
市からのお知らせ
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

57R2 303
中層耐火
４ 階 建

3DK 16,300円～32,000円
S57

58R1 401 3DK 16,500円～32,500円

錦海町
住 宅

錦海町
２丁目

4R1 403
中層耐火
４ 階 建

3LDK 22,700円～42,700円
H4

4R2 201 2LDK 17,400円～32,900円

■申込受付期間　５月７日（火）～ 13日（月）
■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
　５月15日（水）に公開抽選により選考します。
■入居可能予定日　６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） オオキンケイギクは「特定外来生物」です

　オオキンケイギクは、その極めて強い生命力から、
生態系に重大な影響をおよぼすおそれがある植物とし
て、外来生物法により「特定外来生物」に指定され、栽培、
運搬、販売、譲渡などが禁止されています。
■オオキンケイギクの駆除にご協力ください
一般の家庭や畑などの私有地にオオキンケイギクが
生えている場合は駆除をお願いします。根から掘り
起こし、その場で２、３日天日に干すなどして枯ら
した後、可燃ゴミとして処分してください。

■オオキンケイギクの特徴
・キク科の多年草木
・花期は５月～７月頃
・高さは30～70cm 程
度
・花は直径５～７cmの
赤みがかった黄色で、
茎の一番先にひとつ咲
かせる
・花びらの先端が不規則に４～５つに分かれている
・葉は細長いへら状をしている
・秋に咲く花「キバナコスモス」によく似ているが葉
の形が異なる

■問合せ　環境政策課
（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）

米子人生大学受講生募集！
５・６月の講座

とき 講座名 講師

５月20日（月）
午後２時～

３時30分

開講式　午後1時30分～（午後1時開場）
春はポカポカ
いい天気！
楽しく動かし
脳元気！！

真誠会　通所リハビリ
テーションゆうとぴあ
健康運動指導士
山﨑　慎吾さん　ほか

６月17日（月）
午後２時～

３時30分

なつかしの歌
をうたって心
も体もすっき
り健康

山陰少年少女合唱団　
リトルフェニックス　
指揮者　原　礼子さん

■会場　米子市文化ホール
■事前受講申込み　５月13日（月）まで
※講座開催日当日に受講申込みもできます。
■年間受講料　1,000円
※最初に受講される日にお支払いください。公開講座
の受講料は無料です。
※くわしくは市内各公民館、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。
■問合せ　生涯学習課

（☎２３－５４４３、 ２３－５５６８、Ｅメー
ル：shogaku@city.yonago.lg.jp）

平成31年度 鳥取県西部広域行政管理組合
一般会計予算の概要

　平成31年２月組合議会定例会で、平成31年度当初
予算が決まりました。今年度の一般会計予算額は52億
4,009万円で、前年度より7.5％の減となっています。

歳入区分 予算額
分担金および負担金 48億3,205万円
使用料および手数料 4,429万円
国庫支出金 1,684万円
県支出金 2,229万円
財産収入 21万円
繰入金 1億7,331万円
諸収入 6,201万円
組合債 8,910万円
合計 52億4,009万円

歳出区分 予算額
議会費 111万円
総務費 2億2,178万円
民生費 7,049万円
衛生費 13億7,507万円
消防費 30億6,433万円
公債費 4億9,731万円
その他 1,000万円
合計 52億4,009万円
※表中の予算額は万円単位で四捨五入しているため、
合計が一致しない場合があります。

■問合せ　鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課
（☎２２－７７３２）



City Information
フレッシュタウン錦海 ３区画分譲中！

■分譲価格等
区画番号 地番 面積（㎡） 分譲価格（円）
９－１０ 錦海町三丁目９－１０ 307.22 13,118,294
９－１１ 錦海町三丁目９－１１ 307.43 13,403,948
９－１６ 錦海町三丁目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。
※分譲の条件など詳しくは、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）

市有地を売り払います（一般競争入札）
■売払物件
　元皆生消防署庁舎敷地（用途地域：近隣商業地域）

所在・地番 地目 地積
(㎡ )

最低売却
希望価格

米子市皆生五丁目
276番19 宅地 235.23

50,800,000円米子市皆生五丁目
1661番43 宅地 777.20

■現地説明会の日時・場所　
５月16日（木）午後 1時30分・売払物件所在地

■一般競争入札の日時・場所
　６月20日（木）午後１時30分
市役所本庁舎２階202会議室

■注意事項　
・米子市市税等の滞納がある方には、原則売り払うこ
とができません。
・「米子市暴力団排除条例」の規定に該当する方には、
売り払うことができません。

■申込期限　
現地説明会は５月15日（水）、入札は６月６日（木）
でいずれも午後５時までです（現地説明会は電話申
込み可）。入札保証金等くわしくは、入札説明書また
は米子市ホームページでご確認ください。

■申込・問合せ　契約検査課
（☎２３－５３６５、 ２３－５３６８）

皆生
温泉
→

←米
子市
街
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山陰合同銀行
福生出張所

←境港市

売払物件

ヌカカ（干拓虫）の被害を予防するために
　ヌカカは、５月から
７月頃にかけて活発に
活動します。体長が１
～２㎜ととても小さい
ため、網戸を通り抜け
たり、衣服の下に潜り
こんだりします。かま
れると、かゆみが数日
続くことがあります。
次のことに注意して被害を防ぎましょう。
■ヌカカの活動が活発になる時間帯や気象条件などに

注意しましょう！
・風の弱い朝方は、特に注意が必要です。
・雑草繁茂地の近くは、注意が必要です。

■かまれないように肌の露出部分をなるべく少なくし
ましょう！
・長そで、長ズボン、帽子な
どを着用しましょう。
・肌と衣類の隙間をできるだ
け無くし、衣類の中への侵入
を防ぎましょう。

■虫除けの薬を使用しましょ
う！
・露出部分だけでなく、襟元や
袖口とその奥に虫除けの薬をしっかりと塗りましょ
う。衣服用の虫除けスプレーを併用すると、さらに
効果的です。

■屋内での被害を減らすためには
・網戸や窓ガラス用の虫よけスプレーを使用して、屋
内への侵入を防ぎましょう。屋内に侵入したものは、
電気蚊取り器などを使用して駆除しましょう。

■かまれて症状がひどい場合は、早めに医療機関を受
　診しましょう！
■問合せ　環境政策課

（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）



市からのお知らせ

春の全国交通安全運動がはじまります
～みんなで確認！守ってね。交通ルール～

■期 間　５月11日（土）～20日（月）
■運動の重点
①子どもと高齢者の安全
な通行の確保と高齢運
転者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推
進
③全ての座席のシートベ
ルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶

■悲惨な交通事故を減らすためには…
・ドライバーや自転車利用者、歩行者が、お互いに交
通ルールを守り、交通マナーアップを意識しましょ
う。
・シートベルト・チャイルドシートの着用など、自分
の身は自分で守ることを常に意識しましょう。

　運動期間中は、交通安全の関係者が市内各所で運動
を展開します。皆さん、今一度、交通安全について考
えてみましょう！
◎５月15日（水）は、｢交通安全にみんなで参加する日」
および「交通マナーアップ強化日」です。
◎５月20日（月）は、「交通事故死ゼロをめざす日」です。
■問合せ　生活年金課

（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）

合併処理浄化槽設置の補助制度を
８年間拡充します

　生活排水処理対策を早急に進めるため、平成31年度
から８年間の予定で、合併処理浄化槽設置に対する補
助制度を拡充します。
　従来は個人住宅のみを対象としていましたが、アパー
トや事業所を対象に加え、補助金額も増額します。
■補助対象の要件
・下水道などの事業計画区域外、または区域内であっ
ても当分の間整備が見込まれない地域であること
・住宅、アパート、事業所などに設置している単独処
理浄化槽、くみ取り槽、合併処理浄化槽を50人槽
以下の合併処理浄化槽へ付け替える個人や法人など
（新築は対象外）

■補助金額
浄化槽の大きさ 補助限度額

５人槽 800,000 円
６～７人槽 1,000,000 円
８～ 50人槽 1,350,000 円
※補助対象経費は、合併処理浄化槽本体の費用およ
び設置工事費です。（配管は対象外）

■補助基数
　年間100基（予算額に達した時点で受付終了）
■ご注意ください
・新築による合併処理浄化槽の設置は補助対象外です。
・浄化槽の大きさ（人槽）は、住んでいる人数ではなく、
原則として建物の延べ床面積や用途などにより決定
されます。
・浄化槽設置後は、浄化槽法に基づき、保守点検（年
３～４回）、清掃（年１回）、法定検査（年１回）を行
なうことが必要です。
・合併処理浄化槽からの設置替えについては、条件が
あります。

■問合せ　下水道営業課
（☎３４－１３８７、 ３４－７５１５）

ひきこもりに悩んでいる
ご本人、ご家族の方へ

　ひきこもりは、ご本人の甘えや怠けによるものでも、
ご家族の育て方の問題によるものでもありません。ひ
きこもりはストレスから身を守る一つの方法ではあり
ますが、うつ病や統合失調症といった精神疾患、発達
障がいや知的障がいなどが関係している場合もありま
す。
　ご本人やご家族だけでは「ひきこもっている状態」か
ら抜け出すのは大変です。また、ご本人の状態によっ
て対応もそれぞれ異なります。まずはご相談いただき、
一緒に「ひきこもっている状態」から抜け出す方法を探
していきませんか。
　ご本人、ご家族を対象に電話や面談による相談を実
施しております。事前予約が必要ですので、まずはお
電話にてご相談ください。
■問合せ　障がい者支援課

（☎２３－５５４５、 ２３－５３９３）

国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう

　平成31年４月分から令和２年３月分までの国民年金
保険料は、月額16,410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ご案内しています。
　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（被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶
者および世帯主）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
除される制度や猶予される制度がありますので、市役
所生活年金課年金医療担当または米子年金事務所の窓
口へご相談をお願いします。
■問合せ　生活年金課（☎２３－５１４２、 ２３－

５３９１、E メ ー ル：seikatsunenkin@
city.yonago.lg.jp）
米子年金事務所（☎３４－６１１１【音声案
内２→２】、 ２２－４８４２）
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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　５月24日（金）～６月11日（火）
■入札期間　６月17日（月）～19日（水）
■公売財産　刀剣等
※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
ただく場合もございますので、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）

消費税軽減税率制度説明会のお知らせ
　令和元年10月から実施される軽減税率制度は、すべ
ての事業者に関係があります。
　このため、軽減税率制度や事業者支援措置への理解
を深め、準備を進めていただくために、次の日程によ
り説明会を開催します。
　説明会への参加は事前登録が必要ですので、５月31
日（金）までに米子税務署までご連絡ください。
■と き　６月10日（月）～14日（金）

各日とも午後３時30分～午後５時
■ところ　米子地方合同庁舎４階共用会議室

（米子市東町124番16）
■定 員　各日50人
■問合せ　米子税務署総務課（☎３２－４１２１）
※音声ガイダンスに沿って、「2」を選択してください。

No.11いわしのかば焼

作り方（所要時間 約20分）
①	 調味料★を煮立て、片栗粉でとじてタレを作る。
②	 いわしに小麦粉と片栗粉を混ぜたものをつける。
余分な粉は落としておく。

③	 ②を油でこんがりと揚げる。
④	 揚げ上がったら熱いうちに①のタレに漬ける。

今月のひとくち食育
　「かば焼」は、一般的に、うなぎやアナゴなどをタ
レに漬けて焼く料理ですが、このように小麦粉や片
栗粉などをつけて揚げてからタレに漬け込むと、衣
にしっかりと味がしみ込み、手軽に「かば焼風」と
して食べることができます。またタレにたまり醤油
を少し入れることでコクのある本格的なタレに仕上
がります。魚が苦手な子ども達もよく食べてくれる
おすすめ料理です。

■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）
いわし開き ４枚
小麦粉 大さじ２
片栗粉 大さじ４
（※小麦粉：片栗粉＝１：２）
揚げ油 適量
おろし生姜 1.5g
みりん 大さじ２
砂糖 大さじ２
酒 小さじ２
濃口醤油 小さじ２
たまり醬油 大さじ１
片栗粉 少々

★

行政相談委員が相談や要望を受け付けます
　行政相談委員は、４月１日付けで委嘱替えが行なわ
れました。鹿

か し ま

島康
や す ひ ろ

裕さん（加茂町）、足
あ だ ち

立融
とおる

さん（三本
松）、権

ご ん だ

田貴
た か こ

子さん（榎原）は引き続き、奥
おく た に

谷剛
つよし

さん（車
尾）は新たに、計４人の委員が委嘱されました。任期は、
令和３年３月31日までです。

　行政相談委員は、皆さんから行政サービスへの要望
や暮らしの困りごとをお聴きし、解決のための助言や、
関係機関への連絡を無償で行ないます。
　毎月２回開催されている行政相談の日程は、広報よ
なご「相談」のページでお知らせしています。
■問合せ　総務省鳥取行政監視行政相談センター

（☎０８５７－２４－５５４１）


