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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
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■応募条件　被写体が市民の方
■応募方法　撮影した写真に被写体の氏名、年齢、住所、
　　　　　　投稿者の氏名、被写体とのご関係、住所、
　　　　　　電話番号を明記してメール/郵送/持参
■応募締切　12 月9日㈮
■注意点
　▷写っている人の了解を得てご応募ください。
　▷応募は被写体１人につき１点までです。
　▷特殊効果など、画像加工した作品は掲載できません。
　▷掲載時の大きさや位置などは選べません。
　　応募数によっては裏表紙への掲載となる場合があります。
　▷明るさや画質等で掲載できないと思われる写真は、
　　再度送付をお願いする場合があります。

■応募条件　卯年の市民の方（昭和２・14・
26・38・50・62年、平成11・23年生まれ）

■申込方法　電話またはメールで氏名、年齢、
住所、電話番号（他薦の場合は申込者氏名と
本人とのご関係も）をお知らせください

■申込締切　11 月30日㈬

※申込多数の場合は地区・年齢等により調整を行
うため、ご希望に添えない場合がございます。

　申込締切日後、総務課からご連絡してインタ
ビューの方法や日程（12月上～中旬）を調整します。

①笑顔の写真大募集！
　あなたの笑顔で市報の表紙
　飾ってみませんか

年齢制限はありません。
たくさんの笑顔をお待ちしています。

②あつまれ！卯
うさぎどし
年！

令和５年に年男・年女を迎える
卯年の方に、最近の楽しみや新
年の目標をお聞きするインタビ
ュー企画を行います。

「インタビューを受けてみたい！」
という方は、ぜひご連絡をお願
いします。

▲令和４年１月１日号※ ▲令和４年１月１日号※　（一部抜粋）

※デザインは変更になる場合があります。

市報なんよう令和５年１月１日号　市報なんよう令和５年１月１日号　新春新春特別企画特別企画

■申込先　〒999-2292　南陽市三間通４３６－１　南陽市総務課広報広聴係（市役所３階）
　　　　　☎４０－０３１９　 somu5@city.nanyo.yamagata.jp

南陽市 全市民応援クーポン
（燃料・物価高騰対策）を
配布しています
■対象 　令和４年 10 月１日現在、南陽市にお住まいの方
　　　　（南陽市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

※クーポンは世帯主宛に世帯全員分を郵送しています。
※ 10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）■利用期限 　令和５年１月 15 日㈰

※見本
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■一般会計（前年度繰越含む）
 予算額 183 億 4,142 万円

一般会計 収入済額   78 億 9,402 万円（43.0％）
支出済額   62 億 3,751 万円（34.0％）

■特別会計

国民健康保険
（事業勘定）

 予算額  33 億 7,836 万円
収入済額  12 億 0,859 万円（35.8％）
支出済額  13 億 9,723 万円（41.4％）

国民健康保険
（直営診療施設勘定）

 予算額  226 万円
収入済額  10 万円 （  4.2％）
支出済額  65 万円 （28.7％）

財産区
 予算額  1 億 1,944 万円
収入済額  4,526 万円（37.9％）
支出済額  3,718 万円（31.1％）

育英事業
 予算額  411 万円
収入済額  432 万円（104.9％）
支出済額  126 万円（30.6％）

介護保険
 予算額  38 億 9,673 万円
収入済額  16 億 5,572 万円（42.5％）
支出済額  14 億 2,600 万円（36.6％）

後期高齢者医療
 予算額  ４億 3,665 万円
収入済額  1 億 4,428 万円（33.0％）
支出済額  1 億 4,179 万円（32.5％）

※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９月末現在高

土地 2,308 万 4,200㎡
建物 13 万 5,750㎡
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９月末現在高

財政調整基金 ７億 0,222 万円
減債基金 1 億 1,097 万円
地域振興基金 ８億 3,079 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
国民健康保険給付基金 ３億 4,047 万円
ごみ減量基金 2,980 万円
介護保険給付基金 ５億 1,144 万円
中小企業緊急経済対策利子補給等基金 １億 9,489 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 ４億 4,383 万円
合計 33 億 5,575 万円

令和４年度
　　　上半期

（令和４年４月１日～
　令和４年９月30日）

■市債等の状況
区分 令和４年９月末現在高

一般会計 148 億 5,951 万円

※（）は執行率。
　千円の位は四捨五入しています。

   水道・下水道事業決算状況 ◆上下水道課経営係　
　（☎４０－８４２９）

令和４年度
上半期

（令和４年
９月30日現在）

※１、３～６の用語は11月1日号４ページの用語解説をご覧ください。
※２　本市では水道用水のほぼすべてを県（置賜広域水道）から受水しており、
　　　その購入費がほとんどを占めます。

資本的収入資本的収入
（企業債（企業債※５※５、補助金等）は、補助金等）は
年度末に収納されます年度末に収納されます

出資金･負担金
　46万円

下水道事業

水道事業

建設改良費※4
3,430万円

企業債償還金※5
３億5,362万円

出資金･負担金
１億8,673万円

総収入総収入
１１億億8,6738,673万円万円

資本的収入のうち、
企業債※５※５、補助金等は
年度末に収納されます

総支出
３億8,792万円

特別損失
　5万円

水道料金水道料金
３３億億 5,5385,538万円万円

支払利息
929万円

その他
収入
596万円

長期前受金戻入※１
1,044万円

浄水費※２
１億1,231万円

総収益
３億7,178万円
総費用

2億9,949万円その他費用
8,819万円

減価
償却費等※３

8,965万円

■収益的収支
水道料金など水道料金など
水をお届け水をお届け
するためのするための
収支収支
※消費税抜※消費税抜

■資本的収支

※消費税込※消費税込

水道管など水道管など
施設を建設・施設を建設・
更新する更新する
ための収支ための収支

■収益的収支

※消費税抜※消費税抜

下水道使用料など下水道使用料など
汚水・雨水を汚水・雨水を
処理する処理する
ための収支ための収支

■資本的収支

※消費税込※消費税込

下水道管など下水道管など
施設を建設・施設を建設・
更新する更新する
ための収支ための収支

一般会計
負担金・補助金
３億1,805万円

その他収入
28万円

下水道
使用料

１億7,207万円

その他費用その他費用
2,5342,534万円万円

減価償却費等※３

２億8,569万円

総収益
5億9,156万円

長期前受金
戻入※１
１億116万円

流域下水道
管理運営費※6
8,967万円

支払利息支払利息
4,9664,966万円万円

総費用
４億5,036万円

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）
※11月９日現在の情報です。

ワクチン接種を希望する方へ

ワクチン接種は
任意となります

体調面等に不安のある方は、事前に主
治医等にご確認いただくようお願いし
ます。一般に、ワクチンなどの医薬品
は、正しく使用しても一定の割合で副
作用（副反応）が発生する可能性があ
ることから、最終的に接種するかどう
かは、ご本人の意思、保護者の同意で
接種していただきます。

接種予約をキャンセルする時は
必ずご連絡ください

　ワクチン接種の予約を、連絡なしでキャンセルされる方がいらっ
しゃいます。急なキャンセルは、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考えられます。

　キャンセルする場合は、接種予約日の 10 日前までに、予約申込
をした方法で手続きをお願いします。体調不良等で 10 日前を過ぎて
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（☎４０－８８７６）までご連絡ください（休日の場合には、
市役所代表☎４０－３２１１へ）。

区分 対象 接種日時等・備考 予約方法

オミクロン
株対応
２価

ワクチン
(BA4/5)

従来型ワクチンの２回目接種、
３回目接種、４回目接種から
３か月間経過している
12歳以上の方

■年末年始の新型コロナの流行に備えましょう
これまでの２年間、年末年始の後に新型コロナは流行しています。
流行に備えて、重症化リスクの高い高齢者等はもとより、年齢の
若い方もオミクロン株対応２価ワクチンの接種をご検討ください。

※従来型ワクチン１・２回目未接種の方でオミクロン株対応ワクチン接種
を希望される場合は、年内に従来型ワクチンの接種をご検討ください。

WEB
・

LINE
・

電話

乳幼児用
ワクチン

生後６か月から４歳の方
※接種は３回です。１回目接種
から３週間後に２回目、２回
目から８週間経過後に３回目
の接種となりますので、早め
の接種をご検討ください。

■接種期日　毎週月・水・金曜日（祝日除く）　■場所　市内小児科
■使用ワクチン　乳幼児用ファイザー社製

※年度内に５歳になる方は、４歳時に乳幼児用の接種を行わず、５
歳に到達した段階で小児用（ファイザー社製）の接種も可能となり
ます。どちらを選択するかご検討いただき、接種をお考えください。

電話

小児用
ワク
チン

１・２
回
目

５歳以上 11 歳以下の方（２
回目接種は１回目から３週間
を経過している方）

■接種日時　毎週月・水・金曜日 15 時～（祝日除く）
■場所　市内医療機関　　■使用ワクチン　小児用ファイザー社製

※接種可能月の１か月前をめどに接種券を送付します。３
回
目

２回目接種から５か月間経過
している方

従来型
ワク
チン

１
・
２
回
目

これまで未接種の
12歳以上の方

（２回目接種は１回目から３
週間を経過している方）

■接種期日　毎週月曜日（祝日除く）　■場所　市内医療機関
■使用ワクチン　ファイザー社製
※新型コロナワクチンの特例臨時接種の実施期間中（～令和５年３
月31日）は、１・２回目（初回接種）を実施する予定ですが、

　ファイザー社製ワクチンでの接種をご希望の方、オミクロン株対
応ワクチンの接種を希望する方は、年内をめどに従来型ワクチン
での１・２回目接種（初回接種）を行ってください。

※１回目、２回目をセットでのご予約となります。２回目の接種は、
1回目接種から3週間後となります。

■予約方法 ②LINE
（24時間対応）▶

①WEB
（24時間対応）▶

③電話（接種予約フリーダイヤル）
（☎０１２０－７４０－８９１/平日９時～16時）

今後ワクチン接種を希望する方は、接種回数、年齢等により接種日時が異なりますので、
ご自身の状況に合わせてご予約ををお願いします。

◆ ◆

総支出
6,329万円

総収入
46万円

建設改良費※４
1,492万円

企業債償還金※５
4,837万円

純利益
7,229万円

純利益
１億4,120万円

ワクチン接種のハガキでの予約は
終了いたします。
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は 11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・担当に直接お問い合わせください。

お知らせ
市議会12月定例会予定
※変更の場合があります。

日　程
11/ 30 ㈬ 本会議　開会
12/5㈪・6㈫・7㈬ 一般質問
12/ ９㈮ 総務常任委員会
12/12 ㈪ 文教厚生常任委員会
12/13 ㈫ 産業建設常任委員会
12/15 ㈭・16 ㈮ 予算特別委員会
12/21 ㈬ 本会議　閉会
◆議会事務局（☎４０－８４４５）

第74回人権週間
啓発重点目標

〈「誰か」のこと じゃない。〉

　12月4日㈰～10日㈯は「第74回
人権週間」です。この機会に人権意
識を高め、相手の気持ちを考え、違
いを認め合う心を育てましょう。
人権擁護委員が、相談者と一緒に
問題を考えます。どんなことでも、
お気軽にご相談ください。
　無料人権なんでも相談所
■日時　12月６日㈫
　　　　13時30分～ 16時
■場所　赤湯公民館
◆法務局米沢支局（☎２２－２１４８）

心
ココカラ

体体操教室

一緒に楽しく体を動かしませんか。
■期日　12月14日・21日、令和５

年1月11日・18日・25日、2月
1日・8日・15日・22日、3月１日
の10回（毎週水曜）

■時間　10時～ 11時30分
■場所　市民体育館
■内容　ストレッチ、筋トレ、
　　　　ウォーキング等
■講師　置賜スポーツ交流プラザ

　　　「湯るっと」健康運動指導士
■対象　国民健康保険加入の方で

　　　75歳未満の方
■定員　20人（初回参加の方優先。

　　　定員を超えた場合は抽選）
■参加料　２，０００円
■申込期間　11月21日㈪～
　　　　　　12月1日㈭
◆すこやか子育て課すこやか係
　（☎４０－１６９１）

第 38 回
市民なわとび大会（無料）

■日時　12月３日㈯
　　　　８時15分～正午
■場所　市民体育館
■申込先  社会教育課（市役所４階）、

市民体育館、各地区公民館
※種目等の詳細は市HPや申込先に

備え付けの大会要項をご覧ください。
■申込締切　11月24日㈭
◆社会教育課社会体育係
　（☎４０－８９９０）

「置賜豪雨災害」復興支援
チャリティーイベント「第７回
愛・絆・義　紅白歌合戦」

■日時　12月18日㈰13時30分開演
■場所　伝国の杜（米沢市）
■入場料　前売券▷高校生以上

1,000円▷小中学生500円▷小
学生未満無料

◆絆ねっと委員会（☎４０－０５２３）

募　集

県営住宅入居者

■住宅・戸数　
【①桜木住宅】
▷１号２階・１戸
▷１号４階・１戸（単身可）
▷２号１階・１戸
▷２号４階・１戸

【②関口住宅】
▷１号３階・１戸（単身可）

■部屋数
　①８－6－4.5畳②8－6畳
■家賃（月額）
　①15,800 ～ 31,100円
　②18,900 ～ 37,100円
■申込期間　12月1日㈭～ 7日㈬
■受付時間　平日10時～ 17時
■入居時期　令和5年2月上旬（予定）
◆㈱西王不動産置賜事務所
　（☎２４－２３３２）

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

 高橋優　LIVE TOUR 2022-2023
「ReLOVE & RePEACE ～ ReUNION 前編～」

◆キョードー東北(☎０２２－２１７－７７８８)

■期日　

■時間　16時30分開場／ 17時30分開演
■場所　シェルターなんようホール大ホール
■チケット前売料金（全席指定）　8,800円
　中・高校生2,000円返金／小学生以下4,000円返金
　（当日会場にて身分証・学生証確認の上返金）
※４歳以上チケット必要／３歳以下入場不可。

■チケット市民先行販売（購入枚数は１人４枚まで）
▷期間　11月26日㈯～ 12月10日㈯（月曜休館）
▷受付時間　11月26日㈯10時～ 21時、翌27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　12月17日㈯10時～
▷ローソンチケット　Ｌコード＝21531
▷チケットぴあ　Ｐコード＝230-835
▷イープラス（https://eplus.jp）
▷シェルターなんようホール（翌18日㈰以降９時～ 21時／月曜休館）

シェルターなんようホール（市文化会館）催事情報

令和５年２月26日㈰

高齢者福祉計画・介護
保険事業計画策定への
調査にご協力ください

　今月下旬から、次期計画（令和６
年度～８年度）を策定するための調
査を実施します。調査結果は、今後
の介護サービス等を検討する重要
な資料となります。調査票は郵送等
により送付しますので、回答へのご
協力をお願いします。
■調査名／対象　

①介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査／ 65歳以上で、要介護認定
を受けていない方900人、要支
援1または2および介護予防・日
常生活総合事業対象の方から無作
為抽出した100人
②在宅介護実態調査／在宅で要支
援・要介護の認定を受けている方
から無作為抽出した550人
③介護人材実態調査／市内の介護
関連全事業所

◆福祉課介護管理係（☎４０－１６４５）

11/25 ㈮～ 12/ １㈭は犯罪被害者週間です

　「犯罪被害者週間」は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者
等の名誉または生活の平穏への重要性について国民の理解を深めること
を目的とするものです。あなたの優しい心が誰かの支えになります。
◆市民課生活係（☎４０－８２５５）

高齢者の方の
移動支援ボランティア

　移動のお手伝いが
必要な高齢者の方
を、地域の通いの場
へ送迎するボラン
ティアの方を募集します。
　空いた時間（平日の日中）、自家
用車を使い送迎していただきます。
経費の一部が補助されます。
■募集要件　▷市内在住で安全に

運転ができる方▷事前に運転講習
（12 月２日㈮午前・無料）を受
講いただける方

■申込締切　11 月 25 日㈮
◆市地域包括支援センター
　（☎４０－１６４６）　

県立こども医療療育
センター調理師

　入所、通所児童等の食事の調理等
を行う調理師を募集しています。
■勤務先　県立こども医療療育セ
　　　　　ンター（上山市）
■募集資格　調理師
■勤務形態　週38時間45分
　　　　　　（シフト制）
■雇用期間　令和５年３月31日まで
◆県立こども医療療育センター
　（☎０２３－６７３－３３６６）

講座・催し
認知症予防教室

「コグニサイズ」（無料）
■期日　12月２日㈮～令和５年１

　　　月25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。
■場所　シェルターなんようホール

　　　（市文化会館）　
■対象　65歳以上の方
■定員　先着14人
■申込締切　11月25日㈮
◆市地域包括支援センター
　（☎４０－１６４６）

冬の生活応援のための助成金を支給します ◆福祉課地域福祉係
　（☎４０－１６３９）

■対象　今年度①市民税非課税世帯（世帯全員が非
課税）または②市民税所得割が課税されていない
世帯で、10月1日現在市内に住所があり、次の
いずれかに該当する世帯
▷65歳以上の方（昭和33年４月１日以前生まれ）
　のみの世帯
▷障害年金または遺族年金の受給者がいる世帯
▷児童扶養手当の受給者がいる世帯
▷東日本大震災による避難者世帯

※市税等が未納の場合には支給されないことがあります。
また、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老
人ホーム、障がい者施設、グループホーム等に入所し
ている方、生活保護世帯は該当しません。

■助成額（一世帯あたり・年度内１回のみ）
　①10,000円②5,000円

■持ち物
　▷印鑑（認印）▷本人名義の振込用通帳

▷障害年金、遺族年金、児童扶養手当の受給者がい
る世帯は、年金証書等受給していることが分か
るもの（障害者手帳では不可）

▷令和４年1月2日以降に市内に転入した方、ま
た東日本大震災による避難者世帯の方で住所が
南陽市にない場合は、令和４年1月1日現在の
住所地から発行される課税証明書

■申請期間　11月16日㈬～令和５年2月15日㈬

高齢者のみの世帯で該当すると思われる世帯には
申請書を送付しますので、
返信用封筒で申請ができます。
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※掲載内容は11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・担当に直接お問い合わせください。

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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人口の動き
令和４年 10 月末現在
※（　）内は前月比

人口 ２９，９１８ 人（ー 53）
男性 １４，５０７ 人（ー 30）
女性 １５，４１１ 人（ー 23）
世帯 １１，４６９世帯（ー 29）

４.11. 16 （6）

弁護士による移動法律
相談（無料・予約制）

■期日　12月8日㈭
■時間　10時～正午、13時～ 15時
　　　　(1人30分以内)
■場所　健康長寿センター
■定員　先着8人
◆社会福祉協議会（☎４３－５８８８）

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

■日時　12月15日㈭13時30分
　　　　（１人40分程度）
■場所　置賜総合支庁（米沢市）
■定員　先着３人（要事前申込）
◆㈱西王不動産置賜事務所
　（☎２４－２３３２）

おくりもの
■市勤労者総合福祉センター
　（ワトワセンター南陽）へ
　砂入り人工芝用硅砂25kg　20袋
　安部建設㈱から

・11月の納税・
固定資産税・都市計画税　第４期
国民健康保険税　　　　第５期
介護保険料　　　　　　第５期
後期高齢者医療保険料　第５期
下水道事業受益者負担金　第２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11月30日㈬

◆税務課収納係（☎４０ー０２６３）

県在宅医療推進事業
在宅医療介護「認知症
フォーラム」（無料）

■日時　12月4日㈰10時～正午
■場所　 高畠町中央公民館
■内容　 ▷認知症対策事業につい

ての南陽市・川西町・高畠町事業
紹介▷講演（演題「認知症の診断・
治療・予防について」 講師：澤村
一司氏（佐藤病院認知症疾患医療
センター長））

◆南陽市東置賜郡医師会事務局
　（☎４３－４４１４）

結城豊太郎記念館
イベント情報　

　結城豊太郎記念館秋まつり
　中学生ふるさとづくり作文コン
クール入賞作品と、南陽高校美術部・
書道部・家庭部の作品を展示します。
■期間　11月20日㈰～12月4日㈰
■場所　結城豊太郎記念館
　結城豊太郎記念館友の会
　創立10周年記念講演
■日時　12月３日㈯
　　　　14時50分～ 16時50分
■場所　赤湯公民館
■演題　「士規七則から見る結城豊太

郎先生のお姿」講師：三上英司氏
　（山形大学地域教育文化学部教授）
■定員　100人
■参加料　500円（当日集金）
■申込締切　11月30日㈬
◆結城豊太郎記念館
　（☎４３－６８０２）

明るい選挙啓発
ポスター入選作品展

　市内小中学校から応募のあった
３３１点のうち、特選・入選作品を
展示します。
■期間　11月22日㈫～ 27日㈰
　　　　９時～ 22時
■場所　シェルターなんようホール

　　　（市文化会館）
※時間は会館の催し等により変更

の場合があります。
※特選・入選作品は、市HP

にも掲載しています▶
◆選挙管理委員会事務局
　（☎４０－８５３６）

12 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　１㈭・14 ㈬ 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㈪ ･19 ㈪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 ㈭ ･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 
■期日（申込締切）
　８㈭（６㈫）、24 ㈯（22 ㈭）
■時間　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）
◆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　16 ㈮ 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　６㈫ 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　23 ㈮ 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
　12月の休日窓口
■期日　10 ㈯・11 ㈰
■時間　９時～正午、13時 ～15時
◆市民課市民係（☎４０－８２５４）
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