
市からのお知らせ

その他の助成事業 
　震災対策以外にもさまざまな事業を行なっています。
事業については米子市ホームページでご確認ください。
■バリアフリー改修推進事業

既存の民間特定建築物のバリアフリー化を支援しま
す。法律、条例による整備基準に基づいて整備を行
なう場合にその費用の一部を助成します。
■アスベスト撤去支援事業

民間建築物のアスベスト分析調査ならびにアスベス
ト除去等の費用の一部を助成します。
■がけ地近接危険住宅移転事業

がけ地の崩落等、危険が著しい区域内の住宅の移転
を支援するために、危険住宅の除去費用や、危険住
宅に代わる住宅の建設（購入）のための融資の利子相
当額を補助します。

木造戸建て住宅の無料耐震診断を
行ないます！ 

　住宅等の耐震化にかかる費用を補助します
■事業の概要

　米子市では建物の耐震化に対して補助を行なって
います。
　木造一戸建て住宅に対しては耐震診断・改修設計・
改修工事のそれぞれに補助制度を設けており、中で
も旧耐震基準の木造一戸建て住宅については無料で
耐震診断を受けていただけます。
　米子市から耐震診断技術者（民間の建築士）を派
遣し、無料で耐震診断を行ないます。診断終了後には、
お宅へ訪問し、診断結果のご説明、平面図や計算結
果をまとめた報告書をお渡しいたします。
　その他の住宅、建築物についても耐震診断に対し
て補助制度を設けており、補助制度を活用して、ま
ずは耐震診断をお受けになることをおすすめします。
■対象となる住居
※次の①～⑤をすべて満たすものが対象です。

①米子市内に建築されており、現に居住しているもの
②木造の一戸建て住宅
③昭和56年５月31日以前に建築されたもので、昭

和56年６月１日以降の増築がないもの
④延べ床面積が220㎡以下のもの
⑤在来軸組工法、枠組壁工法の工法で建築されたもの
■募集件数と補助金額の上限

区分 募集
件数 補助金額の上限

耐震診断

木造一戸建て住宅
（昭和56年６月以前に建築）15戸 なし（全額補助）

木造一戸建て住宅
（平成12年６月以前に建築） ２戸

設計図あり　
58,000円

設計図なし　
75,000円

●上記以外の住宅
●その他の建築物 １戸 200万円

改修設計 木造一戸建て住宅 ３戸 16万円
改修工事

木造一戸建て住宅 ３戸
100万円

除去 上限 82万２千円

耐震診断改修・ブロック塀撤去改修などの費用の一部を助成します　
　米子市では、木造住宅の耐震診断・耐震化、ブロック塀の撤去・改修、バリアフリー化、吹付けアスベスト撤去、
がけ地近接等危険住宅移転などにかかる費用について、対象となる事業に対し、費用の一部を支援する事業を行なっ
ています。
■申請受付期間　いずれも６月３日（月）～28日（金）　
※募集件数を超えた場合は抽選とします。申請にあたっては、事前にご相談ください。申請書類などは建築相談課

にあります。米子市ホームページでもご確認いただけます。
■申請先・問合せ　建築相談課（☎２３－５２３６、 ２３－５３９４）

ブロック塀の撤去・改修費用を
補助します！ 

■事業の概要
　不特定の者が通行する道路沿いに面し、安全対策
が必要なブロック塀の撤去およびフェンス等への改
修に係る工事費用を次の金額を上限とし、助成しま
す。
【撤去】次の①から③のうち一番低い額
①工事費用の 2/3 の額 
② 1 メートルあたり 9,000 円× 2/3 の額 
③ 15万円
【改修】次の①から③のうち一番低い額
①工事費用の 1/3 の額 
② 1 メートルあたり 25,000 円× 1/3 の額 
③ 10万円
■募集件数　40件（予算の範囲内での対応になります）
■対象となるブロック塀
　次の①～③をすべて満たすものが対象です。

①米子市内にあり、不特定の者が通行する道路に面
する民間所有のブロック塀の内、点検表（※）に
より、安全対策が必要と認められるもの

②道路面からの高さが 60cmを超えるもの
③補助を受けて撤去したブロック塀の範囲に新設す

るフェンス、生垣等への改修（建築基準法上の道
路内への新設は不可）

※「補強コンクリート塀の点検表」および「組積造の
塀の点検表」は、米子市ホームページをご確認く
ださい。



身体障がい者・知的障がい者の
相談に応じます

身体障がい者相談日  
身体障がい者相談員が、身体障がい者の生活上のさま
ざまな相談に応じます。  
■と き　毎月第３木曜日　午前10時30分～正午

※ただし、８月は第４木曜日です。  
６月20日、８月22日、10月17日、１月16日、３
月 19日は、事前予約により医師による身体障がい者
医療相談を行ないます。予約受付先：米子市心身障
害者福祉センター（☎３２－９００１)
■ところ　米子市心身障害者福祉センター

相談員名 住所 電話番号
板垣　成行 ( 視覚 ) 新開 1-7-31 22-4755
黒田　正勝 ( 肢体 ) 富益町 141-21 25-1164
岩田     敬 ( 肢体 ) 下新印 531-1 27-2776
田中　純子 ( 内部 ) 河岡 878 27-4464
吉田喜久子 ( 肢体 ) 河崎 1081-2 29-0450
後藤     昌 （視覚 ) 皆生温泉 1-2-59 34-0670
山本美代子 ( 肢体 ) 車尾 2-13-19 35-5814
知的障がい者相談  
知的障がい者の保護者相談員が、それぞれの家庭にお
ける療育や生活などに関する相談に電話または面談に
より応じます。相談のある方は、次の相談員にご連絡
ください。

相談員名 住所 電話番号
柴田　ひろ子 灘町 1-8 22-2655
安木　達哉 上後藤 8-1-33 090-1189-0794

■問合せ　米子市心身障害者福祉センター
（☎３２－９００１、 ３５－６５７７）

既存住宅の改修による
３つの固定資産税減額制度

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。令和２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。令和２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。令和２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

（☎２３－５１１６、E メール：koteishisan@
city.yonago.lg.jp）

　米子市では、空き家の有効活用と流通を促進し、良好
な生活環境の保全および地域の活性化を図るため、「空
き家バンク」を創設しました。
　「空き家バンク」は、空き家に関する情報を登録し、
その情報を利用（賃貸または購入）したい方に提供する
制度です。この「空き家バンク」に登録していただける
空き家に関する情報を募集しています。
■申込みできる方

現在使用していない米子市内の空き家（店舗、事務所
等を含みます。）の所有者（すでに不動産業者と契約
しておられる場合は、登録できません。）
■登録方法　

空き家バンクに登録を希望される方は、「登録申込書」
と「登録カード」に、住所、氏名、空き家の状況（築
年数、間取り、設備など）を記入し、米子市に提出し
ていただきます。提出していただいた空き家について、
宅地建物取引業協会が調査し、活用可能と判断した場

合は、仲介する不動産業者を募集します。

■契約について
空き家を登録された方と空き家の利用希望者との売買
または賃貸借に係る交渉および契約については、不動
産業者が仲介し、米子市は直接関与しません。
■問合せ　住宅政策課

（☎２３－５２８８、 ２３－５３９６）

売りたい 貸したい 空き家を募集します！「米子市空き家バンク」にご登録ください
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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

大工町
住 宅 大工町

ー 106
中層耐火
５ 階 建 １K 9,200円

～15,500円 S54
（単身高齢者

等向住宅）

上福原
住 宅

皆 生
温 泉
４丁目

56R1
302

中層耐火
５ 階 建 3DK 16,200円

～31,900円 S56
303

冨士見
町住宅

冨 士
見 町 ー 305 高層耐火

８ 階 建 3LDK 22,600円
～38,800円 H2

■申込受付期間　６月３日（月）～７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
　６月11日（火）に公開抽選により選考します。
■入居可能予定日　７月１日（月）
※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）

市営墓地の使用者を募集します
■南公園墓地（石井490番地）（募集区画：32区画）

区分 地区 面 積
（㎡）

募集
数
使 用 料
（円）

管 理 料
（円 /年）

返
還
霊
地

特 8 4 350,400 3,440
10 2 438,000 4,300

A 5 1 175,000 2,150
6 4 210,000 2,580

新 A 8 5 280,000 3,440
50A 6 1 210,000 2,580

52A 5 1 175,000 2,150
6 1 210,000 2,580

53A 6 2 210,000 2,580
54A 6 4 210,000 2,580
59A 5 4 175,000 2,150
61A 5 2 175,000 2,150

B 4 1 114,400 1,720
※米子市外に住所がある方は、使用料と管理料の額が

2 倍になります。
■北公園墓地（彦名町6566番地）（募集区画：10区画）

区分 地区 面 積
（㎡）

募集
数
使 用 料
（円）

管 理 料
（円 /年）

返
還
霊
地

A 5 6 525,000 4,300
B 5 1 525,000 4,300
C 4 1 420,000 3,440
D 4 2 420,000 3,440

※米子市外に住所がある方は、使用料と管理料の額が
1.5 倍になります。

■西ノ原墓苑（淀江町西原913番地）
（募集区画：3 区画）

区分 地区 面 積
（㎡）

募集
数
使 用 料
（円）

管 理 料
（円 /年）

返
還
霊
地

A 9.9 1 260,000 1,030

E
9 1 216,000 1,030

15.5 １ 372,000 1,030
■申込資格

米子市に住所または本籍がある方、または米子市に
あるお墓を移転しようとする方

■申込期間（土・日曜日を除く）
焼骨所有者（優先者）：６月３日（月）～ 10日（月）
一般 ：６月11日（火）～ 17日（月）

■申込受付場所
建設企画課（※電話での申込みは受け付けません。
郵送での申込みは県外在住の方のみ受け付けます。）

■提出書類
墓地使用許可申請書、焼骨埋蔵場所困窮証明書（焼
骨をお持ちの方のみ）、申請者の住所・氏名を確認で
きる書類（運転免許証、健康保険証等）、印鑑
※焼骨をお持ちの方で、焼骨埋蔵場所困窮証明書を

添付して申し込まれた方を、優先者とします。
■その他

使用者は、６月24日（月）の抽選会で決定します。
■問合せ　建設企画課

（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）

市政の動きをまとめた周年史を刊行
　平成９年度から平成
17年３月に米子市と淀
江町が合併するまでの
８年間をまとめた「米
子市78周年史」、新し
い米子市が誕生した平
成17年 ３ 月31日 か ら
平成 26年度までの10
年間をまとめた「米子
市10周年史」の２冊の
周年史を同時刊行しま
した。ご希望の方には実費相当の代金でお分けします
が、部数に限りがありますので、お早めにお申し込み
ください。
　なお、郵送によるお届けを希望される場合には、別
途送料がかかりますので事前にお問い合わせください。
■１冊当りの代金　2,800円（税別）
■同時発刊 2 冊セットの代金　5,100円（税別）
■申込み・問合せ　総務管財課

（☎２３－５３３１、 ２３－５３９０）
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　米子市では、平成２年に文化奨励賞を創設し、本市
における文化の振興に貢献し、その活動実績が高く評
価され、今後ますますの活躍が期待される方々を表彰
しています。
　平成30年度の受賞者は、個人の部：石原奈津子さん、
団体の部：よなご宇沢会の皆さんに決定し、３月26
日に市役所で行なわれた贈呈式では、伊木市長から賞
状と楯、株式会社中海テレビ放送から副賞がそれぞれ
贈られました。

（前列右から順番に）　　　　　
石原奈津子さん
よなご宇沢会　幹事　　　　　早川幸子さん
よなご宇沢会　共同代表　　　安田寿朗さん
よなご宇沢会　共同代表　　　阿部博章さん

（後列右から順番に）
よなご宇沢会　幹事　　　　　藤原聡司さん
よなご宇沢会　幹事　　　　　前田　昇さん

　石原奈津子さんは、ご実
家で築百年になる旧酒蔵を
手作りで改装されイベント
スペース「ギャラリア大正
蔵」としてコンサートや国
内 外 の 幅 広 い 分 野 の ア ー
ティストの発表や交流イベ
ントを開催しておられます。
　よなご宇沢会の皆さんは、
米子市出身で世界的経済学者である宇沢弘文氏の考え
を学び、広く市民に知ってもらうため宇沢氏の精神に
基づいた記念フォーラムを毎年開催するなど、地域を
良くしていくための活動を行なっておられます。

■問合せ　文化振興課
（☎２３－５４３７、 ２３－５４１４）

平成30年度の米子市文化奨励賞は「石原奈津子」さんと「よなご宇沢会」さん

経済センサス‐基礎調査を実施します
　総務省は、「経済センサス‐基礎調査」を実施します。
これは、統計法に基づく国の基幹統計調査で、すべて
の産業分野における事業所を対象に、事業所の活動状
態等を明らかにすることを目的とした調査です。
■調査の期間　６月１日～令和２年３月
■調査の対象と種類

全国すべての事業所を対象に、次の２種類に分けて
実施します。

（１）甲調査
調査員がすべての民営事業所を調査します。

（２）乙調査
国および地方公共団体の事業所を調査します。

■調査の方法
（１）甲調査は調査員がすべての事業所を外観等から
確認して行ないます。新たに把握した事業所には、
調査票を配布します。調査への回答はオンライン回
答または郵送により回答する方法で行ないます。

（２）乙調査は国・地方公共団体が、事業所に調査票
を送付し、回収する方法で行ないます。

■調査内容の秘密は厳守されます
皆さまからご提出いただく調査票については、税務
など他の目的に使用されることはありません。また、
統計法に基づき、調査内容の秘密は厳守されますの
で、正確な記入をお願いします。

■問合せ　経済センサス‐基礎調査コールセンター
（☎０１２０－５００－５５３）（通話料無料）

2019年工業統計調査を実施します
　総務省・経済産業省は、「2019年工業統計調査」を
実施します。工業統計調査は、統計法に基づく国の基
幹統計調査で、「製造業」に属する事業所を対象として、
工業の実態を明らかにすることを目的として実施され
る調査です。
■調査の期日　６月１日現在
■調査の対象　全国すべての「製造業」の事業所
■調査の方法

調査は「調査員による調査」と「経済産業省から調査
票が郵送される調査」による二つの方法で行ないま
す。なお、インターネットでの回答が可能です。

■調査内容の秘密は厳守されます
皆さまからご提出いただく調査票については、税務
など他の目的に使用されることはありません。また、
統計法に基づき、調査内容の秘密は厳守されますの
で、正確な記入をお願いします。

■問合せ　総務管財課
（☎２３－５３２４、 ２３－５３９０）

Instagramで米子の“いいね”を発信中！

＠ yonago_official
（Yonago City（米子市））



市からのお知らせ

特別医療費受給資格証　更新の手続き
　特別医療費受給資格証をお持ちの方で、次の方は更
新の手続きが必要です。
■ひとり親家庭の方

（青色の特別医療費受給資格証の「ひとり親家庭」の欄
に丸印のある方）
・更新手続き　６月20日（木）から受付
・受付場所　生活年金課⑥番窓口（市役所本庁舎）

地域生活課（淀江支所）
・持ち物（コピー不可）　

健康保険証（受給者および扶養している方全員分）、
特別医療費受給資格証（全員分）、児童扶養手当証
書あるいは各種年金証書（戸籍謄本で確認をさせて
いただく場合があります。）

■身体障がい者・知的障がい者の方
（黄色の特別医療費受給資格証をお持ちの方）
・更新手続き　７月１日（月）から受付
・受付場所　生活年金課⑥番窓口（市役所本庁舎）

地域生活課（淀江支所）
・持ち物（コピー不可）　

受給者本人の健康保険証、特別医療費受給資格証
（黄色）、身体障害者手帳または療育手帳、印章

※１年間更新手続きをされない場合は、資格が喪失し
ます。

※以前に所得制限等のため特別医療費受給資格を喪失
している方で、平成30年中の所得状況等に変動があっ
た場合、受給資格を再取得できることがありますの
でご相談ください。

※平成31年１月１日に米子市に住民登録のない方につ
いては、前住所地の所得課税証明書（世帯全員）が必
要です。

■重度心身障がい者の方
（青色の特別医療費受給資格証（重度心身等）をお持ち
の方）

・公簿により確認ができる方は、特別医療費受給資
格証を７月中旬に郵送します。（くわしくは、広報
よなご７月号でお知らせします。）

■特別医療費受給資格証の改元による差替えについて
　次の表のとおりです。差替えまでは、現在お持ちの
資格証をお使いください。ただし、住所変更、保険変
更および特定疾病の意見書等がある場合は、窓口での
手続きの際に新しい証を交付します。
資格証
の色 資格の種類 差替え時期および方法

青 重 度 心 身（ 身 体・
知的・精神障がい）更新時に郵送

黄 身体・知的障がい 更新時に差替え
青 特定疾病 更新時に差替え
青 ひとり親家庭 更新時に差替え（親・子分）
青 小児 令和２年度に一斉発送

■問合せ　生活年金課（☎２３－５１２３、２３－
５１２７、 ２３－５３９１、E メール：
seikatsunenkin@city.yonago.lg.jp）

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　～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）

障がいのある方へ　手当が支給されます
　障がいのある方や障がいのある児童を扶養している
方に支給される手当があります。受給にはそれぞれ要
件がありますので、障がい者支援課にお問い合わせの
うえ、手続きを行なってください。

特別障害者手当
■対象

在宅で重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の
介護を必要とする20歳以上の方（３か月以上継続し
て入院または施設に入所している方は対象外です。）

■支給額　月額　27,200 円

障害児福祉手当
■対象

在宅で重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の
介護を必要とする 20 歳未満の方（施設に入所して
いる方は対象外です。）

■支給額　月額　14,790 円　

特別児童扶養手当
■対象

身体または精神に、重度または中度の障がいのある
20歳未満の児童を監護している父母またはその児童
を養育している方（児童が施設に入所している場合
は対象外です。）

■支給額　月額　（１級）52,200円　
（２級）34,770円

※障がいの程度によっては、各手当の支給対象になら
ない場合があります。また、本人、配偶者または扶
養義務者の所得が限度額以上の場合には支給されま
せん。

■問合せ　障がい者支援課
（☎２３－５５４８、 ２３－５３９３）



City Information
毎年６月は『食育月間』
毎月19日は『食育の日』

　『食育月間』は国全体で食生活について考え、食育を
進めていこうという月間です。学校給食では、食育の
日の19日を「いきいきこめっこデー」とし、献立に地元
の食べ物をたくさん取り入れることで、学校給食を通
してふるさと米子を考える日としています。

■学校給食の取り組み
　●ふるさと給食
　鳥取県や米子市に伝わるおいしい「郷土料理」や「行
事食」を実施し、ふるさとの食文化を次世代の子
ども達に伝承します。
　・いただき・大山おこわ・いわしのつみれ汁
　・どんどろけめし・あご竹輪の磯辺揚げなど

●地産地消給食
　地元業者や生産者と連

携し、地元のおいしい
食材をふんだんに取り
入れた「地産地消給食」
を提供します。

●ほっとライン給食
給食メニューレシピを市報やホー
ムページ（学校給食課、（一財）
米子市学校給食会）で紹介し、家
庭や地域との連携を図っていま
す。

　地元の魅力を献立に取り入れ、給食を生きた教材と
することで子どもたちの郷土への愛を育む給食をめざ
します。

栄養教諭・学校栄養職
員が給食時間に学校を
訪問し、給食を教材と
して子ども達たちに食
の知識と実践力を養う
ために、食に関する指
導を行なっています。

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

No.12砂丘らっきょうのピリ辛そぼろ

作り方（所要時間 約20分）
① しょうが、にんにくはみじん切り、にんじんは

千切り、たまねぎは薄切り、葉ねぎは小口に切る。
② フライパンにごま油を引き、にんにくとしょうが

を入れて炒め、香りが出てきたら、ひき肉、に
んじん、たまねぎを入れて炒める。

③ 火が通ったら、らっきょうと調味料★を入れて、
調味する。

④ 最後に葉ねぎを加える。

今月のひとくち食育
　らっきょうは真夏の暑い中、１玉１玉、手作業で
植えられます。秋になると紫色の花が畑一面に咲き、
その様子はまるで紫のじゅうたんを敷き詰めたよう
になり「砂丘のラベンダー」とも呼ばれます。そして
冬を越して次の年の５月から６月にやっと収穫でき
ます。冬の寒さが厳しければ厳しいほど、色白で堅く、
引き締まったらっきょうに育ちます。

■問合せ　学校給食課
（☎３３－４７５１、 ３３
－ ４ ７ ５ ７、 Ｅ メ ー ル：
kyushoku@city.yonago.
lg.jp）

材料（４人分）
らっきょう

（甘酢漬け） 50g しょうが 少々
葉ねぎ １本

牛ひき肉 50g 豆板醤 少々
豚ひき肉 80g ※お好みで調整してください。
※合びき肉130gでもよい。 しょうゆ 大さじ１弱
にんじん 20g 砂糖 大さじ 1/3
たまねぎ 中 1/2 個 清酒 小さじ１弱
にんにく １片 ごま油 適量

★

Ｑ . 食育とは？（食育基本法から）
・生きる上での基本であって、知育、徳育

および体育の基礎となるべきもの。
・さまざまな経験を通じて「食」に関する

知識と「食」を選択する力を習得し、健
全な食生活を実践することができる人
間を育てること。


