
市からのお知らせ

医療費通知をお送りしています
　米子市国民健康保険被保険者の方に、平成30年１月
から３月受診分の医療費通知を 7月にお送りしていま
す。今後も３か月分ずつまとめてお送りします。
　平成30年１月受診分から、医療費通知を確定申告の
医療費控除の資料として使えます。ただし、医療費通
知を作成するためのデータの都合上、10月から12月受
診分の医療費については、確定申告の期間までに医療
費通知をお届けすることができませんので、診療を受
けた医療機関の領収書で申告をお願いします。

■問合せ　保険課　健康推進室（☎２３－５４０７）

市役所など施設内禁煙となります
　健康増進法の一部を改正する法律（平成30年7月25
日公布法律第78号）が成立し、受動喫煙対策が強化さ
れます。望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの
方が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き
喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき
措置等について定められました。
　これを受け、米子市では平成30年10月から市役所
をはじめとした市の各施設内は禁煙とします。また、
平成31年４月から敷地内も禁煙となる予定です。市民
の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
■問合せ 
総務管財課（☎２３－５３３１、 ２３－５３９０)
健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）

米子郵便局「ゆうゆう窓口」の
営業時間が変わりました

　日本郵便株式会社米子郵便局では、9月24日（月・祝）
から営業時間を変更し、夜間・早朝でも行われていた
「ゆうゆう窓口」は、午後９時から翌日午前７時までの
間は営業していませんのでご注意ください。
■問合せ　米子郵便局総務部（☎２２ー３７９５）

10月 1日は「浄化槽の日」
　浄化槽は適切に維持管理しなければ、放流水の水質悪
化や悪臭の発生を招き、水環境や周囲の生活環境を悪化
させてしまいます。浄化槽の管理（設置）者の方には、
法律等により次のことなどが義務付けられています。
○保守点検…点検・修理・消毒剤の補充など（年 3～
4回以上 *）
○清掃…汚泥の抜き取りなど（年１回以上 *）
○定期検査…水質等の検査（年１回）
　* 注）保守点検及び清掃は浄化槽の種類等により回
数が定められています
■こんなときには届出を
浄化槽を廃止・休止されたときや管理者が変更され
たときなどには、届出をお願いします。届出様式は
ホームページからもダウンロードできます。
■問合せ　下水道部施設課

（☎３４－１３９８、 ３４－７５２２）

ハロウィンジャンボは
１等・前後賞合わせて５億円！

■発売期間　10月１日（月）～23日（火）
■抽せん日　10月30日（火）
　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや
環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のため
に使われます。

第51回 米子市社会福祉大会
大切なあなたへ…未来につながる地域づくり
　地域福祉を身近な問題として受け止め、福祉のまち
づくりに対する理解を深めるとともに、米子市の社会
福祉の発展に大きく功績のあった方々を表彰します。
■と き　10月15日（月）午後 1時30分～４時
■ところ　ふれあいの里１階　大会議室、ロビー
■問合せ　米子市社会福祉協議会（☎２３ー５４９０）

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。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。大変ご迷惑をおか
けしますが、ご理解ご協力をお願いします。　
■問合せ　建設企画課総務係
（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６、E メール：
kensetsukikaku@city.yonago.lg.jp）

みほん

『ゆめ講演会』米子を宇宙につながる場所へ
　幼きころ夢に描いた「宇宙
を仕事に」を実現された米子
市淀江町出身の金

かねもと

本 成
な る お

生さん
を講師に迎え、淀江町で過ご
した子供時代の思い出や、現
在手掛けられている宇宙事業
についてお話しいただきます。
10月１日から淀江支所や公民
館等にて入場整理券を配布い
たします（整理券がなくても入
場できます）。入場無料ですので、ぜひお越しください。
■と き　11月18日（日）午後２時～

（開場：午後１時30分）
■ところ　米子市淀江文化センター さなめホール
■問合せ　淀江振興課（☎５６－３１６４）



宝くじの助成金で整備しました
　このたび、自治総合センターの宝くじ社会貢献広報
事業の助成を受け、県地区自治連合会にテント、投光
器などの備品が整備され、城園ハイツ自治会に地域情
報デジタル無線放送システムの設置がされました。
　県地区では、あがた夏祭りが盛大に開催され、多く
の地区住民が親睦をさらに深めることができました。
城園ハイツ自治会では、新たな放送設備の導入により
情報伝達の幅が広がり、地域の見守り活動などの活性
化につなげることができました。

■問合せ　地域振興課（☎２３－５３７１）

City Information
原子力防災訓練（住民避難訓練）を

実施します
　島根原子力発電所で事故が発生し、米子市の一部の
地域（島根原子力発電所から30km圏内）に避難指示が
発令された想定のもと、バス等を利用した地域住民参
加による避難訓練を実施します。今回は住吉地区の住
民の方が対象です。
　原子力災害時においては、状況によって30km圏外
においても、屋内退避の指示等を発令することがあり
ます。本訓練では、緊急速報メールなど、対象地域だ
けでなく市内全域にお知らせされるものがありますの
で、自主防災組織、自治会、各家庭等においても万が
一に備えた行動を考える機会としてご活用ください。
■と き　10月30日（火）

午前８時30分～午後 1時（予定）
■実施場所（一時集結所）住吉公民館、住吉小学校
（避難退域時検査会場）中山農業者トレーニングセンター
■訓練情報の伝達　当日の開始予定時刻に、訓練地域
となる住吉地区の皆さんに向けた防災行政無線による
サイレンや避難指示のほか、緊急速報メール、広報車
などによる情報伝達訓練も実施します。実際の災害情
報とお間違えにならないよう、お願いします。

■問合せ　防災安全課（☎２３－５３２８）

緊急速報メールが届きます！
訓練当日（10月30日）の午前８時30分ごろ、対象と
なる地域（米子市、境港市、松江市、出雲市、安来市、
雲南市）に滞在している方の携帯電話に向けて訓練用
のメールを配信します。一部対象地域に隣接している
市町村に滞在している方でも受信することがありま
す。また、マナーモードに設定している場合であって
も着信音が鳴ることがありますので、ご注意ください。

平成30年度　第３回しゃべって未来や
男女共同参画の視点でみる熊本地震
～今、私たちにできることは～

　熊本地震において実際に必要となった支援等の具体
的な事例をあげてお話いただきます。災害対応を身近
なものとして感じ、それぞれの立場で自分にできる
支援は何なのか考える機会になるお話です。
■講 師　藤

ふじい

井　宥
ゆ き こ

貴子さん
（くまもと県民交流館パレア館長）
【講師プロフィール】
2003 年、「有限会社ミューズプランニ
ング」を設立。代表取締役。現在は、熊
本県民交流館パレア館長、熊本市ファミ
リー・サポートセンター　センター長を
兼務している。
■と き　10月28日（日）午前10時～11時30分
■ところ　米子市立図書館２階研修室１
■定 員　50名程度　要申込　参加費無料
■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）

米子市営住宅入居者募集
■所在地、戸数、規格、家賃

住宅名 所在地
空家番号

構造 間取り 家賃月額 建築
年度棟 号

河 崎
住 宅 河 崎

47R1 102103 中層耐火
４ 階 建 1LDK 10,200円～16,600円 S47（単身高齢者等

向住宅）

河 崎
住 宅 河 崎

47R1 202204 中層耐火
４ 階 建 2K 10,200円

～16,600円 S47（ひとり親世帯
等優先）

河 崎
住 宅 河 崎 47R1

301
305
401
402
404

中層耐火
４ 階 建 2K 10,200円

～16,600円 S47

■申込受付期間　10月１日（月）～５日（金）
■申込受付場所　住宅政策課（市役所本庁舎２階）
　　　　　　　　淀江支所地域生活課（淀江支所１階）
■申込みに必要な書類　申込理由により添付書類が必
要となる場合があります。添付書類については住宅政
策課にご確認ください。※住宅申込書に申込者全員
のマイナンバー（個人番号）の記入が必要となります。
マイナンバーの通知書とあわせて本人確認書類（運
転免許証など）をご持参ください。

■入居選考方法
　10月10日（水）に公開抽選により選考します。
■入居可能予定日　11月１日（木）
※入居手続きには、保証能力のある連帯保証人１人と
敷金として家賃３か月分が必要です。

■問合せ　住宅政策課
（☎２３－５２６３、 ２３－５３９６、Ｅメー
ル：jutakuseisaku@city.yonago.lg.jp）



市からのお知らせ

米子人生大学受講生募集
　生涯学習講座「米子人生大学」の受講生を随時募集
中です。年齢にかかわらず、近隣市町村にお住まいの
方も受講できます。ぜひご参加ください。

10月～11月の講座

10月15日
（月）

気になる！家族の病気と体質
～家系図を描いて健康管理～
京都大学大学院　医学研究科社会健康医学系
専攻　医療倫理学・遺伝医療学　研究員　
中川　奈保子さん
会場：米子市文化ホール（メインホール）

10月21日
（日）

【公開講座】

日本の鉄文化・たたらの歴史フォーラム
第１部　全国たたらサミット：午前９時30分～
第２部　「大山山麓の歴史・刀剣シンポジウム」：
　　　　午後１時15分～
会場：米子市公会堂

11月５日
（月）

良い睡眠で心もからだも健やかに！
鳥取看護大学　看護学部看護学科 准教授
細
ほ そ だ

田　武
たけのぶ

伸さん
会場：米子市文化ホール（メインホール）

■申込方法　講座開催日当日に、新規受付でお申し込
みいただけます。
■年間受講料　1,000円（受講料は受講回数にかかわ
らず年間一律1,000円です。公開講座は受講料がか
かりません。）

■講演時間　午後２時～３時30分（開場：午後１時30分）
※ 10月21日（日）の公開講座は時間が異なります。
■問合せ　生涯学習課（☎２３－５４４４、 ２３－
５５６８、Ｅメール：shogaku@city.yonago.lg.jp）
※くわしくは米子市ホームページまたは市内各公民館、
図書館などに設置してある「米子人生大学」の案内
ちらしをご確認ください。

新高額障害福祉サービス等給付費
の支給について

　平成30年４月から、65歳になるまでに５年以上特
定の障がい福祉サービスを受けていた方が、65歳にな
り介護保険サービスに移行された後に、介護保険サー
ビス利用者負担額を償還できる制度（新高額障害福祉
サービス等給付費の支給）が始まりました。該当の方は、
障がい者支援課で申請できます。
■対象者（下記の要件にすべて該当する方）
① 65歳に到達する日前５年間にわたり、特定の障がい
福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、生活介護、
短期入所）の支給決定を受けていた方
②本人およびその配偶者が、本人が65歳に達する日の
前日の年度において市民税非課税または生活保護世帯
に該当し、65歳以降に利用者負担の軽減の申請をする
際も市民税非課税または生活保護世帯に該当する方

③ 65歳に達する日の前日において障がい支援区分（障
がい程度区分）が区分２以上である方

④ 65歳に達するまでに介護保険サービスを受けていな
い方

■対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、特定の介護保険サービス
（訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着
型通所介護、小規模多機能型居宅介護）の利用者負
担額。なお、介護保険サービスにおいて高額介護サー
ビス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額
が対象となります。
■申請に必要なもの
・申請書（窓口にあります）
・介護保険サービス事業所から発行された利用者負担
額の明細書、領収書
・本人名義の振込先の預金通帳
■申請・問合せ　障がい者支援課

（☎２３－５１５３、 ２３－５３９３）

淀江地区ケーブルテレビ
光ファイバ網整備のお知らせ

　淀江地区のケーブルテレビの光ファイバ網への更新工
事を中海テレビ放送が行なっています。２か年計画で地
区ごとに順次行ない、工事が決まった地区は自治会回覧
や各戸ご訪問にてお知らせします。工事期間中ご迷惑を
おかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
■工事期間　平成30・31年度
■工事内容　
　▶電柱へのケーブル敷設工事。
　▶中海テレビ加入者宅の配線工事。施工会社から事
前連絡のうえ、引込・宅内工事を行ないます。（テ
レビ、インターネット、ケーブルプラス電話工事）

■問合せ
▶工事とサービス内容に関すること
（株）中海テレビ放送 （☎０１２０－７２７－８６８、平
日午前９時～午後 6時）
▶事業に関すること
米子市情報政策課（☎２３－５３３５）

ごみカレンダーの広告主を募集します
　平成31年度ごみ分別収集カレンダー＆健康ガイド・
国保ガイドの広告主を募集します。
▶印刷部数　87,500部（平成30年度実績）
▶広告の場所　４月・６月・８月・10月・12月・２月の
下部に２枠ずつ掲載します。
▶広告のサイズ　
　１枠…たて 2.5 センチ、よこ 13.5 センチ
▶広告掲載料　１枠50,000円
※応募方法・掲載基準など、くわしくは「米子市ホー
ムページ」に掲載しています。
■募集期間　10月 1日（月）～11月９日（金）
■申込・問合せ　クリーン推進課

（☎２３－５３００、 ３０－０２７１）

米子市戦没者慰霊祭
　米子市戦没者慰霊祭を行ないますので、戦没者遺族
の方に限らず、一般の市民の皆さまもご列席ください。
■と き　10月22日（月）午前10時
■ところ　ふれあいの里　大会議室
■問合せ　障がい者支援課

（☎２３－５１５９、 ２３－５３９３）



City Information
国民年金保険料の

免除期間・納付猶予期間がある方へ
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免
除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間
がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎
年金（65歳から受けられる年金）の受取り額が少なくな
ります。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、
免除等これらの期間の保険料については、10年以内で
あれば遡って納める（追納）ことができます。ただし、
免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して
３年度目以降に追納されると、当時の保険料額に一定
の加算額が上乗せされます。追納は古い月のものから
納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
①一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付
されていなければ一部免除が無効（未納と同じ）と
なり、追納はできません。

②「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特
例期間」より先に経過した月分である場合は、どちら
を優先して納めるか選択できます。追納のお申し込
みを希望される方は、米子年金事務所へご相談くだ
さい。

■問合せ　米子年金事務所
　　　　　（☎３４－６１１１【音声案内２→２】、

２２－４８４２）
　　　　　米子市生活年金課年金医療係
　　　　（☎２３－５１４２、 ２３－５３９１、Ｅメー
　　　　ル：seikatsunenkin@city.yonago.lg.jp）

認知症の人を介護する家族のつどい
　認知症に関することや、介護の悩みを話す場です。
毎月第２火曜日に開催します。参加費無料、予約不要
■と き　10月９日（火）、11月13日（火）

午前10時～正午
■ところ　ふれあいの里４階　福祉団体活動室
■問合せ　認知症の人と家族の会 鳥取県支部

（☎３７－６６１１、 ３０－２９８０）

いきいきこめっこレシピ④
献立名　日本海の恵みスープ

作り方（所要時間 約15分）
① 玉ねぎはスライス、人参は太めのせん切り、白ね

ぎは小口に切る。
② いかと豆腐は食べやすい大きさに切る。
③ 鍋に湯を沸かし、人参と玉ねぎを入れる。
④ いかを加えて調味し、豆腐ともずくを入れる。
⑤ 水溶きかたくり粉を加えた溶き卵を流し入れ、白

ねぎを入れて火を止める。
今月のひとくち食育

　海の幸の旨味がぎゅっとつまった具だくさんスープ
です。季節によってカニやあご竹輪などを入れてもお
いしくいただけます。日本海の恵みをたっぷりいただ
いて心も体も温まりましょう。

■問合せ　学校給食課（☎３３－
４７５１、 ３３－４７５７、Ｅメー
ル：kyushoku@city.yonago.
lg.jp）

材料（４人分）
塩抜きもずく 80g
玉ねぎ 大 1/4 個
人参 20g
いか 40g
木綿豆腐 1/4 丁
白ねぎ 1/2 本
卵 １個
かたくり粉 小さじ１
淡口しょうゆ 大さじ１
酒 大さじ１
中華スープストック 小さじ 2/3
塩・こしょう 少々
水 500cc

８月７・８日、第二学校
給食センターで小中学
生対象に夏休み料理教
室を開催しました。親子
料理教室では、忙しい朝
でも簡単に作れる栄養
満点メニューを作りま
した。魚料理教室では、１人がまるごと１匹をさば
いて料理するまでを挑戦しました。

こめ太・こめ子通信

体力づくり歩け歩け大会（１日コース)
　体力づくりはまず歩くことから！参加申込は不要で
すので、お気軽にご参加ください。
■日 時　10月14日（日）午前８時10分米子駅前集合
■行き先　淀江町方面

（むきばんだ史跡公園ほか　約 8キロ）
■費 用　ＪＲ往復480円
　※各自、弁当、飲料をご持参ください。

■問合せ　スポーツ振興課
（☎２３－５４２６、 ２３－５４１４）




