
なかよし学級
■入級資格　平成31年度に米子市内小学校に通学され
る児童のうち、放課後に保護者等が不在の家庭で、
入級を希望する児童
■学級定員　各40人（彦名なかよし学級は32人、大
篠津なかよし学級は22人、淀江なかよし学級は78人、
崎津なかよし学級は75人）
■募集要項　新１年生は各小学校の就学時健康診断の
際に配布、新２～新６年生は各小学校から直接配布
していますが、転入、転居等により必要な方は各な
かよし学級、子育て支援課（市役所本庁舎１階）で
もお渡しします。また米子市ホームページからもダ
ウンロードできます。なお、継続して利用を希望さ
れる児童についても、改めて入級申込みが必要です。
■利用料　午後５時までの利用は3,500円、午後６時
30分まで利用の場合は4,500円（２人目以降は半額）。

※夏休み中の利用料は午後５時まで7,000円、午後６
時30分まで8,000円。
※利用料のほかに学級費1,000円／月（夏休みは1,500
円）、保険料 800円／年がかかります。

■開級日　放課後・長期休業期間・振替休業日・原則
第３土曜日（７・８月および週末に学校行事を実施
する月を除く。）
※祝日、年末年始（12月29日～１月３日）、その他学
校の事情等により開級できない日を除きます。
※新１年生は４月１日から利用できますが、入学式まで
は保護者の送迎が条件となります。
■申込受付期間（期限厳守）
１次選考：１月４日（金）～ 31日（木）
２次選考：２月１日（金）～ 28日（木）
■申込時間　冬休み中は、午前８時30分～午後６時、
それ以外は、午後２時30分～６時
　（いずれも土・日・祝日を除く）
■申込場所　入級を希望する各なかよし学級
■審査結果について
１次選考：２月下旬に郵送により通知します。
２次選考：３月中旬に郵送により通知します。
■問合せ　子育て支援課

（☎２３－５１７７、 ２３－５１３７）

放課後児童クラブ
各法人等が運営する放課後児童クラブの募集内容につ
いては、各クラブまで直接お問い合わせください。

名称 住所 電話番号
かいけわくわくキッズ 新開4-6-9

22-7900
AIC子どもアカデミー
（仮称） 新開1-3-3

未来探究カレッジ
（仮称） 新開4-14-11

キッズクラブハレカイ
　海の家、エルア 新開4-2-56 30-2914

学童クラブ のび☆のび
１号館、２号館、３号館 新開6-11-16 33-4122

ひばり放課後
児童クラブ 上福原5-13-78 21-8113

よみっこクラブ 夜見町1679-8 29-0927

ビッグベアーズ 榎原1889-6 090-1010-
4309

ビッグベアーズⅡ、Ⅲ 榎原1823 090-1010-
4309

ビッグベアーズ車尾 車尾2-28-1 090-1010-
4309

学童金太郎クラブ 日原881-1 26-1661
わんぱく学童クラブ　
南 道笑町４-49 070-5054-

2246
わんぱく学童クラブ　
東福原 東福原6-7-36 070-5306-

2246
すまいる学童クラブ 錦町1-177 21-5623
ペアーレ
キッズスタジアム 錦町３-77

35-5991
ペアーレ
キッズプレイス 米原1496-25

エルルこども学園
学童スクール

両三柳4349
２階 21-0121

はなまる学童クラブ 両三柳3904-1 21-8856

AIC After School 
YONAGO 旗ヶ崎2-16-32 21-9100

よつば学童クラブ　 米原2-1-1（ホー
プタウン１階）

070-5527-
4670

平成31年度なかよし学級・放課後児童クラブ入級児童を募集します

City Information

　インターネット上の見知
らぬ相手からコンサート等
のチケットを購入するのは
大きなリスクが伴います。
　お金を振り込んだ後で、連絡が取れなくなりチ
ケットが届かない、転売されたチケット（QRコード）
を提示（※）したところ、重複チケットと分かり入場
できない等の事例が報告されています。

ちょっこし暮らしの豆知識
ネット上の見知らぬ相手とのチケット取引は危険！　

　販売者が個人であるため、トラブルが起きたら自
分で交渉しなくてはならないこともあり、たいへん
危険です。お金をだまし取る目的と疑われる場合は、
警察にご相談ください。
※…紙のチケットではなく、スマートフォンに保存
された二次元コードを提示して入場する方法
■問合せ　消費生活相談室

（☎３５－６５６６、 ２３－５３９１）



市からのお知らせ

「米子市手話言語条例」（素案）への
ご意見を募集します

　米子市では、手話は言語であるとの認識に基づき、手話
言語に対する理解および普及等に関する基本理念を定め、
市の責務、市民および事業者の役割を明らかにするととも
に、総合的かつ計画的に施策を推進し、障がいの有無に関
わらずすべての市民が共生できる地域社会の実現をめざし
て、「米子市手話言語条例」の制定をすすめています。
　これまで、当事者および支援者等で構成する研究会を開
催し、検討を進めてきましたが、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。
　ご意見につきましては、今後の条例制定に向けて参考と
させていただくとともに、米子市の考え方をとりまとめ、
後日公表します。
■募集期間　１月15日（火）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（市役所本庁舎１階）、地域生活課（淀
江支所１階）、ふれあいの里、市内各公民館
■意見の提出方法　
ご意見のほかに住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、
文書を障がい者支援課に直接ご持参いただくか、郵送、
ＦＡＸ、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ご提出ください。

■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（☎２３－５５４７、 ２３－５３９３、
Ｅメール：shien@city.yonago.lg.jp）

水道管にも
冬じたくを…

自転車の安全利用をお願いします
　自転車は身近な交通手段として幅広い年齢層に利用
されていますが、近年、乗用中のスマートフォン等の
使用（いわゆる「ながら運転」）など危険に繋がる運転が
目立っています。
　鳥取県では「支え愛交通安全条例」を制定し、障がい
者・高齢者・子どもの交通弱者への思いやり運転の推
進のほか、自転車利用者の歩行者等に対する安全配慮、
事故に対する備えとして自転車損害賠償責任保険等（共
済を含む。）への加入促進を記載し、交通事故のない鳥
取県をめざしています。
　米子市においては、関係機関等と連携し交通安全運
動期間中における啓発のほか、交通安全指導員や交通
安全えがおの会の皆さんの交通誘導や指導などにより、
交通安全の推進に努めているところです。
　自転車を運転するときは、『自転車安全利用五則』を
守って安全運転に努めるとともに自転車損害賠償責任
保険等に加入して万一に備えましょう !

自転車安全利用五則
１　自転車は、左側が原則、歩道は例外
２　車道は左側を通行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４　安全ルールを守る
５　子どもはヘルメットを着用
■問合せ　生活年金課

（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）

フレッシュタウン錦海団地
３区画を分譲中

■分譲価格等
区画
番号 地番 面積（㎡）分譲価格（円）

9-10 錦海町 3-9-10 307.22 13,118,294
9-11 錦海町 3-9-11 307.43 13,403,948
9-16 錦海町 3-9-16 307.14 13,821,300

■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

（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６、Eメー
ル：kensetsukikaku@city.yonago.lg.jp）



City Information
米子市営住宅入居者募集

■所在地、戸数、規格、家賃
※河崎住宅47R1棟は、平成30年６月に市営住宅の長
寿命化を目的とした改修工事が完了しています。

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 301404

中層耐火
４ 階 建 2K 10,200円

～16,600円 S47

陰田町
住 宅 陰田町 ― 204

704
高層耐火
８ 階 建 3LDK

26,200円
～51,500円 H９

■申込受付期間　１月４日（金）～ 10日（木）
■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）
の記入が必要です。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
　１月15日（火）に公開抽選により選考します。
■入居可能予定日　２月１日（金）
※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）

国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう

　平成30年４月分から平成31年３月分までの国民年金
保険料は、月額16,340円です。保険料は、日本年金機
構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コ
ンビニで納めることができます。また、クレジットカー
ドによる納付やインターネット等を利用しての納付、
そして便利でお得な口座振替もあります。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに
納めていただけない方に対して、電話、書面、面談によ
り早期に納めていただくよう案内を行なっています。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによっ
て督促を行ない、指定された期限までに納付がない場
合は、延滞金が課されるだけでなく、納付義務のある
方（※）の財産を差し押さえることがありますので、早
めの納付をお願いします。　
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免
除や猶予の制度がありますので、生活年金課年金医療
係または米子年金事務所の窓口でご相談ください。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務
を負う配偶者及び世帯主になります。
■問合せ　
生活年金課（☎２３－５１４２、 ２３－５３９１）
米子年金事務所　
（☎３４－６１１１【音声案内２→２】、 ２２－４８４２）

自主防災組織を結成しましょう
　自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守
る」という ､地域住民の自主的な意思に基づいて結成さ
れた組織のことです。東日本大震災など、近年大災害
が頻発しており、そのような時には地域での助け合い
が必要不可欠です。まだ自主防災組織を結成されてい
ない自治会等は、ぜひ結成を検討してください。
　なお、自主防災組織を対象として、次の補助金制度
を設けています。
■新規結成時の補助金
１団体あたりの補助金額 =30,000円+200円×世
帯数
■結成後の活動における補助金
①自主防災組織が独自に防災訓練や講習会等を実施
する場合、１回につき１万円を上限として、年間
３回まで補助
②自主防災組織が災害時に備え必要な防災資機材等
を整備する場合、防災資機材等の購入に要する額
の 1/2 に相当する額で５万円を上限として、年間
１回に限り補助

宝くじの助成金で
整備しました

　米子市の補助金以外に、
（財）自治総合センター所管
のコミュニティ助成事業（地
域防災組織育成助成事業）が
あります。今年度は、岡成
防災会に除雪機を整備しま
した。
■問合せ　
防災安全課
（☎２３－５３３７、 ２３
－５３８７） 整備した防災資機材

動産公売のお知らせ
　市税の滞納処分により
差し押さえた動産のイ
ンターネット公売を実
施します。インターネッ
ト公売で入札する際は、
Yahoo!JAPAN ID の取得
と参加申込が必要です。
■参加申込期間　
１月８日～ 22日

■入札期間　１月29日～ 31日
■公売財産　絵画（額縁を含む）
くわしくは米子市ホームページ公売情報（https://
www.city.yonago.lg.jp/6469.htm）をご確認くだ
さい。

※公売は事情により、変更または中止させていただく
場合もありますので、ご了承ください。

■問合せ　収税課
　（☎２３－５２９４、 ２３－５３９７、Eメー
ル：shuzei@city.yonago.lg.jp）



学校給食
いきいきこめっこレシピ⑦

献立名　五色揚げ

作り方（所要時間 約30分）
① さつまいもは１㎝のいちょうに切る。鶏肉は食べ
やすい大きさに切り、しょうゆをまぶしておく。

② にんじんは１㎝角に切り、茹でる。パセリはみじ
んに切り、水にさらした後、絞っておく。

③ さつまいもは素揚げし、鶏肉は片栗粉をまぶして
揚げる。

④ 鍋に★の調味料を入れて加熱し、材料を入れて絡
め、最後にパセリを散らす。

今月のひとくち食育
　さつまいもの紫、鶏肉の茶、大豆の白、にんじんの橙、
パセリの緑と五つの色が美しい料理です。食欲には視
覚が最も影響すると言われています。給食では子ども
達が目でも楽しめるような「彩

いろど

り」を心がけています。

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

　子ども達が給食のメニューを考える「こめっこ献
立」を募集しました。今年度の応募人数は913人
でした。その中から栄養教諭・学校栄養職員により
厳選された20点のメニューが１月の給食に登場し
ます。ふるさとへの愛情がこもったたくさんの力作
をありがとうございました。

こめ太・こめ子通信

材料（４人分）
さつまいも 100g
鶏もも肉 120g
しょうゆ 小さじ１
片栗粉 適量
揚げ油 適量
炒り大豆 20g
にんじん 20g
パセリ 適量
砂糖 大さじ１
味噌 大さじ 1/2
みりん 大さじ 1/2
しょうゆ 小さじ 1/2

★

家庭などで鳥を飼育している皆さんへ
　渡り鳥の飛来シーズ
ンになっています。高
病原性鳥インフルエン
ザは、渡り鳥によって
海外から持ち込まれる
可能性が高いと考えら
れています。鳥を飼育
しておられる方は、鳥
インフルエンザのまん
延を防止するために、次のポイントを参考に、鳥の飼
育環境の再点検をお願いします。
■点検のポイント
①鳥の様子をこまめに観察しましょう。
②鳥小屋には関係者以外はなるべく近づかないよう
にしましょう。

③常に清潔な飼育環境を保ち、定期的に消毒しましょう。
④餌や飲み水は毎日新鮮なものを与え、野鳥が飛来
する河川や池の水は与えないようにしましょう。

⑤鳥に触った後は、手洗いやうがいを励行しましょう。
■お願い
・野鳥との接触を避けるため、放し飼いはやめて小
屋の中で飼い、野鳥の侵入する可能性があるとこ
ろは、できれば防鳥ネット等をつけてください。

・原因がわからないまま次々と死んでしまうなど、
鳥に異常が見られたら、問合せ先まで連絡してく
ださい。死んだ鳥には素手で触らないでください。
ビニール袋等を使用してつかみ、そのまま袋に入
れてください。

・平成23年度の家畜伝染病予防法改正により鶏、あ
ひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょ
うを飼育している方は、ペットであっても飼育状
況の報告が必要ですので、まだの方は西部家畜保
健衛生所に報告をお願いします。　　　

■問合せ　農林課
（☎２３－５２２２、 ２３－５２２８）
鳥取県西部家畜保健衛生所
（☎６２－０１４０、 ６２－０１４３）
鳥取県西部総合事務所生活環境局生活安全課
（☎３１－９３２０、 ３１－９３３３）

市からのお知らせ

学校給食用物資の納入希望業者を
募集します

　一般財団法人米子市学校給食会では、平成31年度の
学校給食用物資の納入希望者を次のとおり募集します。
■購入物資（各品目ごとに募集）　
野菜類、果物類、調味料類、乾物類、麺類、
食肉（およびその加工品）、練製品、豆製品、
卵類、油脂類、缶詰類、冷凍食品、魚介類、
乳類、もやし、こんにゃく
■申込期間　２月１日（金）～ 12日（火）
■申込・問合せ　米子市学校給食会（☎３７－３００５）
※提出書類などくわしくは、米子市学校給食会にお問
い合わせください。




