
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
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◀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

　申込受付中！　６月６日㈪まで！（必着）
■申込方法　受験申込書を総務課職員係に提出
※郵送の際は封筒表に「市職員採用試験申込」と朱書きすること。
※申込者には受験方法を記載したメールをお送りします。

■受験申込書の取得方法 　 ▽市HPからダウンロード（上記QR）

　 ▽郵便請求 ▽総務課（市役所３階）

　申込先　 〒999-2292　山形県南陽市三間通436の１
　　　　　 南陽市総務課職員係（☎40－０２４４）

　１次試験はオンラインで！
　インターネットに接続できるパソコンであれば、
都合のいい時間・場所で受験できます。
■１次試験期間　６月20日㈪～７月８日㈮
■試験科目　性格検査、基礎能力検査（市職員として必要な
　「コミュニケーション力」「思考力」「判断力」「知識の吸収力」の検査）

■２次試験　８月下旬実施予定（人物試験）

区分 職種 採用予定人数 受験資格

上
級

一般行政

若干名

平成９年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方（または、平成13年４月２日以降に生まれ、学校教
育法による大学を卒業した方または令和５年３月までに卒業見込みの方）（※１）土木技術

建築技術 ※１のほか、建築士（二級以上）の資格を有する方
保健師 ※１のほか、保健師免許を有する方または令和５年３月31日までに行われる保健師国家試験により免許取得見込みの方

上
級
社
会
人
枠

一般行政
昭和 57年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方（※２）

土木技術
建築技術 ※２のほか、建築士（二級以上）の資格を有する方
保健師 ※２のほか、保健師免許を有する方

※住所要件はありません。　※重複応募はできません。　※日本国籍を有しない方、地方公務員法第16条に該当する方は受験できません。

つながり　つどう　縁結ぶまち　南陽

令和 5 年４月１日採用予定　第 1 回 南陽市職員採用試験

一
緒
に
作
ろ
う
。

南
陽
市
の

ミ
ラ
イ

　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）※５月９日現在の情報です。

５

■対象　▶３回目接種から５か月間経過している60歳以上の方
　　　　▶18歳以上60歳未満で基礎疾患等のある方
　　　　　（接種希望調査に同封する文書等で詳細をご確認ください。）
■３月末まで３回目の接種を完了した方にハガキで接種希望調査を送付します

▶ハガキを投函いただいた方
６月上旬から順次接種券、予約票（日時・会場を市で指定）を郵送します。
市から指定された日時、場所、ワクチンでの接種にご協力ください。
▶接種を決めかねている方、ハガキの提出を忘れた方
60歳以上の方は、３回目接種の４か月後を目途に接種券を郵送します。
予約方法については、市ホームページ等でお知らせします。
18歳以上60歳未満で基礎疾患等のある方は、希望されてから接種券の
発行となりますので、お問い合わせください。

４回目のワクチン接種について

安全安心に過ごし、感染拡大を防止しな
がら社会経済活動を維持・回復していく
ために、国では下記を推奨しております。
・基本的な感染対策を徹底する
・日常生活の中で積極的に検査を受ける
・若者を含めてワクチン３回目接種を早め
に受ける
※若い人であっても新型コロナに感染し
た後、重症化することや長引く症状（い
わゆる後遺症）が生じることがありま
す。
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■開庁時間　平日8時30分～ 17時15分　

Information
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は５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６月定例会日程
※変更の場合があります

期日 日程
６/ ６㈪ 本会議　開会
６/ ７㈫～９㈭ 一般質問
６/10 ㈮ 総務常任委員会
６/13 ㈪ 文教厚生常任委員会
６/14 ㈫ 産業建設常任委員会
６/16 ㈭～17 ㈮ 予算特別委員会
６/21 ㈫ 本会議　閉会
◆議会事務局（☎40－８４４５）

障がいがある方の軽自動車
税（種別割）を減免します

■対象　車検証の使用者または所有
者が障がいのある方ご本人名義の
軽自動車、二輪車、原動機付自転車

（１人当たり普通自動車含め１台）
※詳しくは問い合わせください。
■申請期限　５月31日㈫厳守
◆税務課市民税係（☎40－０２５８）

自動車税種別割の
納期限は５月31日㈫

　忘れずに期限まで納めましょう。
◆置賜総合支庁税務課（☎26－６０１４）

万一の火災に備え　　
消火栓を点検します

　外観調査や水出し点検により、水
道が濁る場合があります。ご理解と
ご協力をお願いします。
■期日　５月17日㈫～７月31日㈰
　　　　　（土日は除く）
■調査地区　漆山・吉野・沖郷・梨郷
◆南陽消防署（☎43－３５００）

水道メーターを
交換します

　有効期間が満了になる水道メー
ターを交換します。交換の費用、交
換作業の立会いは必要ありません。
　前もってメーターボックスの周
りを片づけるなど、交換作業にご協
力をお願いします。詳しくは対象者
へハガキでお知らせします。
◆上下水道課案内窓口
　（☎40 ー８４３０）

県営桜木住宅１号棟
入居者（一般用・単身可）

■階数・戸数　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　６月６日㈪～ 10日㈮
■受付時間　平日10時～ 17時
■入居時期　令和４年８月上旬
◆㈱西王不動産置賜事務所
　（☎24－２３３２）

市立図書館
雑誌スポンサー

　企業や商店、個人の方から雑誌の
提供または購入代金を負担しても
らう代わりに、館内閲覧の雑誌最新
号のカバーにスポンサー名等を表
示します。
◆市立図書館（☎43－２２１９）

講座・催し
認知症予防教室
「コグニサイズ」（無料）

■期日　６月17日㈮～８月３日㈬
　の間の計14回
■時間　10時～ 11時30分
※初回と最終回は機能検査のため

１人約２時間かかります。
■対象　65歳以上の方（先着14人）
■申込締切　６月３日㈮
◆南陽市地域包括支援センター
　（☎40－１６４６）

ながらエクササイズ
健康講座（無料）

　自宅で何も使わずにできる“なが
ら”体操や、身近なものを利用して
行う運動を学べます。
■日時　６月２日㈭10時～11時30分
　（受付は9時30分から）
■場所　シェルターなんようホール
■対象　74歳以下の方（先着30人程度）
■講師　鹿俣修氏
■申込締切　５月31日㈫
◆すこやか子育て課すこやか係
　（☎40 ー１６９１）

有害鳥の駆除に
ご理解・ご協力を

　成熟期のさくらんぼをムクドリ、
スズメ、カラス等の有害鳥の被害か
ら守るため、市内猟友会の協力によ
り有害鳥を駆除しています。下記の
期間は普段より広範囲で行いますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
■期間　５月26日㈭～６月30日㈭
　　　　午前5時～ 7時
■対象　市内さくらんぼ園地
◆JA山形おきたま東部園芸センター
　（☎45－３００５）

人権擁護委員に
お気軽に相談ください

　人権擁護委員は、法務大臣から委
嘱されたボランティアです。人権相
談や、人権への関心を高める活動を
行います。相談は無料で、秘密は固く
守られます。お気軽に相談ください。
■人権擁護委員（敬称略）
▷葊居安子、阿部享子、髙橋啓子（宮内）
▷大澤実、伊藤豊一（郡山）　　　
▷小林寿子（池黒）▷黒澤愼一郎（二色根）
◆市民課生活係（☎40－８２５５）

募　集
会計年度任用職員
（選挙管理委員会事務局）

■業務内容　選挙事務補助、期日前
投票所の受付
■応募資格　特にありません
■雇用期間　６月13 日㈪～７月22 日㈮
■募集人数　３人
■勤務時間　基本週 35 時間／期日

前投票期間 17 日間は月曜～日曜
日、８時 30 分～ 20 時 15 分／投
開票日は８時 30 分～ 21 時 30 分

※交代勤務・時間外勤務手当有、応相談。
■賃金　時給９０７円（平日・休日

時間外は別途支給）
■申込方法　市販の履歴書に必要事

項を記入し下記に郵送・持参
■申込締切　５月 27 日㈮必着
※受付後随時面接を行います。
◆選挙管理委員会事務局
　（☎ 40 －８５３６）

■一般会計（前年度繰越含む）
 予算額 197億1,625万円

一般会計 収入済額 171億7,229万円（87.1％）
支出済額 170億1,951万円（86.3％）

■特別会計

国民健康保険
（事業勘定）

 予算額  33億8,234万円
収入済額 29億6,920万円（87.8％）
支出済額 30億2,204万円（89.3％）

国民健康保険
（直営診療施設勘定）

 予算額  229万円
収入済額 47万円（20.5％）
支出済額 160万円（69.6％）

財産区
 予算額  １億1,426万円
収入済額 １億　182万円（89.1％）
支出済額 １億　144万円（88.8％）

育英事業
 予算額  721万円
収入済額 592万円（82.1％）
支出済額 120万円（16.7％）

介護保険
 予算額 39億2,734万円
収入済額 31億8,148万円（81.0％）
支出済額 32億6,440万円（83.1％）

後期高齢者医療
 予算額 ４億　747万円
収入済額 ３億9,686万円（97.4％）
支出済額 ３億8,475万円（94.4％）

※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４年３月末現在高

土地 2,308 万 4,344㎡
建物 13 万 4,841㎡
有価証券 5,505 万円
出資による権利 1 億 9,939 万円

■基金の状況
区分 令和４年３月末現在高

財政調整基金 ７億　222 万円
スポーツ振興基金 4,873 万円
川﨑勇・艶香育英基金 6,000 万円
福祉振興基金 1,248 万円
ごみ減量基金 2,980 万円
国民健康保険給付基金 3 億 4,047 万円
介護保険給付基金 ５億 1,144 万円
減債基金 １億 1,097 万円
薮田艶子まちづくり基金 3,261 万円
皆川健次菊まつり振興基金 5,000 万円
その他の基金 14 億 5,360 万円
合計 33 億 5,232 万円

■市債等の状況
区分 令和４年３月末現在高

一般会計 142 億 5,740 万円

令和３年度
　　　下半期
（令和３年10月１日～
　令和４年３月31日）

　どうして収入済額と予算額が大きく違うの？
お金の出し入れが４～５月にも行われるためです

（「出納整理期間」と言います）。最終的な決算は、
９月議会で認定された後にお知らせします。

（2）（2）

※千円の位は四捨五入しています。

※（）は執行率。

猫の避妊手術費補助金、
愛護活動事業費補助金を
交付します

　市では今年度から、飼い主
のいない猫等の増加を防止す
るため、補助金を交付します。

■補助内容
▷猫の避妊手術費補助金
　市内に住所がある者または市内に事業

所もしくは住所がある団体で、飼い主の
いない猫等に対し県内の動物病院で避
妊手術を受ける方への補助金

　詳しくは市HPをご覧ください▶

▷猫愛護活動事業費補助金
　市内に事務所または住所があり、県知

事から委嘱された動物愛護推進員が所
属する団体が、飼い主のいない猫等の
適正な保護および管理を図るための事
業に対する補助金

◆市民課環境係（☎40－８２５６）

【おわびして訂正いたします】市報なんよう５月1日号P.15「活き活き貯筋教室」の曜日に誤りがありました。
　　【誤】嵐田接骨院　毎週水曜日・金曜日　太子堂鍼灸整骨院　毎週火曜日・金曜日
→　【正】嵐田接骨院　毎週火曜日・金曜日　太子堂鍼灸整骨院　毎週水曜日・金曜日

◆㈱ノア（☎０１２０－２０－０１５３）

■期日　９月23日（金・祝）
■時間　開場＝12時30分／開演＝13時30分
■場所　シェルターなんようホール大ホール
■チケット料金（全席指定）
　▷S席　 ７，０００円　▷A席　６，０００円
※未就学児の入場はお断りします。また、乳幼児の同伴はできません。
※車椅子席をご希望の方は㈱ノアへご連絡ください。

■チケット市民先行販売（購入枚数１人４枚まで・４００枚限定）
▷期間　５月28日㈯～６月５日㈰（月曜休館）
▷受付時間　28日㈯10時～ 21時、29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　６月22日㈬10時～
▷ローソンチケット　Ｌコード＝22950　▷チケットぴあ　Ｐコード＝217－186
▷チケットノア　https://www.ticketnoah.com/
▷ノア電話受付　☎0120－20－0153/平日10時～ 17時
▷シェルターなんようホール（22日㈬10時～ 21時、23日㈭以降９時～ 21時
　／月曜休館、月曜祝日の場合は翌日休館）

シェルターなんよう
ホール（市文化会館）
催事情報

福田こうへい
コンサートツアー２０２２
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は５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。

アダージョコンサート
２０２２

■日時　６月12日㈰14時開演
■場所　長井市民文化会館
■入場料　▷一般1,500円▷学生1,000
　円▷親子（中学生以下）2,000円
※当日券は各500円増。
◆尾形（☎０９０－１３７９－１２５０）

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・場所
　6月15日㈬  赤湯公民館
　6月21日㈫  シェルターなんよう

ホール（市文化会館）
■時間　14時～ 16時
■対象　概ね15歳～ 29歳の方と
　　　　そのご家族等
◆福祉課発達支援室（☎40－８２１４）

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

■日時　６月16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）
◆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
■市内小学校、赤湯幼稚園へ
　職育絵本　８冊
　山形パナソニック㈱から

（4）（4）４. ５. 16

写真上達講座～写真の撮り方
をワンランクアップさせよう！～

■日時　６月11日㈯・７月２日㈯
　９時30分（２日間で１講座）
■場所　宮内公民館
■講師　青木守氏（写真クラブ指導者）
■対象・定員　どなたでも・10人
■参加料　1,000円
■申込締切　５月31日㈫
◆宮内公民館（☎47－３１１２）

夕鶴の里語り部
養成講座（無料）

　子どもの部と大人の部に分かれ
て民話を語る練習をします。
■期日　６月18日㈯、７月２日㈯・

16日㈯・30日㈯（全４回）
■時間　13時30分～ 15時
■場所　夕鶴の里
■対象　民話・語りに興味のある方
■申込締切　６月10日㈮
◆夕鶴の里（☎47－５８００）

夕鶴の里企画展
「近代山形旅行案内展」

■期間　５月11日㈬～９月４日㈰
■場所　夕鶴の里特別展コーナー
■開館時間　9時～ 16時30分
■休館日　毎週月曜（祝日の場合開館）
■入場料　  大人３３０円（２７０円）、

子供１１０円（５０円）
※（　）は団体料金（15人以上）。
◆夕鶴の里 （☎47－５８００）

講座・催し

人口の動き
令和４年４月末現在　※（）内は前月比

人口 ３０，１３５ 人 （－ 13）
男性 １４，６１７ 人 （－ 9）
女性 １５，５１８ 人 （－ 4）
世帯 １１，４７９ 世帯（＋ 31）

・５月の納税・
軽自動車税種別割　　　　第１期
固定資産税・都市計画税　第１期

 ※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限　５月31日㈫

６月の相談

　すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時　28㈫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）
　市民無料法律相談（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　25㈯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　23㈭
◆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　７㈫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
　６月の休日窓口
■期日　11日㈯・12日㈰
　　　　25日㈯・26日㈰
■時間　９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係（☎40－８２５４）
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