
便利です　マイナンバーカード
　マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニ店舗内にあるマルチコピー機で住民票の写しや印鑑登録証明書
等の各種証明書を取得できます。全国のコンビニで利用できるため、通勤途中や出先でも最寄りの店舗で早朝や深
夜でもご利用いただけます。
　■利用できるコンビニ（全国約48,000店）
　　セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクス
　■利用可能時間（年末年始を除き休日も利用可）
　　午前６時30分～午後11時（ただし、戸籍証明書および戸籍の附票は平日午前８時30分～午後５時15分）
　■利用手数料　米子市の証明書は、窓口での交付より１通あたり100円お安くなります。

◆利用される際にご注意いただくこと
　コンビニ交付サービスを利用するには、「利用者
証明用電子証明書」が登録された「マイナンバー
カード」が必要です。
　コンビニ店舗に設置してあるマルチコピー機を
ご本人が操作して各種証明書を取得することにな
りますが、間違えて発行された証明書を窓口で交
換したり、料金の返還をすることはできません。
　また、コンビニで取得できる証明書は、最新事
項の記載のものに限られ、過去の情報や履歴が記
載された証明書が必要な場合には市役所窓口で申
請してください。
※コンビニ交付サービスに関することは市民課ま
でお問い合わせください。

◆本籍地の戸籍証明書をコンビニで取
得できる自治体もあります　

　本籍地が米子市以外の方でも、本籍地の市区町
村が戸籍証明書の発行をコンビニで取得できる
サービスを行なっている場合があります。（米子市
はこのサービスをしていませんのでご注意くださ
い。）
　コンビニの端末または戸籍証明書交付の登録申
請サイトから、事前に利用者登録をしておく必要
があります。また、各市区町村ごとにサービスが
異なりますので、くわしくはご自身の本籍地であ
る市区町村役場に直接お問い合わせください。

◆マイナンバーカードは初回発行が無
料で受け取れます　

　現在のところ、マイナンバーカードの初回交付
手数料は無料となっています。
　ただし、申請してから受け取りに１か月程度かか
りますのでお早めの申請をお願いします。
　スマートフォンやパソコンで「マイナンバーカー
ド総合サイト」からもマイナンバーカードの申請
ができます。ただし、申請には最新の「申請書ＩＤ」
が必要となりますのでご注意ください。ウェブ申
請は市民課④番窓口に設置しているマイナポータ
ル端末からも可能ですので、くわしくは市民課届
出係（☎２３－５１４４）までお問い合わせください。

◆マイナンバーカードでマイナポータルがご利用いただけます
　マイナポータルは、自身の情報の確認や、市役所からのお知らせを電子メールで受信できるサービスが受け
られるようになります。
　くわしくは、「マイナポータルサイト」https://myna.go.jp/ をご確認ください。

◆マイナンバーカードを紛失したとき
には

　カードを紛失したときには、コールセンターま
たは市役所市民課に連絡をしてください。不正利
用防止のためカード利用の一時停止ができます。
また、再交付や番号変更を希望される場合には市
役所市民課に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）
　☎０１２０－９５－０１７８
●　個人番号カードコールセンター（有料）
　☎０５７０－７８３－５７８
（繋がらない場合には☎０５０－３８１８－１２５０）

４月から行政窓口サービスセンターの開所日が変わります
　行政窓口サービスセンターでは、毎週土・日曜日（祝日および12月29日～１月３日を除く。）、国民の祝日の
振替休日に住民票の写しなどの証明発行業務を行なっていましたが、平成30年４月１日から、日曜日および振替
休日のみの開所に変更します。

■問合せ　市民課（☎２３－５１４４、Ｅメール： shimin@city.yonago.lg.jp）



①耐震改修による固定資産税の減額措置
昭和57年１月１日以前から所在する住宅に一定の
要件を満たした耐震改修が行なわれた場合、改修
を行なった家屋の翌年度分の税額を２分の１（床
面積120㎡分までを限度）減額します。平成30
年３月31日までに行なった改修工事が対象です。

②熱損失防止（省エネ）改修による固定資産税の減額
措置
平成20年１月１日以前から所在する住宅に一定
の要件を満たした熱損失防止改修が行なわれた場
合、改修を行なった家屋の翌年度分の税額を３分
の１（改修後の住宅の床面積が50㎡以上で、120
㎡分までを限度）減額します。平成30年３月31
日までに行なった改修工事が対象です。

③バリアフリー改修による固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅に一
定の要件を満たしたバリアフリー改修が行なわれ
た場合、改修を行なった家屋の翌年度分の税額を
３分の１（改修後の住宅の床面積が50㎡以上で、
100㎡分までを限度）減額します。平成30年３月
31日までに行なった改修工事が対象です。

◎制度をご利用になる場合は、いずれも改修工事完了
後３か月以内に手続きする必要があります。手続き
については、固定資産税課家屋償却資産係（☎２３
－５１１６、Ｅメール：koteishisan@city.yonago.
lg.jp）におたずねください。

既存住宅の改修による
固定資産税減額制度のお知らせ

 既存住宅の改修による固定資産税の減額措置については、次の３つの制度があります。

「米子市障がい者支援プラン2018（仮
称）」へのご意見を募集します
　米子市では、「米子市障がい者計画」および「米子市
障がい福祉計画」ならびに「米子市障がい児福祉計画」
で構成する、「米子市障がい者支援プラン 2018（仮称）」
の策定を進めています。
　このたび、素案をまとめましたので、市民の皆さん
のご意見を募集します。
　ご意見に対して個別に回答はしませんが、米子市の
考え方をとりまとめ、後日公表します。
■募集期間　２月８日（木）まで
■素案の公表方法　米子市ホームページ、または次の
閲覧資料設置場所でご確認ください。

【閲覧資料設置場所】障がい者支援課（本庁舎１階）、
地域生活課（淀江支所１階）、ふれあいの里、米子市
心身障害者福祉センター、米子サン・アビリティーズ、
市内各公民館
■意見の提出方法　ご意見のほかに住所、氏名、電話
番号を記入のうえ、文書で障がい者支援課に直接ご
持参いただくか、郵送、ファクシミリ、電子メール
で提出してください。指定の様式または任意のもの
で提出してください。
■提出先・問合せ　〒６８３－８６８６　米子市加茂町
１丁目１番地　障がい者支援課（☎２３－５１５９、
２３－５３９３、Ｅメール：shien@city.yonago.

lg.jp）

米子市防災研修会を開催します
　住民の防災意識の啓発と地域防災力の充実強化を目
的に、防災研修会を開催します。
　大災害の実態や災害教訓を学び、事前の備えや地域
防災にお役立てください。
　災害対策には、多様な視点や力が必要です。多くの
皆さんに参加していただきますようご案内します。女
性や若い世代の方々も奮ってご参加ください。（事前申
込不要）
　要約筆記や手話による通訳も行ないます。
■と き　２月18日（日）午前９時30分～正午
　　　　　（午前９時10分開場）
■ところ　ふれあいの里　１階　大会議室
■研修内容
（１）平成29年度鳥取県自主防災組織等知事表彰受賞
団体による活動事例発表
発表：永江地区自治連合会、河崎新田地区自主防災会

（２）災害伝承講演
東日本大震災における自
身の被災経験や、ライフ
ラインが途絶するなか地
区の諸団体や商店・病院
などと共に活動した経験
をもとに、災害時に一人
ひとりができることについてお話しします。
講師：島

しま

田
だ

　福
ふく

男
お

さん
　　　災害伝承語り部（仙台市連合町内会長会副会長）

※当日は、駐車場の混雑が予想されますので、バスな
どの公共交通機関の利用やお車を乗り合わせてのご
来場をお願いします。

■問合せ　防災安全課
　　　　　（☎２３－５３２８、 ２３－５３８７）



　NHK 教育テレビ「ワンツー・どん」
の歌のお姉さんとしてデビュー以来、
透明感あふれる歌声、観客の心を和や
かにさせるトークを魅力に、３世代を
つなぐファミリーコンサート活動を続
けている童謡歌手の稲村なおこさんを
ゲストに迎え、聴いて歌って、みんな

で一緒に楽しめる童謡コンサートを開催します。
■と き　３月４日（日）午後２時開演
　　　　　（午後１時30分開場）
■ところ　米子市文化ホール　メインホール
■入場料　無料
　※童謡講座の受講生でなくても入場いただけます。
■出 演　うた：稲村なおこ　ピアノ：藍田月子
■主 催　米子市 ・ 米子市教育委員会 ・
　　　　　（一財）米子市文化財団【米子市文化ホール】
■問合せ　米子市文化ホール
　　　　　（☎３５－４１７１、 ３５－４１７５）

米子市文化ホール童謡講座
「童謡をみんなでうたう会」特別講座
稲村なおこ 童謡コンサート

第 13回ビッグシップ探検ツアー 
参加者募集

未来にはばたけ若き演奏者たち！
平成29年度 鷲見三郎顕彰事業

第25回米子ユースオーケストラ演奏会
　米子市音楽祭（市音）は、米子市近郊で音楽活動を
する個人や団体が一堂に会し、発表と鑑賞の機会を作
り、音楽を通じて地域文化の向上に努めることを目的
に毎年開催し、今回は記念すべき60回の節目を迎えま
す。
　米子市近郊の音楽が大好きな皆さん、60回も続く伝
統ある音楽祭で自分の音楽を表現してみませんか。た
くさんのご応募お待ちしています！くわしくはお問い
合わせください。
【募集ジャンルと日程】

ジャンル とき ところ
アコースティック ６月３日（日）米子市文化ホール

メインホールJAZZ ６月９日（土）

合　唱 ６月17日（日）米子市公会堂大ホール

フ リ ー
ジャンル

アカペラ・
バンド ６月23日（土）米子市淀江文化センター

大ホールその他 ６月24日（日）
※演奏スタイルにより、各ジャンルに分かれます。
※出場ジャンル、演奏時間等の調整をさせていただく
場合があります。

※出演料はいただきませんが、運営や集客を行なって
いただきます。

７月１日（日）に 60回記念メモリアルコンサートの開
催も予定しています。
■問合せ　米子市音楽祭実行委員会事務局（米子市文
化ホール内）（☎３５－４１７１、 ３５－４１７５）

第60回 米子市音楽祭
出演者募集
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申込締切

　米子市出身の世界的ヴァイオリン教育者・鷲見三郎
（1902年－1984年）を顕彰する事業として、今年度
も「米子ユースオーケストラ演奏会」を開催します。
小学生から大学生を中心とした「米子ユースオーケス
トラ」と、小学生から高校生までの弦楽合奏「ストリ
ングジュニア」が出演します。皆さんぜひお越しくだ
さい。
■と き　３月25日（日）午前11時開演
　　　　　（午前10時30分開場）
■ところ　米子市文化ホール メインホール
■入場料　無料
■演奏曲目

▼米子ユースオーケストラ
　ブラームス　交響曲 第２番 第４楽章
　アラン・メンケン　映画「美女と野獣」より メドレー

▼ストリングジュニア
　ヴィヴァルディ「四季」～協奏曲第１番ホ長調「春」
※演奏曲目は変更になる場合があります。
■問合せ　米子市文化ホール
　　　　　（☎３５－４１７１、 ３５－４１７５）

　ビッグシップを身近に感じていただくため、皆さん
に施設を公開します。多目的ホールでの舞台転換の模
様や音響、照明などの調整ブースの見学、客席天井裏
にあるピンスポットルームからのピンスポット操作体
験などを予定しています
■と き　３月21日（水・祝）午後１時30分～４時（予定）
■募集人員　40人※定員になり次第、締切り。
■募集期間　２月９日（金）～３月９日（金）必着
■応募方法　参加者全員の住所、氏名、年齢、連絡先
をご記入のうえ、はがき、ＦＡＸまたは米子コンベ
ンションセンター受付までお申し込みください。

■応募条件　小学生以上（上限なし）、階段60段を登
れる方、また高所恐怖症でない方、※ただし、小学
生は保護者同伴

■申込・問合せ　〒６８３－００４３ 米子市末広町
２９４　米子コンベンションセンター 探検ツアー
係（☎３５－８１１１、 ３９－０７００、Ｅメール：
management@bigship.or.jp）



男女共同参画をテーマにした作品を発表します
　今年度は、220点のご応募をいただきました。一部作品をご紹介します。また、平成30年度の「米子市ごみ分別
収集カレンダー＆健康ガイド・国保ガイド」にも掲載します。
　なお、全応募作品は、市役所旧庁舎１階「男女共同参画センター“かぷりあ”」に展示しています。　
■問合せ　男女共同参画推進課 （☎２３－５４１９、 ３７－３１８４）

≪応募作品　（一部掲載／順不同）≫

よい夫婦　雨の日風の日　助け愛 「手を貸そう」夫婦相互に忖
そん た く

度し
男女の和　築く知恵の輪　未来の和 パパ進歩「手伝うよ」から「俺の役」
イクメンはママの苦労を肌で知る 思いやり男女を超えて成る参画
バリアフリー国籍男女みんな丸 夢実現　笑顔も苦労も　分かち愛
子育ては　夫婦の絆　高め合う 支え合い敬う明日に愛がある
学ぶ　遊ぶ　語る　笑い合う 保育園　パパが送って　ママ迎え
参画は　笑顔育む　絆生む 育休を　薦める会社　ママの味
共同で　みんな笑顔を　取り戻す 爺婆がお手本となるヤジロベエ
我が家の子　今や立派な　即戦力 らしさより　今できること　行動に
高め合う　力が互いの　ためになる 男女の和　協力すれば　強力に
定年後　再就職は　家事課長 男女間　カベを壊して　風を入れ
お互いに　よく知ることが　まず一歩 エプロンが　似合う男は　かっこいい
家事と舵

かじ

　二人で話し合い　分担する ママカメラ　いんすた映えの　パパ料理
少子化に　待ったをかける　育ジイジ 線引きは　曖昧くらいが　ちょうど良い
お互いが　助け合うから　いい暮らし やっておいたよ。そんな言葉の積み重ね
おそろいの　エプロンつけて　家事分担 家事好きな　パパの背中が　好きな子ら
助け合い　パパママ奏でる　ハーモニー 「親」の文字　男女の区別　ありません
ママチャリで　パパがお迎え　保育園 ネクタイを　エプロンに替え　腕まくり
♂×♀＝∞　男女が手を取り、作ろう無限の未来を 「ありがとう」　互いにかける　合（愛）言葉
男（ひと）と女（ひと）立ち位置換えて苦楽知る 今日行く（教育）と　授業参観　パパ乗り気
男女の差？　なにそれウケる　現代（いま）の子に 「ありがとう」　また聞きたいから　皿洗い
長い道　男時女時（おどきめどき）の　あざなえる オムツ換え　ママより上手　おじいちゃん
温かく優しく見守る眼と眼で子はすくすく 「ありがとう」　未来へつなぐ　明るい職場
シェアします　仕事も家庭も　育児もね！ ヨかれと思いナかのじょと共同ゴ歩ＧＯ歩で参画シ
いい人生　仕事と私事（しごと）の　調和から フライパン　パパが持ってると　小さいね
めぐる血は　男も女も　みな赤く　宿る温もり　36.5℃（さんじゅうろくどごぶ）
ありがとう、男女（あなたの）笑顔でホッとしてあなたの笑顔で力が湧く
子子子妻　風呂から順に　飛び出せば　タオルで夫　受け止めて拭き
認め合い　補い合って　日々仕事　職場に満ちる　程よき緊張
男性にできて、女性にできない？女性にさせるが、男性はしない！それは、都合の良い思い込み！！
子供は原石磨けばダイヤモンドに


