
　見直した主な内容
①一定の基準のもとに、市街化調整区域内の指定された
国道県道沿いで自己業務用の事務所が建築できるよう
になりました。
②一定の基準のもとに、市街化調整区域内の指定された
国道県道沿いにある空き家・空き店舗で、建築後一定
期間を経過し利用実態のないものについて、自己業務
用の事務所及び店舗への用途変更ができるようになり
ました。
③市街化調整区域内の指定された小規模な集落内におい
ては、要件を満たす方に限って、集落外の人でも居住
できるようになりました。
④市街化調整区域内で障がい者施設や高齢者施設を建築
する場合、本市独自で速やかに許可ができるようにな
りました。

見直しの目的
　都市計画法では、無秩序な市街化を防止するため、都
市計画区域において市街化区域と市街化調整区域を区分
しています。このうち市街化調整区域は、市街化を抑制
すべき区域とされており、原則として開発行為を行なう

ことはできませんが、都市計画法に規定されている開発
行為については、許可を得て行なうことができます。
　このたびの見直しでは、市街化区域と市街化調整区域
の「線引き」は維持しつつも、さまざまな行政課題に対
応できるよう開発行為の許可基準を見直し、一部緩和を
行ないました。
■問合せ　建築指導課（☎２３－５２３８、 ２３－
５３９４、Ｅメール：kenchikushido@city.yonago.
lg.jp）

市街化調整区域における開発許可基準を一部見直ししました
　米子市では、主要幹線道路の利便性に着目した土地の利活用、空き家・空き店舗への対応や集落のコミュニティ
維持等を図るため、市街化調整区域における開発行為の許可基準の一部を見直ししました。

行政窓口サービスセンターからのお知らせ
　７月29日（土）・30日（日）に開催される第44回米子
がいな祭にともない、行政窓口サービスセンターの周辺
道路に交通規制がかかるとともに、29日（土）は米子市
役所有料駐車場が使用できなくなります。行政窓口サー
ビスセンターをご利用になる場合はご注意ください。市
役所第２庁舎前の駐車スペースには限りがありますの

で、なるべく公共交通機
関などをご利用くださ
い。
交通規制について
　29日（土）の交通規制
は図のとおりです。
　なお、30日（日）の交
通規制は、駅前通り（米
子駅前からファミリープ
ラザ前まで）が全面車両
通行止めとなります。

※規制の内容は変更になることがあります。がいな祭の
広報誌などで最新の情報をご確認ください。
米子市役所有料駐車場
　29日（土）は終日閉鎖されます。（30日（日）は通常ど
おり使用できます。）
サービスセンターの概要
■ところ　東町 161-2（市役所第２庁舎１階　米子市役
所有料駐車場向かい）

■業務日　土・日（年末年始および祝日を除く。）・振替
休日

■受付時間　午前８時30分～午後５時
■取扱業務　住民票の写し・記載事項証明書、戸籍、除
籍、戸籍の附票（戸籍電算化前のものは発行できませ
ん。）、印鑑登録証明書、所得証明書、資産証明書、身
分証明書

■問合せ　市民課（☎２３－５１４４、 ２３－５３９８、
Eメール：shimin@city.yonago.lg.jp）
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高額介護サービス費申請のご案内
　介護保険サービスを利用したときの１か月の利用者負
担（介護サービス費用の１割もしくは２割）が表の上限
額を超えたとき（同一世帯で複数の利用者がある場合は
世帯合算あり）は、申請により「高額介護サービス費」
として後日お返しします。（過去の利用分も２年間さか
のぼって申請することができます。）なお、施設利用の
際の部屋代、食事代等は対象外です。
■申請に必要なもの　介護サービス費を支払われた際の
領収書／認印／振り込みを希望される口座の預金通帳
■申請、問合せ　長寿社会課（☎２３－５１３２、 ２３
－５０１２）

利用者負担段階区分 個人上限額 世帯上限額
世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の
方がいる場合（現役並み所得者） 44,400円

住民税課税世帯の方（一般）※ 37,200円

住民税
非課税
世 帯

ア　合計所得金額及び公的年金等収
入額の合計が80万円を超える方 24,600円

イ　合計所得金額及び公的年金等収
入額の合計が80万円以下の方等 15,000円 24,600円

生活保護受給者の方等 15,000円 15,000円
※平成29年８月利用分から、「一般」の区分の上限額が37,200円
から44,400円（月額）に引き上げられます。ただし、同じ世帯の
全ての65歳以上の方（サービスを利用していない方を含む。）の
利用者負担割合が１割の世帯は、年間446,400円（37,200円×
12か月）の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えない
ようにされます。（３年間の時限措置）



水道局庁舎が移転します
～ 新庁舎新築に伴う水道局業務のご案内 ～

（営業時間：平日の午前８時30分～午後５時15分）
現在の庁舎 平成29年７月14日（金）まで
新しい庁舎 平成29年７月18日（火）から

※７月15日（土）～17日（月・祝）に来局の際は、電話
で確認のうえお越しください。

新しい庁舎には、図の赤い矢印の経路でお越しください。
これまでの入り口からは、青い矢印の経路でお越しください。

■問合せ　水道局総務課
　　　　　（☎３２－６１１１、 ２３－３５３０）

行政機関におけるマイナンバーの
情報連携が試行されます

　マイナンバーを利用して、行政機関の間で個人情報
をやり取りする情報提供ネットワークが７月から試行
されます。今後、情報連携が本格運用されるようになっ
た事務については、手続きされる際にマイナンバーを
提示することにより添付書類が省略できたり、窓口で
の確認業務を短縮することができたりするようになり
ます。ただし、運用が延期されたり、マイナンバーを
利用できない事務については、今までどおりの手続き
が必要になりますのでご注意ください。
　なお、本格運用が開始されるまでは、今までどおり
住民票や税証明などの添付書類が必要となります。
　くわしくは、手続きのご案内があった各窓口でご相
談ください。
◆情報連携に関する記録はマイナポータルで確認でき
ます
　どの機関が情報提供ネットワークから提供を受けた
かというご自身の情報の記録は、マイナポータルを利
用して確認することができます。このサービスの利用
には、マイナンバーカードの取得とマイナポータルへ
の利用者登録が必要です。
　マイナンバーカードの交付申請については、市民課
届出係（☎２３－５１４４）までお問い合わせください。
○マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）
　電話：０１２０－９５－０１７８
　平日 午前９時30分～午後８時
　土曜・日曜・祝日 午前９時30分～午後５時30分
○マイナンバーに関する内閣官房のホームページ
　http://www.cao.go.jp/bangouseido/
○マイナポータルのホームページ
　https://myna.go.jp/
◆証明書などを窓口で請求されるときにはご協力をお
願いします
　市役所以外での手続きにおいて、マイナンバーが必
要となるものや各種証明書の添付が必要なものがあり、
各種証明書等を市役所の各窓口で請求される際に、皆
さまに必要書類についてお聞きすることがあります。
市役所へお出かけの際には、依頼された各機関からの
ご案内の用紙をご持参のうえご相談いただきますと、
窓口でお待たせする時間も短縮できますので、ご協力
をお願いします。
■問合せ　市民課（☎２３－５１４４、 ２３－５３９８）

夏季の水難事故を防止しましょう
米子市水難防止協議会からのお知らせ

　暑い夏がやってきました。たくさんの人たちが海や
川へ出かけ、水遊びを楽しむ季節です。
　しかし、夏は水の事故が増える季節でもあります。
海や川などで水遊びをする場合には、次のことに注意
しましょう。
【注意すること】
● 海での遊泳は、必ず海水浴場で行なう。
● 飲酒しての遊泳はやめる。
● 天候不良の時は遊泳をやめる。
● 増水した川、用水路、ため池には近づかないように、
また、子どもを遊ばせない。

● 体の調子の悪いときには水泳をしない。
● 離岸流に注意する。
● おぼれている人を見たらすぐに消防などに通報する
とともに救助活動や心肺蘇生法などの応急手当を行
なう。通報するときは落ち着いて場所、性別、年齢
などを伝える。

※皆生海岸には場所を特定するための番号表示板を設
置していますので通報時にお伝えください。

◆緊急連絡先
　消防・・・119番
　海上保安部・・・118番
　警察・・・110番
【保護者の皆さまへ】
● 子どもだけでの水遊びをさせないようにしましょう。
● 水遊びに付き添う時は、子どもから目を離さないよ
うにしましょう。

● 休憩時間は十分にとらせましょう。
■問合せ　米子市水難防止協議会事務局
　　　　　（☎２３－５３３９、 ２３－５３８７）

第２回原子力防災現地研修会（見学会）
■日程　８月６日（日）午前10時～午後４時
● 島根県原子力防災センター（松江市内中原町）
● 島根原子力館、島根原子力発電所（松江市鹿島町）
■応募締切　７月24日（月）必着
■募集人数　小学５年生以上の小中学生とその保護者
20組40人
※応募方法などくわしくはお問い合わせください。
■申込・問合せ　鳥取県危機管理局原子力安全対策課
（☎０８５７－２６－７９７３、 ０８５７－２６－８８０５、
Ｅメール：genshiryoku-anzen@pref.tottori.lg.jp）



ふるさと納税の状況をお知らせします
◆平成28年度の実績（平成 28年４月から平成 29年３月）
　28,561 人の方から４億 7,843 万 9,869 円のご寄附をいただきました。ありがとうございました。
◆使途別の集計

指定使途 件数（件） 寄附金額（円）
①輝く子ども応援団 10,723 160,758,486
②中海再生応援団 4,348 58,841,945
③地域の力応援団 3,958 60,860,518
④歴史・文化応援団 3,212 45,831,324
⑤がいなよなご応援団 9,896 152,147,596

合計 32,137 478,439,869
※お一人で複数の使途指定がありますので、寄附者
数と件数は一致しません。

◆平成28年度の主な「がいなよなご応援基金」充当事業
ご寄附をいただいた皆さまが指定された使途に沿って有効に活用させていただきました。

指定使途 目的 主な事業

輝く子ども応援団 教育環境の充実と、子育て支援の
ために

保育園遊具購入事業　（7,548 千円）
不妊治療費助成事業（12,266 千円）
スポーツ施設整備事業　（29,334 千円）

中海再生応援団 中海の環境保全と中海を生かした
観光・産業のために

なかうみ環境学習事業　（1,497 千円）
中海水質浄化のための水質調査事業　（503千円）

地域の力応援団 地域福祉の充実のために 消防団装備資機材整備事業　（14,086 千円）
循環バス（だんだんバス）車両購入事業（33,660 千円）

歴史・文化応援団 歴史・文化その他の地域資源の保
存と活用のために

米子市周年史編さん事業（5,532 千円）
がいなよなご応援基金文庫整備事業（6,500 千円）
米子城・魅せる！プロジェクト事業　（2,226 千円）

がいなよなご応援団
市長が特に「ふるさと米子」の未
来に向けてのがいな発展に寄与す
ると認める事業のために

ふるさと納税寄附者に地元産品をＰＲするとともに、本市のサ
ポーターになっていただくよう働きかける地域産品ＰＲ事業（ふ
るさと納税）（249,397 千円）

■問合せ　市民自治推進課（☎２３－５３８９、 ２３－５３５４、Ｅメール：jichisuishin@city.yonago.lg.jp）

循環バス（だんだんバス）の車
両の老朽化により、新しいバス
を２台購入しました

一般書、児童書の新刊、人気のある
本等を購入しました

米子市地域公共交通会議委員
　地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要とな
る事項を協議する米子市地域公共交通会議の委員を募
集します。
■公募人数　２人以内
■任 期　委嘱の日から平成31年５月30日
■会 議　２時間程度の会議を年２回程度開催
■応募資格　平成29年６月１日現在、満20歳以上で、
市内にお住まいか、通勤・通学している方
■応募方法　委員に応募する理由または動機を、400
字から800字程度にまとめ、住所、氏名、生年月日、
電話番号を記入のうえ、地域政策課（本庁舎４階）
に直接ご持参いただくか、郵送・ＦＡＸ・Ｅメール
などでご応募ください。
※提出いただいた書類は、お返ししません。用紙はＡ
４サイズを使用してください。
■募集期限　７月10日（月）必着
■選考方法　応募書類をもとに書類選考します。
■応募・問合せ　〒６８３－８６８６　米子市加茂町一
丁目１番地　地域政策課（☎２３－５２７４、 ２３－
５３９２、Ｅメール：chiikiseisaku@city.yonago.
lg.jp）

米子市交通バリアフリー推進協議会委員
　米子市交通バリアフリー基本構想に基づき、実施さ
れた事業の成果に対する評価ならびに進捗状況の確認
および検討等を行なう米子市交通バリアフリー推進協
議会の委員を募集します。
■公募人数　３人以内
■任 期　平成29年９月１日から２年間
■会 議　３時間程度の会議を年２回程度開催
■応募資格　平成29年９月１日現在、満20歳以上で、
市内にお住まいか、通勤・通学している方

■応募方法　委員に応募する理由または動機を、400
字から800字程度にまとめ、住所、氏名、生年月日、
電話番号を記入のうえ、地域政策課（本庁舎４階）
に直接ご持参いただくか、郵送・ＦＡＸ・Ｅメール
などでご応募ください。

※提出いただいた書類は、お返ししません。用紙はＡ
４サイズを使用してください。

■募集期間　７月３日（月）～24日（月）（※必着）
■選考方法　応募書類をもとに書類選考します。
■応募・問合せ　〒６８３－８６８６　米子市加茂町一
丁目１番地　地域政策課（☎２３－５２７１、 ２３
－５３９２、E メール：chiikiseisaku@city.yonago.
lg.jp）

市の交通に関して協議する委員を募集します


