
 

 

 

１ 米子市まちづくり活動支援交付金事業 

市内で活動する団体が、地域課題の解決やよりよい市民生活の実現のために、創意工夫して行う自主的・

継続的な活動を支援するため、公募型の交付金制度により交付金を交付した。 

本年度も、交付対象事業の規模等に合わせて、「ちょっこし活動コース」と「がいな活動コース」及び過去

に交付金を受けたことのある団体が行う同一事業で、交付を受けた翌年から３年以上継続して行っている活

動をさらに充実、発展させた事業が申請可能な「継続活動コース」の３つのコースを設けた。６団体から応

募があり、外部委員からなる選考委員会においてプレゼンテーションによる選考の結果、５団体の事業に交

付金を交付した。 

(1) 交付金額 

ア 交付対象事業経費全額（上限８万円） 

イ 交付対象事業経費の３分の２以内（上限３０万円） 

ウ 交付対象事業経費の２分の１以内（上限１０万円） 

 

(2) 交付対象事業 

ア ちょっこし活動コース 

団体名 対象事業 交付金（千円） 

郷土の歴史を知る会 高齢者福祉施設入居者との交流用紙芝居等整備 ８０ 

元町通り商店街振興組合 歩いて元気になる「元町薬木めぐり」事業 ８０ 

米子七夕祭り実行委員会 宇気川口神社（七夕神社）七夕祭りにぎわい創出事業 ８０ 
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小計 ３２０ 

 

イ がいな活動コース 

団体名 対象事業名 交付金（千円） 

ちゃれんじくらぶ ちゃれんじくらぶ活動１５周年記念事業 ３００ 

小計   ３００ 

合計   ６２０ 

 

２ ふるさと納税 

(1) 次のとおりふるさと納税寄附があった。 

ア 寄附者            45,714 人   

イ 寄附金額   7 億 3,103 万 5,379 円  

ウ 使途別の寄附金額集計 

使 途 人 数 (人) 寄附金額  (円) 

輝く子ども応援団 17,916 33.9% 251,476,170 34.4% 

中海再生応援団 7,878 14.9% 102,344,953 14.0% 

企 画 部 市 民 自 治 推 進 課 



使 途 人 数 (人) 寄附金額  (円) 

地域の力応援団 6,114 11.5% 78,951,821 10.8% 

歴史・文化応援団 5,665 10.7% 72,372,503 9.9% 

がいな米子応援団 15,326 29.0% 225,889,932 30.9% 

合 計 52,899 100.0% 731,035,379 100.0% 

         ＊一人で複数の使途指定があるため、寄附者数と一致しない。

エ 地域別の寄附金額集計   

地 域 人 数 (人) 寄附金額  (円) 

東京都 9,554 20.9% 153,517,430 21.0% 

その他関東 10,696 23.4% 168,869,172 23.1% 

大阪府 4,709 10.3% 82,606,998 11.3% 

その他関西 5,669 12.4% 89,917,352 12.3% 

中部 6,309 13.8% 100,882,882 13.8% 

北海道東北 1,737 3.8% 25,586,238 3.5% 

九州 1,874 4.1% 27,048,309 3.7% 

中国四国 4,114 9.0% 64,331,113 8.8% 

鳥取県内 503 1.1% 7,310,354 1.0% 

米子市内 549 1.2% 10,965,531 1.5% 

合 計 45,714 100.0% 731,035,379 100.0% 

 

(2) ふるさと納税推進・地元特産品等広告宣伝タイアップ事業の実施 

地元企業の協力を得て、ふるさと納税寄附者に米子市民体験パック及びタイアップ記念品を進呈すること

で、「ふるさと納税推進」と「地元特産品広告宣伝」に努めた。 

  ア 米子市民体験パック           提供企業 １４社  

  イ がいなええもん（タイアップ記念品）   協賛企業 ６２社 

 

３ 地縁団体認可状況 

  申請に基づき、次のとおり地縁団体の認可を行った。 

自 治 会 名 認 可 年 月 日 

旗ヶ崎一区自治会 平成２７年５月２７日 

  平成２８年３月３１日現在の認可地縁団体の総数は、８１団体である。 

 

４ コミュニティ施設等整備 

  米子市コミュニティ施設整備費補助金      ５件   ５，０８０，８２６円 

  

 

 

 



 

５ 米子市自治連合会への協力・支援 

  活動内容 

(1) 定例総会 

平成２７年５月１６日 米子市文化ホールで開催した。新役員は、次のとおり。 

  会   長   松本  眞（夜見） 

     副 会 長   杵築 俊朗（義方） 

    〃     池田  弘（福米西） 

    〃     木村 吉春（彦名） 

    〃     妹尾多紀一（巌） 

  会   計   木村 吉春（彦名） 

  監   事   池口 栄浩（義方） 

    〃     足芝 通秋（河崎） 

 (2) 会  議 

   正副会長会 １５回   常任委員会 ８回   各種小委員会 ２１回 

(3) 常任委員研修視察 

平成２７年１１月１２日～１３日、自治会を核とした自主防災組織の取り組み、地域づくりの推進につい

て、香川県丸亀市を視察した。常任委員を主とする各地区自治連代表等１６名が参加した。 

(4) 鳥取県自治会連合会総会 

平成２７年５月２８日に倉吉市で開催され、正副会長が出席した。 

(5) 自治会加入促進の手引きの発行・自治会運営の手引きの充実編集 

自治会の加入率の低下に対して、具体的な加入促進の指針として「自治会加入促進の手引き」を各自治会

長に配布し、公益社団法人鳥取県宅地建物取引協会西部支部と明るく住み良い安全で安心なまちづくりを目

指すとともに、地域社会の活性化に資することを目的として相互に連携及び協力をするための三者協定書

（案）の検討をする。また、自治会の活性化の観点から委員会で、「自治会運営の手引き」を充実させるため

の編集をした。 

(6) 自治会加入相談窓口の開設 

平成２８年３月に自治会加入相談窓口を市役所内に開設して自治会加入を啓発した。 

 

６ 自治会役員の永年勤続表彰 

 自治会の永年勤続役員（会長・副会長・会計・監事等）１３７人に対し、平成２８年３月に感謝状と記念品

を贈った。 

 

７ 市民総合災害補償制度関係 

市が主催する行事又は社会奉仕活動等に参加した者が、その参加中において身体に傷害を被った場合に、被 

災者に対し米子市民総合災害補償金を支給した。 

 

 

 

 



(1) 傷害事故の発生状況 

区      分 主 な 活 動 件  数 

市
が
主
催 

社会体育活動 運動会、スポーツ大会等  32 

社会教育・生涯学習活動 学習会、公民館祭等  1 

社会福祉活動 保健相談、指導会等    

住民が参加する行事 清掃活動等   2 

市が依頼した社会奉仕活動 清掃活動等    

計 35 

 

(2) 補償金及び見舞金の支給状況 

区     分 

市民総合災害補償金 
 

死亡給付金 入院・通院補償給付金 

件数 金額（円） 件数 金額（円） 

市
が
主
催 

社会体育活動   32 2,085,000 

社会教育・生涯学習活動     1 1,000,000 

社会福祉活動     

住民が参加する行事    2 205,000 

市が依頼した社会奉仕活動     

計   35 3,290,000 

 

８ 国際交流事業 

(1) 友好都市中国保定市 

ア 中国人技能実習生の受入れ 

平成２７年１１月、協同組合和田浜工業団地が保定市から中国人技能実習生７人を受け入れた。これに

伴い、中国国際交流員が実習生に対し、日本での生活習慣等についての講習を行った。（この受入れは平成

１４年度から継続して実施） 

 (2) 姉妹都市韓国束草市 

ア 米子市、束草市それぞれ相互に短期行政研修職員を派遣し、互いに行政施策についての研修を実施した。 

(ｱ) 米子市派遣研修 

派遣期間：平成２７年９月６日～１０月２日（２７日間） 

研修場所：束草市役所企画監査室 

派遣職員：米子市生涯学習課 主事 飯田 麻友 

研修テーマ：韓国の社会教育について 

      韓国（行政）文化について 

      韓国の若手世代職員について 

(ｲ) 束草市派遣研修 

受入期間：平成２７年１０月６日～１１月３日（２９日間） 

研修場所：米子市市民自治推進課国際交流室ほか 

受入職員：束草市税務課 係長 朴駿起（パク・ジュンギ） 



研修テーマ：税の滞納の徴収について 

        告知書の送達方法について 

       納期内に徴収を督励及び納期後の滞納の処分方法について 

       欠損処分の事後管理の方法について 

  国内研修：１０月１３日～１５日の３日間、広島平和記念公園などを視察研修した。 

イ 米子市束草市民間交流促進 

両市の交流を市民レベルに拡大し定着させていくため、民間グループの交流について連絡調整等の支援

を行い、交流の発展に寄与した。 

   (ｱ) 鳥取県西部地区日韓親善協会の受入れによる束草市の民間「チョンボン劇団」１５名が平成２７年８

月７日～８月８日に来日し、がいな祭で公演を行い民間交流の輪を広げた。 

   (ｲ) 鳥取県西部地区日韓親善協会通常総会及び感謝会に出席するため、束草市米子市姉妹委員会石起東（ソ

ク・キドン）委員長をはじめ２０名が来日し、平成２７年１１月２７日～２９日まで米子市内外を視察

し交流を深めた。 

   (ｳ) 束草市米子市姉妹委員会金景源（キム・ギョンウォン）新委員長ら３名が平成２８年２月１４日～１

６日まで来日し、米子市長を表敬訪問のうえ、鳥取県西部地区日韓親善協会榊原忍新会長と提携１５周

年記念事業の事前協議が行われた。 

 (3) 韓国江原道束草市・姉妹都市提携２０周年記念事業 

  ア 米子がいな祭への参加 

平成２７年８月７日～１１日、金哲秀（キム・チョルス）束草市副市長をはじめとする代表団４名、ヤ

ン・スキ舞踊団１３名が来日し米子市で行われた、がいな祭に参加、公演し交流の促進を図った。 

平成２７年８月２６日、束草市の新市長になられた李秉宣（イ・ビョンソン）市長が来日された。その

際、米子市長と新束草市長が初会談して、さらなる友好関係の推進を確認し合った。 

  イ 韓国江原道束草市・姉妹都市提携２０周年記念訪韓団派遣 

    平成２７年１０月８日～１１日、米子市長を団長とする６名の代表団のほか、米子がいな太鼓保存会１

１名を束草市に派遣し、姉妹都市提携２０周年記念式典において交流協定書を交わした。また、「束草市雪

嶽文化祭」では、がいな太鼓を披露し友好を深めた。 

 (4) 環日本海諸国との交流  

  ア 環日本海拠点都市会議の開催 

    第２１回環日本海拠点都市会議が境港市で開催され、市長他が参加し、参加都市代表者と環日本海地域

の一体的な発展方策について協議した。 

     会議テーマ：「環日本海(東海)地域の経済交流の更なる発展方策」 

     開催期間：平成２７年８月２５日～２８日 

     開 催 日：平成２７年８月２６日（首長会議） 

     開 催 市：境港市  

     参加都市：日 本 / 米子市、境港市、鳥取市 

韓 国 / 束草市、浦項市、東海市 

中 国 / 琿春市、図們市 

ロシア / ハサン地区 

オブザーバー参加都市：舞鶴市 

 



(5) 国際交流員の雇用 

ＪＥＴプログラムによる中国・韓国の二名の国際交流員を雇用し、海外との連絡調整、翻訳、通訳等の業

務を通じて、友好姉妹都市交流事業の円滑化を図った。また市内公民館、小中学校などでの国際理解講座や

市民を対象とした中国語講座、韓国語講座を開催し、更には「おでかけ交流員出張サービス」を実施するな

ど市民の国際意識の高揚を図った。 

・国際交流員（中国担当）：張   強（チョウ・キョウ） 

・国際交流員（韓国担当）：尹  慈 英（ユン・ジャヨン） 

国際交流員活動状況（対象者延べ人数）                        （単位：人） 

区  分 
市民向け語

学講座 

国際理解イ

ベント 

おでかけ出

張サービス 

国際理解活

動 

その他の通

訳・翻訳等 
計 

中  国 70 1,200 30 1,034 8,210 10,544 

韓  国 80 1,200 50 2,105 4,431 7,866 

計 150 2,400 80 3,139 12,641 18,410 

 

(6) 友好都市児童画作品展 

  ア 国際児童美術交流展 

期間：平成２７年６月７日～１３日 

会場：束草市文化会館 

    米子市をはじめとする束草市国内外友好都市の児童画作品展が開催された。 

  イ 国際児童絵画展 

期間：平成２７年４月１９日～５月１３日 

会場：米子市立図書館 

    こども読書週間に併せて、４月１９日に韓国の絵本を使ったおはなし会で読みきかせを行ったうえに、

米子市の友好・姉妹都市、中国・保定市、韓国・束草市の児童絵画を展示した。 

期間：平成２８年２月５日～１４日 

会場：米子市児童文化センター 

米子市児童美術作品展に併せて、米子市の友好・姉妹都市、中国・保定市、韓国・束草市の児童絵画を

展示した。 

期間：平成２８年３月１日～３月１３日 

会場：米子市立図書館 

    国際交流ライブラリーに併せて、米子市の友好・姉妹都市、中国・保定市、韓国・束草市の児童絵画を

展示した。 

(7) 地域国際化事業 

ア 在住外国人及び地域国際化相談業務 

    来庁、電話等で寄せられる市内在住外国人の日常生活、言葉等に関する問題や一般市民からの地域国際

化に関する問い合わせに対し、相談業務を行った。 

イ 国際交流員による市民向け語学講座の開催（会場は米子市役所会議室） 

(ｱ) 中国語講座 

     ・中国語入門講座 １５回シリーズ（昼の部／夜の部） 

平成２７年５月１９日～９月８日 



     ・おもてなし中国語講座 １０回シリーズ（昼の部／夜の部） 

      平成２７年９月２９日～平成２７年１２月２２日 

(ｲ) 韓国語講座 

     ・１から始める韓国語講座 １４回シリーズ（昼の部／夜の部） 

      平成２７年４月２３日～８月６日 

     ・おもてなし韓国語講座 １０回シリーズ（昼の部／夜の部） 

      平成２７年１０月１日～平成２８年１月１４日 

      新しい取り組みとして、おもてなし韓国語講座受講生（９名）と来日中の韓国大学生ら（３６人：

米子工業高等専門学校受入れ）とで、交流会を大山青年の家で行い、相互理解と友好を深めた。 

ウ 国際理解講座等の開催 

(ｱ) 国際交流への関心を高め地域の国際化を目的とし、多様な文化をもついろいろな国の人々が尊重し合

いながらこの地で生活していくために、世界各国の料理や文化をとおして地域の皆さんが交流すること

を願い国際交流イベント「よなご国際交流フェスティバル」を開催した。よなご国際交流フェスティバ

ル実行委員会、米子市、公益財団法人鳥取県国際交流財団が主催となり、ハローほうき国際交流連絡会

の協力によりステージ、飲食、展示、体験コーナーが充実してとても盛り上がった。 

日時：平成２７年９月２１日（敬老の日）午前１１時～午後３時 

会場：米子市文化ホール（イベントホール・オープンスペースほか） 

来場者数：約１，２００人 

(ｲ) 中国・韓国に関する言語や文化、風土について紹介する語学講座や料理教室、講演会など、市民の皆

さんが企画された内容で、米子市国際交流員が出かけでいく「おでかけ出張サービス」を開催し、中国・

韓国に対する理解と親しみを深めた。 

・９月１６日～１２月１０日の間に計３回（中国） 福米東小学校 

・２月１８日～３月２４日の間に計５回（韓国） 米子市立図書館 おもてなしチング会 

(ｳ) 国際理解活動 

・５月２２日（韓国） 啓成小学校国際理解活動講師 

・５月２５日（韓国） 河崎公民館韓国料理講習会 

・５月２６日・６月６日（韓国） 車尾公民館韓国料理講習会 

・５月２７日（中国・韓国） 加茂小学校国際理解活動講師 

・６月１日（中国） 啓成小学校国際理解活動講師 

・６月１０日（中国） 明道公民館中国文化講演・中国語教室講師 

・６月１２日（韓国） あかしや絵本よみきかせ 

・６月１４日（韓国） 夢みなとタワーイベント絵本よみきかせ、折り紙指導 

・６月１７日・７月１５日（韓国） 春日保育園絵本よみきかせ 

・６月２０日（中国） 鳥取県日中友好協会総会 

・６月２２日（韓国） 彦名小学校国際理解活動講師 

・６月２４日・８月２１日（韓国） 巌保育園絵本よみきかせ 

・６月２５日（中国） 加茂小学校国際理解活動講師 

・６月２９日（韓国） 彦名小学校国際理解活動講師 

・７月１０日（韓国） 福生中学校絵本よみきかせ・国際理解活動講師 

・７月１４日（韓国） 箕蚊屋中学校絵本よみきかせ 



・７月１５日（韓国） 小鳩保育園絵本よみきかせ 

・７月２４日（中国・韓国） 安来市役所国際交流研修会 

・８月４日（韓国） 成実保育園絵本よみきかせ 

・８月１７日（韓国） 仁慈保幼園絵本よみきかせ・国際理解活動講師 

・８月２０日（韓国） 宇田川保育園絵本よみきかせ 

・８月２１日（韓国） わんぱく学童クラブ明道絵本よみきかせ 

・８月２９日（中国） 中国映画の鑑賞会 

・９月２日（韓国） こたか保育園絵本よみきかせ 

・９月４日（中国・韓国） FRIENDSHIP FORCE 鳥取国際理解活動講師 

・９月９日（中国） 境港市産業部通商観光課国際理解活動講師 

・９月１１日（韓国） いづみ保育園絵本よみきかせ 

・９月１８日（中国・韓国） 米子商工会議所おもてなし中国語・韓国語講座講師 

・９月２４日・１１月４日（中国） 彦名小学校国際理解活動講師 

・１０月５日・１２月１日（韓国） 伯仙小学校国際理解活動講師 

・１０月７日（中国・韓国） 義方小学校国際理解活動講師 

・１０月９日（中国） 伯仙小学校国際理解活動講師 

・１０月２３日（中国・韓国） 五千石小学校国際理解活動講師 

・１０月２６日・１２月２日（中国・韓国） 和田小学校国際理解活動講師 

・１１月９日（中国・韓国） 車尾小学校国際理解活動講師 

・１１月１０日（韓国） 啓成小学校国際理解活動講師 

・１１月１１日（中国） 和田浜工業団地中国人技能実習生講習会講師 

・１１月１１日（韓国） 米子工業高等専門学校国際理解活動講師 

・１１月１８日（中国） 啓成小学校国際理解活動講師 

・１１月１９日（中国） 崎津小学校国際理解活動講師 

・１１月２０日（韓国） 崎津小学校国際理解活動講師 

・１２月２４日（韓国） 南ソウル大学他ミニ講座講師（米子工業高等専門学校） 

・２月２日（中国・韓国） 福生西小学校国際理解活動講師 

・２月１５日（韓国） 福米西小学校絵本よみきかせ 

・２月１９日（韓国） 成実小学校絵本よみきかせ 

・２月２２日（中国・韓国） 大高公民館国際理解活動講師（人権・同和） 

・２月２３日（韓国） 箕蚊屋小学校国際理解活動講師 

・２月２３日（中国） 河崎小学校国際理解活動講師 

・２月２４日（韓国） 河崎小学校国際理解活動講師 

・２月２４日（中国） 箕蚊屋小学校国際理解活動講師 

・２月２９日（中国・韓国） 就将小学校国際理解活動講師 

エ その他の通訳・翻訳等 

・５月１９日（韓国） ボイジャー・オブ・ザ・シーズ号境港寄港歓迎行事通訳 

・５月２９日（韓国） コスタ・ヴィクトリア号境港寄港歓迎行事通訳 

・７月２日（中国） クァンタム・オブ・ザ・シーズ号境港寄港歓迎行事通訳 

・７月２２日（中国） マリナー・オブ・ザ・シーズ号境港寄港歓迎行事通訳 



・７月３１日（韓国） 束草市・米子市バトミントン部交流会通訳 

・８月１３日・８月１４日（韓国） 安来市国際交流通訳（月の輪まつり） 

・８月２５日～２８日（中国・韓国） 環日本海拠点都市会議（境港市）翻訳・通訳応援 

・１０月２１日（中国） 台湾旅行会社圏域視察事業商談会通訳 

（中海・宍道湖・大山圏域市長会） 

・１０月２５日（中国） 原子力防災訓練の外国人災害弱者避難通訳 

・１０月２９日（韓国） 民団米子支部本場韓国の味試食＆即売会通訳 

・１０月３１日（韓国） なかうみマラソン大会姉妹都市交流事業通訳 

・１１月１５日（韓国） AIR475 ワークショップ通訳 

・１１月１８日（韓国） 安来市立社日小学校姉妹学校交流通訳 

・１２月１日（中国） 中国テンイン社廃棄物処理視察通訳 

・１２月１７日（中国） YOUKU 土豆映像配信中国最大手企業等 FAM ツアー通訳 

・３月２５日（韓国） 韓国観光客向け伝統芸能鑑賞会通訳 

・３月（中国・韓国） エレキ紙芝居「玉清姫」の翻訳 

オ 韓国行政自治部との交付税研修 

自治体国際化協会の主催による総務省・韓国行政自治部の交付税交流で、韓国行政自治部職員ら７名が

来日のうえ市長表敬し、財政部局と交付税について研修を行った。 

カ 外国語インフォメーション番組の放送に向けた翻訳・吹き込み及び情報発信番組の生出演 

    地元コミュニティーＦＭラジオによる「外国語インフォメーション」番組の中国語、韓国・朝鮮語への

日本語原稿翻訳と吹き込みを、中国・韓国国際交流員により毎月１回更新で行い、在住外国人への多言語

放送に寄与した。 

    また、「金ダラＤＸ・すーダラ！」番組の生放送出演を、平成２８年２月１９日より中国・韓国国際交流

員により毎月１回交互で行い、国際交流員の自己紹介や日頃の活動の様子、友好姉妹都市の紹介、米子の

魅力などを伝えた。 

キ ＪＥＴプログラム経験者里帰り事業の受入れ 

    平成２７年１１月１１日～１３日、趙函宏（ヂャオ・ハンホン）元米子市中国国際交流員がＪＥＴプロ

グラム経験者里帰り事業の中国代表として来日し、当時の語学講座受講生や同僚との交流、料理教室等の

交流を通じて地域との絆を深め、帰国後米子の魅力を世界に発信した。 

 


