
ブロック塀の安全点検をしましょう！
　６月18日に発生した大阪府北部を震源とした地震により、ブロック塀が倒壊し２名の尊い命が失われました。また、
ブロック塀が倒壊すると、被災者の避難や救助活動の妨げとなることも予想されます。
　ブロック塀が倒壊し事故が発生した場合は、所有者がその責任を問われることが考えられます。次のチェックポ
イントで、ご自身が所有するブロック塀が安全であるか自己点検を実施してみましょう！
　チェックポイントの１～５をチェックし、ひとつでも適合しない項目があった場合は、専門家に相談し、ブロッ
ク塀の撤去、転倒防止策を検討しましょう。ご不明な点は、建築相談課建築審査係（☎２３－５２３６）までお問い
合わせください。

□１　塀は高すぎないか
塀の高さは地盤から2.2m以下
か。
□２　塀の厚さは十分か
塀の厚さは10cm 以上か。（塀
の高さが２m超2.2m 以下の場
合は15cm以上）
□３　控え壁はあるか
　（塀の高さが1.2m超の場合）
塀の長さ3.4m 以下ごとに、高
さの1/5 以上突出した控え壁が
あるか。
□４　基礎があるか
コンクリートの基礎がある
か。
□５　塀は健全か
塀に傾き、ひび割れはないか。
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　皆さんが普段の生活で使っておられる道路で、損傷し
ている箇所や危険だと思われる場所がありましたら道路
整備課までお知らせください。
　お手持ちの PCやスマートフォンなどで米子市ホーム
ページにアクセスしていただき、トップページ（PCは
バナー「道路損傷の情報をお寄せください」、スマート
フォンでは「道路損傷について」）から、道路損傷メー
ルフォームがご利用いただけます。
　メールフォームでは写真の添付も可能（3MB程度）
ですので、スマートフォンなら、撮影した不良箇所の写
真をその場で添付していただけます。写真を添付してい
ただくと、速やかな場所の特定に繋がります。メール
フォームは24時間受付可能ですのでぜひご活用くださ
い。
　これまでどおり、電話での連絡もご利用いただけます。
　なお、米子市が維持管理している市道が対象となりま
す。国道・県道・市道と判別が不明確な場合はご連絡い
ただければお調べします。

○道路損傷等の例

　　●　道路の陥没（穴）　　　　　　●　側溝の蓋損傷
　　●　街路樹の倒木　　　　　　　●　ガードレールの損傷
　　●　カーブミラーの損傷（向きの不具合など）
■問合せ
＜道路施設に関すること＞
　道路整備課道路維持係
　（☎２３－５２８３、 ２３－５２５４）
＜排水路・街路樹に関すること＞
　道路整備課排水路維持係
　（☎２３－５２４９、 ２３－５２５４）

道路損傷等のご連絡について
メールフォームがご利用いただけます

組積造（れんが造、石造、鉄
筋のないブロック造）の塀の
場合
□１　塀の高さは地盤から

1.2m以下か。
□２　塀の厚さは十分か。
□３　塀の長さ 4ｍ以下ごと

に、塀の厚さの 1.5 倍
以上突出した控え壁が
あるか。

□４　基礎があるか。
□５　塀に傾き、ひび割れは

ないか。

吹付アスベストの撤去を支援します
分析調査に要する費用（25万円を限度）を補助します。募集件数５棟。先着順で受け付けします。
ご希望のかたは、事前にご相談をお願いします。建築相談課建築審査係（☎２３－５２３６）



フレッシュタウン錦海団地分譲中
残り３区画！

　錦海団地の住宅用地を分譲しています。

■１区画当りの面積　307.14㎡～307.43㎡
■分譲価格　13,118,294円～13,821,300円
■申込方法　所定の申込書に住民票を添えて、建設企
画課（本庁舎２階）にお申し込みください。（申込書
は建設企画課にあります。）
■受付期間　随時受付中
■譲渡人の決定　申込順に譲渡人を決定します。
※分譲の条件などくわしくは、ホームページをご確認
ください。

■問合せ　建設企画課総務係（☎２３－５５２９、
２３－５３９６、Ｅメール：kensetsukikaku@city.
yonago.lg.jp）

南公園墓地行き臨時バスを運行します
　秋のお彼岸の時期に南公園墓地行きの臨時バスを運
行します。交通渋滞の解消にもつながりますので、積
極的にご利用ください。※昨年度と運行時刻を変更し
ましたのでご注意ください。

臨時バス時刻表（主な停留所のみ）
南公園墓地行き
祇園町車庫 市役所前 髙島屋前 米子駅前 美吉 公園墓地
８：41 ８：45 ８：46 ８：51 ８：54 ８：58
10：06 10：10 10：11 10：16 10：19 10：23
11：21 11：25 11：26 11：31 11：34 11：38
13：43 13：47 13：48 13：53 13：56 14：00
15：33 15：37 15：38 15：43 15：46 15：50
市内方面　祇園町車庫行き
公園墓地 美吉 米子駅前 髙島屋前 市役所前 祇園町車庫
９：45 ９：49 ９：52 ９：57 ９：58 10：02
11：00 11：04 11：07 11：12 11：13 11：17
12：15 12：19 12：22 12：27 12：28 12：32
14：40 14：44 14：47 14：52 14：53 14：57
16：30 16：34 16：37 16：42 16：43 16：47
○運行期間　９月22日（土）・23日（日・祝）
※運行は日ノ丸バスです。交通事情等により遅れるこ
とがあります。

■問合せ　日の丸バス（株）（☎３２－２１２３）
　建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）

　米子駅前地下駐車場は
11月から営業を休止します

　米子駅前地下駐車場は、改修工事のため、11月１日
からしばらくの間、営業を休止します。営業再開は、
来年８月頃を予定しています。大変ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、駐輪
場は工事中も引き続き営業しますので、どうぞご利用
ください。
【お願い】

▼米子駅前周辺にお車でお越
しの方は、米子市万能町駐
車場または周辺駐車場をご
利用ください。

▼米子駅前ロータリー内は駐
停車禁止です。降車が済み
ましたら、速やかに発進してください。

▼米子駅前周辺道路が大変混雑することが予想されま
す。米子駅周辺にお越しの際は、なるべく公共交通
機関をご利用ください。
※ 10月末までは通常どおり営業しますので、どうぞ
ご利用ください。

■問合せ　建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－
５３９６、Ｅメール：kensetsukikaku@city.yonago.
lg.jp）
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広告主を募集します
■米子市指定家庭用ごみ袋の外袋 

▼広告の場所　米子市指定家庭用ごみ袋 （全７種類）の
外袋に１枠ずつ掲載します。

▼広告掲載期間　平成31年２月～７月製造分に掲載

▼広告のサイズおよび広告掲載料
種類 サイズ 広告掲載料

可燃 40L 縦 4.0cm、横 17.0cm 350,000円
可燃 30L 縦 3.6cm、横 15.3cm 200,000円
可燃 20L 縦 3.6cm、横 15.3cm 120,000円
可燃 10L 縦 2.8cm、横 11.9cm 60,000円
不燃 40L 縦 4.0cm、横 17.0cm 70,000円

（全３種類一括）
不燃 30L 縦 3.6cm、横 15.3cm
不燃 10L 縦 2.8cm、横 11.9cm
■募集期間　９月３日（月）～28日（金）まで
■申込・問合せ　クリーン推進課【米子市クリー
ンセンター内　米子市河崎 3280 － 1（☎２３－
５３００・ ３０－０２７１）】

※応募の掲載イメージ・応募方法・掲載基準など、く
わしくは「米子市ホームページ」をご確認ください。

大山開山1300年関連イベント
1300本のたいまつ行列

　大山夏山開き祭前夜祭で行なわ
れたたいまつ行列を秋にも特別開
催。1300人が手に持つたいまつ
が「炎の河」となって流れます。
■と き　９月30日（日）
■ところ　大神山神社奥宮～大山博労座
■問合せ　伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会
　　　　　（☎３１－９３７１）



写真講座・写真撮影会 in よどえ
　現在作品を募集中の「淀江の魅力再発見！ フォトコ
ンテスト2018」の一環として、『写真講座・写真撮影
会 in よどえ』を開催します。講座のみ、撮影会のみの
参加も可能です。参加には事前の申込みが必要です。

＜写真講座＞
　写真撮影初心者を対象とした写真講座です。「写真の
楽しみ方・構図のとり方」などを教えていただきます。
■と き　９月29日（土）午前10時～正午
　　　　　（午前９時45分受付）
■ところ　淀江公民館宇田川分館

＜写真撮影会＞
　米子市淀江町宇田川地区を巡りながら写真を撮影す
るフィールドワークです。普段お使いのカメラやケー
タイなどをお持ちください。少雨決行。
■と き　９月29日（土）午後１時30分～４時30分
　　　　　（午後１時15分受付）
■集合場所　淀江公民館宇田川分館
○講座・撮影会とも
■講 師　石丸なつ子さん（サークルＵ）
■その他　定員各30人（先着順）、参加費無料。
　くわしくは市役所などに設置のチラシまたは米子市
ホームページをご確認ください。
■申込・問合せ　淀江振興課
　　　　　　　　（☎５６－３１６４、 ５６－５２０１）

美味しい楽しい交流イベント開催 !
大山山麓・日野川流域

つながるマルシェ in える・もーる
■と き　　Vol.1　９月16日（日）
　　　　　　Vol.2　10月13日（土）
　　　　　　午前10時～午後３時
　（当日午前８時～午後５時は、ひまわり駐車場無料 )
■ところ　える・もーる１番街　ひまわり駐車場
朝どれ新鮮野菜の軽トラ市、道の駅とっておきグ
ルメ、美味しいフードカーコーナー＆フードコー
ト、フリーマーケット、ミニステージ、ゆるキャラ・
オッサンショウオ&ヨネギーズも登場 ! 新鮮野菜
やスイーツが当るクイズ大会など予定。
■主 催　角盤町商店街振興組合、米子市
■問合せ　角盤町商店街振興組合（☎２１－７８１１）

※フリーマーケット参加者募集
参加料無料　先着15組予定

申込み先：tunagarum@bss-kikaku.com

第３回よなご歩
ある

き愛
め

です
ハロウィンウォーキング　参加者募集
　「歩き愛です専用歩数計」を持って市内を楽しく
ウォーキングしてみませんか？当日、中心市街地では
さまざまなイベントが開催されており、その会場も巡
ります。さらに豪華景品の当たるお楽しみ抽選会も実
施します。皆さんのご参加をお待ちしています！

＜仮装・コスプレでの参加も大歓迎＞
　当日は、洗って落とせるタトゥーシールやハロウィ
ンキャラクター帽子など誰でも気軽にハロウィン体験
ができる楽しいグッズも用意しています。
■と き　10月21日（日）午前10時（受付：午前９時～）
■集合場所　市役所正面玄関
■参加料　1,000円（歩き愛です専用歩数計をお持ち
の方は無料で参加いただけます。）

※イベントの参加には「歩き愛です専用歩数計」が必
要です。１グループ最低１つご購入ください。

■定 員　300人（事前申込をお願いします。）
■申込・問合せ　よなご歩き愛です実行委員会事務局
  （☎２３－５２２４、Ｅメール：keizai@city.yonago.lg.jp）

◎“歩
ある

き愛
め

です”とは…
　歩き愛ですは、専用の歩数計を使用したウォーキ
ングイベントです。専用歩数計に歩数を貯めると、
市内外の協賛店舗で歩数に応じた優待サービスが毎
日受けられます。お得に楽しく歩きながら毎日の健
康管理につなげることができる取組みとして、全国
各地で開催されています。
※イベント情報、優待サービス提供店舗情報は、よ
なご歩き愛です公式ホームページ（http://www.
yonagoaruki.com/）でご確認ください。

第１回米子市消費生活セミナー
食卓から考える環境

～未来のトップアスリートを育てるための食事と栄養～
■と き　９月29日（土）午後３時～５時（開場：午後２時）
■ところ　ふれあいの里　大会議室
■講 師　花

はな た に

谷遊
ゆ

雲
う

子
こ

さん
　　　　　（管理栄養士、健康運動指導士）

管理栄養士、健康運動指導士としてオリ
ンピックをめざすトップアスリートをサ
ポートするほか、ジュニア選手の育成、
スポーツ指導者や保護者向けにセミナー
を実施され、幅広くご活躍されておられ
ます。オリンピック選手サポート体験談
やスポーツ競技の身体作りに必要な食事

のとり方など分かりやすくご講演をいただきます。
■定 員　300人（手話通訳あり）
※入場無料・申込不要
■問合せ　生活年金課（☎２３－５３７８）
※ふれあいの里駐車場が満車の場合、近隣の有料駐車場ま
たは米子市役所駐車場をご利用ください。（米子市役所
駐車場は６時間無料処理します。）

第３回白鳳の丘　彼岸花まつり
　市民の皆さんの協力により５年間に２万５千個を超え
る彼岸花の球根が植えられてきました。今年もこの彼
岸花が咲く頃に彼岸花まつりを開催します。
■と き　９月23日（日・祝）・24日（月・振替休日）
　　　　　午前10時～午後４時
■ところ　淀江町福岡地内　国史跡　上淀廃寺跡
■主催・問合せ　彼岸花の里づくりプロジェクト実行

委員会（☎５６－２２７１）



平成30年度　第２回しゃべって未来や
楽しくエネルギー体験
～うちエコのすすめ！～

　パタンナーとして働きながらの子育
て経験やエコサポーターズとしての活
動についてお話を伺います。
　また、参加者に体力発電機を使った
発電体験をとおして、楽しみながら、
エネルギーを作ることの大変さと、大
切さを感じてもらいます。
■講 師　田部美穂さん（パタンナー・とっとりエコ
　　　　サポーターズ）

【講師プロフィール】
神戸ドレスメーカー学院　デザイン専科卒業
アクディブ　パターン研究所卒業
洋裁技術検定上級取得・京都着物学院２級着付け師取得
県内外の企業の服飾デザイン・ディスプレイの企画等
に携わる。平成28年10月から鳥取県地球温暖化防止
活動推進員としても、活躍の場を広げている。
■と き　10月６日（土）午前10時～11時30分
■ところ　米子市男女共同参画センターかぷりあ
　　　　　（中町20番地、市役所旧庁舎１階）
■定 員　小学生と保護者20組程度、参加費無料
■申込方法　電話、ＦＡＸまたはＥメールで、お名前
と連絡先の電話番号を男女共同参画推進課までお知
らせください。

■申込・問合せ　男女共同参画推進課（☎２３－
５４１９、 ２３－５３９２、Ｅメール：danjyo@ 
city.yonago.lg.jp）

ワーク・ライフ・バランス推進月間記念イベント
～ロケットくれよんといっしょに
うたって、わらって、みんなで
　し・あ・わ・せ！！！～

【ロケットくれよんプロフィール】
　山口たかし・高田さ
としの２人組。鳥取県
出身のあそびうたデュ
オ。それぞれ保育士と
して勤務した後、2004
年ロケットくれよんを
結成。全国でファミリー
コンサート、保育者向
け講習会等を行なって
いる。

■と き　10月８日（月・祝）午前10時～11時30分
■ところ　米子市淀江文化センター（さなめホール） 
　　　　　イベントホール
■定 員　100人　※入場無料
■申込方法　申込先着順で、定員になり次第締め切り
ます。電話・メール・ＦＡＸで男女共同参画推進課
までお申し込みください。受付は９月10日（月）か
らです。
※電話での申込み受付時間は平日午前８時30分～午後
５時です。
■申込・問合せ　男女共同参画推進課（☎２３－
５４１８、 ２３－５３９２、Ｅメール：danjyo@
city.yonago.lg.jp）

よなご国際交流フェスティバル2018開催
～Yonago International Exchange Festival ～

■と き　９月24日（月）午前11時～午後３時
■ところ　米子市文化ホール　入場無料

　「よなご国際交流フェスティバル」は、
わたしたちのまちで、世界各国の料理や文
化、体験を楽しめる国際交流イベントです。
ぜひ、ご来場ください！！
○ステージパフォーマンス（午後１時から）
　世界の国々の踊りや歌、中国武術の演武
を披露します。

○ワールドレストラン　世界各国の特色あふれる料理がた
くさんあります！（※有料：各ブースでお買い求めくだ
さい。）

○展示・文化体験など　国際交流を行なっている団体の活
動紹介やさまざまな国の写真などを展示します。多言語
体験や健康相談、クイズなどもあります。

○ミニイベントやスタンプラリー（対象：中学生以下）も
あります！
※内容は変更になる場合があります。くわしくは米子市
ホームページ（http://www.city.yonago.lg.jp/）でご
確認ください。
■主 催　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
■問合せ　よなご国際交流フェスティバル実行委員会

事務局（☎３４－５９３１、 ３４－５９５５）

米子市隣保館合同人権講座
『ヘイト・スピーチってなに？』
～インターネット上の差別扇動を考慮して～

　社会の中で、特定の民族や国籍の人々、団体などを
排斥する差別的言動が行なわれています。
　民族や、国籍の違いを越えて、相互理解を深めて、
互いの人権を尊重しあう社会を築くために、ヘイト・
スピーチについて、お話しいただきます。皆さんのご
来場をお待ちしています。
■と き　10月５日（金）午後７時～８時30分
　　　　　（開場：午後６時30分）
■ところ　ふれあいの里１階　大会議室
■講 師　金

キム

　尚
サン

均
ギュン

さん
【講師プロフィール】

刑事法研究者。教育者。
龍谷大学法科大学院教授。
著書「ヘイト・スピーチの法的研究」
（2014年）ほか
※入場無料・申込不要、無料駐車場・
　手話通訳あり
■問合せ　人権政策課

　　　　　（☎２３－５２５１、 ３７－３１８４）


