
市からのお知らせ

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１～３割）が上限額を超えた
とき（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯で
合算して上限額を超えたとき）は、長寿社会課に申請
されると超えた分を「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のでご注意ください。

利用者負担段階区分 個人上限額 世帯上限額
課税所得145万円以上の65歳
以上の方がいる世帯（現役並
み所得者）

― 44,400円

住民税課税世帯（一般）※ ― 44,400円

住民税
非課税
世帯

ア 合計所得金額及び課
税年金等収入額の合計
が80万円を超える方

― 24,600円

イ 合計所得金額及び課
税年金等収入額の合計
が80万円以下の方

15,000円 24,600円

生活保護受給者の方 15,000円 15,000円

※「一般」区分の世帯のうち、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円の上限
が設けられます。（平成29年８月から３年間の時限措置）
■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
・振込先の預金通帳
■問合せ　長寿社会課
　　　　　（☎２３－５１０４、 ２３－５０１２）

マイナンバーカードの申請はお早めに！
　e-Tax 等で電子証明書を新たに使用するにはマイナ
ンバーカードが必要です。（住民基本台帳カードに登録
されている電子証明書は更新することができません。）
　現在、マイナンバーカードの初回発行手数料は無料
ですが、申請してから受取りに１か月程度かかります
ので、e-Tax のご利用を予定されているかたは、お早
めの申請をお願いします。
　マイナンバーカードは「マイナンバーカード総合サイ
ト」（https://www.kojinbango-card.go.jp/）や、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
ウェブ申請ができます。（ただし、申請には「申請書ＩＤ」
が必要となりますのでご注意ください。）
　また、マイナンバーカードがあれば、ご自身の情報
や市役所からのお知らせを確認できる「マイナポータ
ルサイト」（https://myna.go.jp/）を利用できるほか、
全国のコンビニ（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）、イオン（一部店舗除く）
で住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を
取得できます。また、コンビニでの交付手数料は、窓
口交付より１通あたり100円お安くなっています。
　カードを紛失した際は、コールセンターまたは市民
課証明係に連絡していただければ、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民課証明係にお問い
合わせください。
■問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）
（☎０１２０－９５－０１７８）
個人番号カードナビダイヤル（有料）
（☎０５７０－７８３－５７８）
市民課証明係 （☎２３－５１４４、 ２３－５３９８） 納税通知書発送用封筒の

広告主を募集します
　平成31年度に使用する封筒の広告主を募集します。
■封筒の種類　米子市が平成 31年度納税通知書発送用
として使用する封筒（縦約12cm、横約23.4cm）

■配布時期
平成31年５月に固定資産税、軽自動車税、平成31年
６月に市県民税の納税者に郵送します。その後も平
成31年度の納税通知書の発送用に使用します。

■作成枚数　135,000 枚（納税者数によってはすべて
を使用しない場合もあります。）
■広告の場所およびサイズ
封筒の裏面を３分割して広告を掲載します。
（１枠縦約６センチ、横約６. ５センチ）
■掲載内容　
上記掲載サイズにより広告主が広告内容を作成、原
稿は平成31年１月４日（金）までに提出してください。
■広告掲載料　１枠あたり 98,000 円

封筒作成時に一括払いとします。
※広告の掲載基準など、くわしくは「米子市ホームペー
ジ」をご確認ください。

■募集期間　11月１日（木）～ 22日（木）
■申込・問合せ　市民税課（☎２３－５１１１）

小規模な飲食店等に対する
消火器具の設置義務が強化されます

　平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災
の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具
の設置義務が強化されます。
　消火器を設置しなければならない防火対象物として、
飲食店等で延べ面積150㎡未満のもののうち、火を使
用する設備又は器具（防火上有効な措置として総務省令
で定める措置が講じられたものを除く。）を設けたもの
が追加されます。
　飲食店を経営する事業者の皆さんには、法令改正の
趣旨をご理解の上、平成31年10月１日までに消火器の
設置をお願いします。なお、今後、消防局から法改正
のご案内及び現地確認等を行なう予定です。
■問合せ　米子消防署
（☎３９－０２５１）



City Information
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

富 益
住 宅 大 崎

57R1 304 中層耐火４ 階 建 3DK 16,300円～32,100円 S57

57R2 102
中層耐火
４ 階 建 3DK 16,300円～32,100円 S57（高齢者等向住

宅）

57R2 303 中層耐火４ 階 建 3DK 16,300円～32,100円 S57

安 倍
彦 名
住 宅

彦名町

63R1 304
中層耐火
４ 階 建 3DK 18,000円～35,400円 S63（ひとり親世帯等

優先）

63R1 404 中層耐火４ 階 建 3DK 18,000円～35,400円 S63

■申込受付期間　11月１日（木）～７日（水）
■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
　11月９日（金）に公開抽選により選考します。
■入居可能予定日　12月１日（土）
※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）

男女共同参画をテーマにした作品募集！
　日々の生活の中で見つけた男女共同参画に関する心温
まる出来事や感じたことなどを標語や絵てがみで表現し
てみませんか。
標語：俳句、短歌、川柳など、形式にこだわりません。

絵てがみ：はがきサイズの用紙に上記から標語を選ん
で、絵を描いてみませんか（自作の標語でも可）。

（平成29年度応募作品の一部）
■応募方法　郵送、ＦＡＸ、持ち込み、Ｅメールの投稿。
（一人何点でも応募可、ただしオリジナル作品のもの
に限る。）住所、氏名（掲載時の氏名公表はしません。）、
性別、年代、電話番号を明記。
※応募作品の中から抽選で20名の方に記念品を進呈し
ます。（抽選発表は、12月下旬発送をもってかえさせ
ていただきます。）
■作品取扱　応募作品の返却はしません。著作権は米
子市に帰属するものとし、男女共同参画の普及啓発
に利用させていただきます。全作品は男女共同参画
センター“かぷりあ”に展示します。
その中から一部を広報よなご２月号、標語について
は、米子市ごみカレンダーに掲載します。
■応募締切　11月29日（木）
■問合せ・申込先　
〒 683-8686　米子市加茂町１丁目１番地 
市役所本庁舎４階　　男女共同参画推進課　
（☎ ２３－５４１９、 ２３－５３９２、E メール：
danjyo@ city.yonago.lg.jp）

・よい夫婦　雨の日風の日　助け愛
・爺婆がお手本となるヤジロベエ
・ママカメラ　いんすた映えの　パパ料理
・「ありがとう」　互いにかける　合（愛）言葉
・男女の和　築く知恵の輪　未来の和
・男女間　カベを壊して　風を入れ

 （平成29年度応募作品の一部）

平成30年度　第４回しゃべって未来や
絵てがみ教室

～来年の年賀状はひと味ちがう！～
　上手下手なんて、関係ありません。自分の描きたい
モノ、花、動物、人、自分のイメージを描いてみませ
んか。好きな画材を使って、気ままに表現したら、きっ
と自分らしい楽しい作品が生まれるはず。
　絵てがみで年賀状を送ったら、ちょっとすてきだと
思いませんか。
■講 師　湯

ゆ あ さ

浅　恵
け い こ

子さん
■と き　11月23日（金・祝）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

（米子市中町20番地）
■定 員　30名程度　要申込　参加費無料
※画材等は準備しますが、汚れてもいい服装でご参加
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）（お名前と連絡先の電
話番号を記載のうえ、お申し込みください。）

安全確保と環境保全は車の点検・整備から
　日常点検や定期点
検は車のトラブルを
防ぐだけでなく、地
球温暖化の原因であ
るＣＯ₂の削減にも
つながります。特に、
長くご使用の車は、
細やかな点検が欠か
せません。日頃から車の健康管理を心がけましょう。
■問合せ　国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局　

検査・整備・保安担当
（☎０８５７－２２－４１１０）



市からのお知らせ

「乾電池・蛍光管等」の回収ボックスを
設置しました

　ごみ収集品目「乾電池」およ
び「蛍光管・水銀体温計」は年
４回（６・９・12・３月の第１
土曜）の定期収集日を設けてい
ますが、それらの排出機会を増
やすため、回収ボックスを設置
しました。
■対象品目　ご家庭の乾電池、
蛍光管、水銀体温計

※事業所から出されたものは
持ち込めません。

※蛍光管・水銀体温計は割れな
いように購入時の箱に入れ
て出すか、新聞紙で包んで出してください。

■回収ボックス設置場所
▶米子市役所１階正面玄関ホール
▶淀江支所
▶米子市クリーンセンター

■搬入可能日時　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前８時30分～午後５時15分

■問合せ　クリーン推進課
（☎２３ー５３００、 ３０－０２７１）

本人通知制度の登録更新の手続きが
不要となります

　本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを本
人から委任を受けた代理人、またはそれ以外の第三者
に交付した場合に、交付の事実を本人に通知する制度
です。本人の代理人以外の第三者に交付した事実の通
知を希望される方は、事前に登録しておくことが必要
です。これまでは、事前に登録された方の有効期間は
３年を経過した年の12月31日まででしたが、平成30
年11月１日以降に登録された方の更新手続きは不要と
なります。（平成30年10月31日以前に登録された方に
は、別途、更新のお知らせの文書を送付します。）
　くわしくは、市民課までお問合せください。
■問合せ　市民課（☎２３ー５１４１、 ２３－５３９８）

年金相談・お手続きの際はぜひご予約を！
　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や
年金請求手続きについて、「事前予約」を行なっていま
す。待ち時間の少ない「予約相談」をぜひご利用くだ
さい。
　ご予約方法は、全国共通の予約専用受付電話（☎
０５７０－０５－４８９０）、または米子年金事務所に電
話・来訪時にお申し込みください。
♦予約相談日の 1か月前から前日まで受付します。
♦お申し込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金
手帳や年金証書など）をご用意ください。
■問合せ　米子年金事務所

（☎３４ー６１１１、 ２２－４８４２）

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。
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減額（床面積
120㎡分までを限度）します。平成32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減
額（改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下で
120㎡分までを限度）します。平成32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減
額（改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下で
100㎡分までを限度）します。平成32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。

■問合せ　固定資産税課家屋償却資産係
（☎２３－５１１６、Eメール：koteishisan@
city.yonago.lg.jp）

届きましたか？特定保健指導利用券
　米子市国民健康保険の特定健康診査または人間ドッ
クを受けられた方で、腹囲（おへそ周り）や BMI（体格
指数）が標準より少しオーバーし、血圧、血中脂質、血
糖値の結果が少し高めだった方を対象に特定保健指導
利用券を随時お届けしています。
　５年後、10年後も元気でいられるよう生活習慣を見
直してみませんか？保健師、管理栄養士が一緒に健康
づくりのお手伝いします。
　特定保健指導利用券が届いた今がチャンスです！ご
予約お待ちしています！
■問合せ　保険課健康推進室

（☎２３ー５４０８、 ２３－５５７９）

11月30日は「年金の日」です
　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の
生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご
自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見
込額について、自分の年金記録を基にさまざまなパター
ンの試算をすることもできます。「ねんきんネット」に
ついては、日本年金機構のホームページで確認するか、
米子年金事務所にお問い合わせください。
■問合せ　米子年金事務所

（☎３４ー６１１１、 ２２－４８４２）
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年末調整・確定申告用の

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書 ｣が郵送されます

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保
険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、
税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成30年 1月から12月ま
でに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追
納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者
やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払ってい
る場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成30年中に納付した国民年金保険料につい
て、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確
定申告を行なうときに、領収証書など保険料を支払っ
たことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、平成30年１月から10月１日までの間に
国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本
年金機構から社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証
明書または領収証書を添付してください。（９月下旬か
ら10月上旬にかけてコンビニエンスストアで国民年金
保険料を納付された一部の方は、11月中旬頃送られる
予定です。また、平成30年10月 2 日から12月31日
までの間に今年初めて国民年金保険料を納められた方
へは翌年の 2月上旬に送られる予定です。）
　社会保険料（国民年金保険料）控除証明書に関するご
質問は次のねんきん加入者ダイヤルまたは米子年金事
務所までお問い合わせください。
■問合せ　ねんきん加入者ダイヤル
（☎０５７０－００３－００４【ナビダイヤル】）
※０５０から始まる電話でおかけになる場合は
（☎０３－６６３０－２５２５）

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。

11月26日（月）
【公開講座】

特別講演　米子市長　伊木隆司
講演後　閉講式
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。※公開講座は受講料無料です。
■講演時間　午後２時～３時30分（開場：午後１時30分）
■問合せ　生涯学習課（☎２３－５４４４、 ２３－
５５６８、Ｅメール：shogaku@city.yonago.lg.jp）

市営墓地管理料納入通知書発送用封筒の
広告主を募集します

　平成31年度に使用する封筒の広告主を募集します。
■封筒の種類　変形封筒（縦約12㎝、横約24㎝）
■配布時期
平成31年４月に市営墓地を使用しておられる方（一
部、市外在住者を含みます。）に郵送します。その後
も平成31年度の納入通知書の発送用に使用します。
■作成枚数　4,000枚（墓地の使用者数によってはすべ
てを使用しない場合もあります。）

■広告の場所及びサイズ
封筒の裏面を 4分割して広告を掲載します。
枠のサイズ…縦約 4.5 ㎝、横約８㎝
■掲載内容　広告主が広告内容を作成し、平成31年１
月９日（水）までに提出してください。
■広告掲載料　１枠あたり20,000円

（封筒作成時に一括払い）
※掲載に適すると認められる応募が募集した枠数を超
える場合は抽選により決定します。
■募集期間　11月１日（木）～26日（月）
■申込み・問合せ　建設企画課総務係

（☎２３ー５５２９、 ２３－５３９６）
第17回ゆめ講演会

「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、第17回ゆめ講演
会を開催します。淀江
町で過ごした子供時代
の思い出をはじめ、天
体観測、宇宙のお話、
現在手掛けられている
宇宙事業のお話などを
盛り込んで講演いただ
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～

（午後１時30分開場）
■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）

移住定住者住宅取得支援補助金の
受付を終了します

　米子市移住定住者住宅取得支援補助金の交付申請受
付を12月28日に終了します。本補助金の申請を検討
されている方は、お早めにご連絡ください。くわしく
は米子市ホームページをご確認ください。
■問合せ　総合政策課　移住定住相談窓口

（☎２３－５３５９）

菅沢ダム完成50年記念式
　日南神楽の上演や、菅沢ダム建設当時の記録映像上
映、日南町・日野町主催の食のイベントもあります。
入場無料ですのでぜひお越しください。
■と き　11月11日（日）午前10時15分～ 11時

（午前９時30分受付開始）
■ところ　日南町総合文化センター「さつきホール」

（鳥取県日野郡日南町霞 785）
■問合せ　日野川河川事務所（☎２７－５４８４）



市からのお知らせ

いきいきこめっこレシピ⑤
献立名　鶏肉のヨネギーズソースかけ

作り方（所要時間 約30分）
① 鶏もも肉を食べやすい大きさに切り、酒をふって

おく。
② 小麦粉と片栗粉をまぜあわせておき、①の鶏肉に

まぶし、油で揚げる。
③ ★の調味料をあわせてひと煮たちさせ、小口に

切った白ねぎを入れてソースをつくる。
④ 揚げたての鶏肉に③のソースをかける。

今月のひとくち食育
　米子市の特産物である「白ねぎ」を使ったレシピで
す。献立名に親しみやすい「ヨネギーズ」の名前を入
れました。これから白ねぎがおいしい季節をむかえま
す。色々な料理にアレンジして食べたいですね。

■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）
鶏もも肉 240g
清酒 適量
小麦粉 大さじ２
片栗粉 大さじ２弱
揚げ油 適量

白ねぎ 1/2 本
おろししょうが 小さじ１
三温糖 大さじ１
しょうゆ 小さじ２
ごま油 小さじ１
水 少々

　９月12日の「とっと
り県民の日」に、地元の
食べ物をふんだんに取り
入れた給食を実施しまし
た。
　給食時間に栄養教諭、
学校栄養職員が小中学校
を訪問し、子どもたちにふるさとの魅力を伝えまし
た。

こめ太・こめ子通信

★

すべての拉致被害者の
一刻も早い帰国実現をめざして

　拉致問題を許さないという市民の皆さんの声が何より
も強い力となり、拉致問題の早期解決につながります。
　すべての拉致被害者の一刻も早い帰国が実現するこ
とを願い、市民の皆さんにも拉致問題に対する認識を
さらに深めていただくことによって、米子の地から拉
致問題の解決に向けての機運を高めるために、次のと
おり「国民のつどい」を開催します。
「拉致問題の早期解決を願う国民のつどい in 米子」
■と き　11月20日（火）午後２時～４時

（開場：午後１時30分）
■ところ　米子コンベンションセンター　国際会議室
■内 容　
◆講演「全ての拉致被害者を救出するために」
講師：西

にしおか

岡　力
つとむ

さん（救う会　会長）
◆拉致被害者御家族メッセージ
・松

まつもと

本 孟
はじめ

さん（昭和52年10月に米子市で拉致され
た松

まつもと

本 京
きょうこ

子さんの兄）
・古

ふるいち

都 資
し ろ う

朗さん（昭和52年11月に行方不明になっ
た古

ふるいち

都 端
みず こ

子さんの弟）
・上

うえ だ

田 淳
あつのり

則さん（昭和44年11月に行方不明になっ
た上

うえだ

田 英
えい じ

司さんの兄）
◆帰国を願うコンサート
地元ゴスペルグループ＜ゴスペル・オーブ＞

■主 催
政府拉致問題対策本部、鳥取県、米子市、拉致議連、
救う会鳥取、特定失踪者出身自治体の日南町、伯耆町、
大山町

■問合せ　人権政策課
（☎２３－５４１５、 ３７－３１８４）

ご意見を募集します
米子市空家等対策計画（案）

　住宅政策課では、空家等対策を総合的かつ計画的に
実施するため、「米子市空家等対策計画」の作成を進め
ています。このたび、素案をまとめましたので、市民
の皆さんの意見を募集します。
　ご意見に対して個別には回答しませんが、米子市の
考えを取りまとめ、後日公表します。
■募集期間　11月５日（月）～ 12月５日（水）
■公表方法　米子市ホームページに掲載するほか、住
宅政策課窓口、淀江支所、行政窓口サービスセンター、
公民館に閲覧場所を設けますので、ご確認ください。

■提出方法　様式は問いません。ご意見と一緒に住所、
氏名、電話番号を記入のうえ、住宅政策課に直接ご
持参いただくか、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで提出し
てください。

■提出先・問合せ　
〒６８３－８６８６　米子市加茂町一丁目１番地　
米子市都市整備部住宅政策課　住宅政策係　
（☎２３－５２８８、 ２３－５３９６、E メール：
jutakuseisaku@city.yonago.lg.jp）

ヨネギーズソース

す
べ
て
の
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の
一
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国
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め
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し
て

　
願
い
は
必
ず
通
じ
ま
す
。
帰
国
実
現
は
ご
家
族
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
み
ん
な
の
願
い
で
す
。
そ
の
瞬
間
ま
で
共
に
願
い
続
け
ま
し
ょ
う
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