後

17組（漆山）コンクリート水路設置
（令和２年度実績）▶

◀
昨
年
度
の
様
子

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
を
と
り
実
施
予
定
。

合併処理浄化槽への切替
えに補助金を交付します

　汲み取り便槽・単独処理浄化槽の
方は、合併処理浄化槽へ切り替えま
しょう。受付は申請順で、市の予算
の範囲内で補助します。
■対象　次の全てを満たす方
▷該当地域が公共下水道事業認可

区域外かつ農業集落排水施設区域外
▷処理対象人槽が10人槽以下の
　個人住宅
▷令和５年３月10日まで完成できる
※詳しい要件は問い合わせください。
■補助金額

対象処理人員 補助金額
５人槽 35 万 2,000 円
７人槽 44 万 1,000 円
10 人槽 58 万 8,000 円

※単独処理浄化槽・汲み取り便槽から
合併処理浄化槽へのリフォームをす
る場合に限り、上限30万円の配管助
成があります。
■上乗せ助成
　汲み取り便槽、単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽へリフォームす
る場合、県の上乗せ助成があります。

対象処理人員 補助金額上限
５人槽 16 万円

6 人槽以上 20 万円

■申込方法　施工業者と相談し
　補助金申請書を提出
◆上下水道課給排水係（☎40－８８４５）

新たに下水道を利用する方の
工事費の一部を助成します

　既存の住宅で新たに下水道の利用を始める場合に、工事費の一部（工事
費の２分の１、上限20万円）を助成します。

対　象 補助上限
▷下水道供用開始から３年を経過していない建

物の所有者、または排水設備設置期限延期申
請を提出している方（相続人含む）

▷下水道未接続の自宅を取得（第三者からの購
入等）してから３年を経過していない方（相続
等の近親者からの取得を除く）

合 併 処 理 浄 化
槽からの転換 10 万円

汲み取り便槽、
単 独 処 理 浄 化
槽からの転換

20 万円

上記以外の方 ５万円

※令和４年4月1日以降に工事着手する方が対象です。
※新築・建替え・一部接続・法人は対象となりません。
※助成を受けるためには、工事を行う前に申請する必要があります。
　詳しくは問い合わせください。

くりえいと工房再生品
を無償で提供します

■提供品　自転車10台、家具類５点
※申込は１世帯各１点まで。
■展示期間　展示中～５月７日㈯
■公開抽選日時　５月10日㈫10時
※申込時は本人確認書類（運転免許

証、健康保険証など）が必要です。
■場所　千代田クリーンセンター
◆千代田クリーンセンター
　（☎57－４００４）

広
　
告

いちょうの家 創立３０周年記念 春の花苗特売会

30周年を記念して当日御来場者様にもれなく景品あり‼

芝桜、ペチュニア、ベゴニア、マリーゴールド他
春の花苗、鉢花、寄せ植え多数
50円より～　※当日のみの価格です。

開催日時 4/29（金、祝日）　9:00～15:00
開催場所 「いちょうの家」　（南陽病院東側）
TEL 0238-47-3456 　　　※PayPay使えます

◆上下水道課給排水係
　（☎40 ー８８４５）
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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

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は４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。

危険物取扱者試験
準備講習会

■区分　①乙種第４類②丙種
■期日　① ５月25 日㈬・26 日㈭（２
　　　　日間）②５月 25 日㈬
■時間　①②９時 30 分～16 時30分
■場所　飯豊町町民総合センター
　　　　「あ～す」
■申込締切　５月 13 日㈮
■定員　① 50 人② 20 人
◆南陽市危険物安全協会事務局
　（南陽消防署内・☎43－３５００）

心体（ココカラ）
体操教室　

　運動習慣のきっかけに一緒に楽
しく体を動かしませんか。参加す
ることで自宅でできる運動のバリ
エーションが増えます。　
■期日　５月 11 日・18 日・25 日、

６月１日・８日・15 日・22 日・
29 日、７月６日・13 日　

　（全て水曜日・計 10 回）
■時間　10 時～ 11 時 30 分
■場所　南陽市民体育館１階
　　　　「エアロビクスフロア」
■内容　ストレッチ、筋トレ、
　ウォーキング（雨天時はランニン

グマシーン、エアロバイク）等
■講師　健康運動指導士
■対象　国民健康保険加入の方
■定員　先着 20 人
■参加料　２, ０００円
■申込期間　４月18日㈪～28 日㈭
◆すこやか子育て課すこやか係
　（☎ 40 ー１６９１）

第 14回　大森林祭

■日時　５月５日㈭ 10 時～ 15 時
■場所　旧ＪＡ山形おきたま吉野
　　　　支店（吉野地内）
■内容　白鷹山、吉野石膏の森散策、

木工クラフト、各種体験
◆ＮＰＯ法人美しいやまがた森林

活動支援センター　（☎０８０－
５５７５－１５６１）

※詳細は同センター HP を
ご覧ください▶

発達支援室専門相談
（無料・予約優先）

公認心理師が相談をお受けします。
■日時　４月20日㈬14時～ 16時、

５月18日㈬９時30分～11時30分、
13時30分～ 16時30分
■場所　赤湯公民館
■対象　概ね15歳～ 29歳の方と
　　　　そのご家族
◆福祉課発達支援室（☎40－８２１４）

おくりもの
■市内小中学校へ
　▷学校図書　242冊（100万円相当）
　山形第一信用組合から
■市内小中学校、赤湯幼稚園、市立
　児童館へ
　▷手指消毒液 500ml　70 本　　
　明治安田生命保険相互会社置賜
　営業所から
■赤湯中学校へ
　▷ブルーファンヒーター　２台　
　令和３年度赤湯中学校卒業生一同から
■宮内中学校へ
　▷大型液晶ディスプレイ・マイカー
　　P ｒｏ　一式
　令和３年度宮内中学校卒業生一同から
■沖郷中学校へ
　▷ロボット掃除機　　１台　　　
　令和３年度沖郷中学校卒業生一同から
■赤湯幼稚園へ
　▷カンガルーボール　　４個
　▷タイムタイマー　　　１台　　
　▷絵本　　　　　　　　３冊　　
　令和３年度赤湯幼稚園卒園児
　保護者一同から

※４月の納税はありません。
　来月以降の納税は
　こちらでお知らせします。

人口の動き
令和４年３月末現在
（　）内は前月比

人口 ３０，１４８ 人 （－ 90）
男性 １４，６２６ 人 （－ 44）
女性 １５，５２２ 人 （－ 46）
世帯 １１，４４８ 世帯（＋24）

４. ４. 16 （8）（8）

５月の相談

　すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時　31㈫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　18㈬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　２㈪･16㈪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　17㈫･19㈭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　28㈯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　26㈭
◆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　20㈮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　２㈪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　27㈮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
　５月の休日窓口
■期日　28日㈯・29日㈰
■時間　９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係（☎40－８２５４）


