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７月１日からレジ袋が有料になります！
　７月１日（水）から、
全国でレジ袋が有料と
なります。普段何気な
くもらっているレジ袋
を有料化することで、
本当に必要かを考え、
私たちのライフスタイ
ルを見直すきっかけと
なることを目的として
います。この機会に、
ライフスタイルを見つ
め直し、エコバッグを
持ち歩くなど、プラスチックを賢く使う工夫をしましょう。
※くわしくは経済産業省のホームページをご確認ください。
■プラスチックについて
▶プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、
軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や食品
ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献
しています。

▶一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ、
地球温暖化などの課題があります。過剰な使用を抑制
し、賢く利用していく必要があります。

■問合せ　
【レジ袋有料化について】
消費者向け（☎０５７０－０８０１８０）
事業者向け（☎０５７０－０００９３０）
【その他】
クリーン推進課（☎２３－５２５９、 ３０－０２７１）

今なお残る差別意識
　これまで部落差別の解消に向けて、行政や企
業、教育現場での啓発活動が行われてきました。
本市で行っている意識調査では、同和問題に対
する意識の高まりや理解が進んできていること
が表れているものの、親族が結婚するときや住
居を選ぶときなどについては、依然として否定
的な回答も見受けられます。また、今なお差別
事象が発生しており、差別発言や差別落書きに
加え、インターネット上では、匿名で簡単に投
稿できることから、同和地区関係者を攻撃する
差別的な書き込みをしたり、さらに同調する書
き込みを行ったりするなど、悪質な行為が後を
絶ちません。

同和問題を解決するには
　意識調査での「同和問題の解決に向けて重要
だと思うこと」という質問に対する回答として、
「教育・啓発活動を推進する」が最も多く、次
は「そっとしておけば自然になくなる」が続き
ました。はたして、そっとしておけば本当にな
くなるのでしょうか？もし、何も知らないまま
同和問題に接し、インターネット上での誤った
情報や差別発言をそのまま信じ込んでしまった
らどうなるでしょうか？無意識のうちに差別を
してしまうことにもなりかねません。
　まずは、正しい知識をしっかりと身に着けて、
先入観や偏見を持たず、正しく判断することが、
同和問題をはじめ、あらゆる人権問題を解決に
導き、みんながしあわせに暮らすことができる
社会をつくりあげることになるのではないで
しょうか。

人権（ヒューマンライツ）について考えます

ヒューマンライツ
～みんながしあわせな社会をめざして～

問 人権政策課（☎ 23－5415 37－3184）

―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

自分が被害者であったなら、帰りを待ち続ける家族であったならと考えると、胸が張り裂けそうです。
<県民メッセージ抜粋>

同和問題は解決したか ?

市からのお知らせ

ダンボール堆肥に挑戦！
　ダンボール箱を使った生ごみ堆肥（ダ
ンボール堆肥）作りをご紹介します。ダ
ンボール箱の中にピートモスや「もみ殻
くん炭」などで微生物のすみかを作り、
自然界と同じようなしくみで生ごみを分
解し、堆肥化します。
　ダンボール箱とピートモス、「もみ殻く
ん炭」をセットにした「ダンボール堆肥入
門セット」を７月１日（水）から無料プレ
ゼントします（1人１セット、先着70人
まで）。くわしくは市ホームページをご確
認いただくか、クリーン推進課までお問
い合わせください。
■問合せ　
クリーン推進課生活環境担当
（☎２３－５２５９、 ３０－０２７１）

生ごみを…

堆肥化！

できた肥料で
家庭菜園を！
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市有地を売払います
■売払物件

①元旗ヶ崎市営住宅敷地【第１種中高層住居専用地域】
所在・地番 地目 地積 (㎡ ) 最低売却価格

米子市上後藤
四丁目869番13 宅地 131.16 3,974,148円

②元一般貸付地【非線引き】
所在・地番 地目 地積 (㎡ ) 最低売却価格

米子市淀江町淀江
字長町931番17 宅地 432.32 6,571,264円

■現地説明会　
▶と き　7月16日（木）
①午前10時30分～　②午後 1時30分～

▶ところ　売払物件所在地
▶申込期限　7月15日（水）午後５時まで

■一般競争入札
▶と き　8月20日（木）
①午後 1時30分～　②午後 1時50分～

▶ところ　市役所本庁舎 2階202会議室
▶申込期限　8月 6日（木）午後５時まで

■注意事項
米子市市税等の滞納がある方や「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。

■問合せ　
契約検査課（☎２３－５３６５、 ２３－５３６８）

City Information
第11回米子市都市景観施設賞募集

　米子市内でデザインなどが優れ、本市の特色のあるまち
なみや自然などと調和し、優れた景観に貢献している建築
物・工作物・屋外広告物他・緑化施設等を募集します。
　優秀な施設を表彰し、広く紹介することで市民の皆さん
や事業者の方々に、都市の景観形成に対する意識の高揚を
図り、魅力と潤いのあるまちづくりをめざすことを目的と
しています。
■募集対象
▶米子市内にある、平成元年以降に新築、改築、改修お
よびリノベーションされた公共の場所から見える民間
施設で、関連法令、所定の手続きを受けたもの

※公的組織および独立行政法人等、国の管理・監督下に
ある組織が所有する施設、史跡・文化財や神社・仏閣、
国・県および市などから同一趣旨の表彰を受けたもの
は対象外です。

■選考基準
▶周辺環境に配慮し調和が取れていること　　　
▶デザインなどに優れ、周辺の景観の手本となっている
こと

▶その他この制度の趣旨にかなっていること
■応募締切　９月18日（金）まで（必着）
■応募者
どなたでも、また何点でも応募できますが、応募用紙１
通につき１点限りとします。

■応募方法
応募用紙に必要事項を記入の上、建築相談課へ持参、郵
送または Eメールでご応募ください。
※応募用紙（PDF 形式）は、市のホームページからもダ
ウンロードできます。

※応募用紙や注意事項、くわしい募集要項等は、市ホー
ムページをご確認ください。

■審査時期　11月頃予定
■発表・表彰時期　令和３年１月頃予定
■問合せ　〒６８３－８６８６　米子市加茂町一丁目 1番地

米子市建築相談課景観担当
（☎２３－５２９３、 ２３－５３９４、
kenchikusoudan@city.yonago.lg.jp）

米子聖園天使園●

●後藤ヶ丘中学校

売払物件

至
米
子
市
街
→

←
至
境
港

淀江漁港

売払物件

←

至鳥取市

→

至米子市街

９
●

第三区の二
　公民館　●

二区公民館

夏の交通安全県民運動が始まります！
　夏は、交通量の増加や暑さからくる疲労感などにより、
交通死亡事故が起こりやすくなります。
　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。今一度、交通安全について考えてみましょう！
■期 間　７月13日（月）～ 22日（水）
■悲惨な交通事故を減らすためには・・・
▶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。

▶携帯電話を使用しながらの自動車や自転車の運転は非
常に危険です。絶対にしないようにしましょう。　

■問合せ　生活年金課（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）
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国民年金のお知らせ
■国民年金保険料免除等の申請について
　国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや
死亡といった不

ふり ょ

慮の事態が発生すると、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困
難なときには、「保険料免除制度（全額または一部）」や「納
付猶予制度（50歳未満の方が対象）」の申請ができます。
令和２年度分（令和２年７月～令和３年６月分）の受付は、
７月１日（水）から開始します。
　免除等は、原則として本人、配偶者および世帯主の前
年所得を審査のうえ決定されるため、申請は毎年必要で
す。（令和元年度に、全額免除または納付猶予の決定を受
けていて継続申請をされている方は除きます。）
　また、保険料の納付期限から２年を経過していない期
間（申請時点の２年１か月前までの期間）について、さ
かのぼって申請することができます。平成30年12月31
日以降に離職をされた方は、離職票や雇用保険受給資格
者証等、離職日が確認できる公的機関の発行した証明書
があれば、退職特例として所得がゼロで計算されます。
　免除等を希望される方は、身分証明書、年金手帳、印
鑑が必要です。

■保険料の納付は口座振替がお得です
　口座振替をご利用いただくと、保険料が自動的に引き
落とされるので金融機関などに行く手間が省けるうえ、
納め忘れもなく、とても便利です。また、口座振替には、
当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々
50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多
い 6か月前納・１年前納・２年前納もあり、大変お得です。
　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、
金融機関届出印をお持ちのうえ、ご希望の金融機関また
は米子年金事務所でお手続きください。

■問合せ　
生活年金課年金医療担当（☎２３－５１４２、 ２３－
５３９１、 seikatsunenkin@city.yonago.lg.jp）
米子年金事務所（☎３４－６１１１【音声案内２→２】
２２―４８４２）

市からのお知らせ

家電の指定引取場所が変更になりました。
　家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・
衣類乾燥機）の指定引取場所が変更になりました。
■廃止となった引取場所　
三光（株）テクノ・リサイクル・ステーション
（松江市八束町江島 1128-49） 
■新たに設置した引取場所　
平林金属株式会社山陰工場（米子市旗ヶ崎 2303） 

※日ノ丸西濃運輸株式会社米子支店の変更はありません。
■問合せ　クリーン推進課

（☎２３－５３００、 ３０－０２７１）

夏季の水難事故を防ぎましょう！
　夏は水の事故が増える季節で
す。海や川などで水遊びをする
場合には、次のことに注意しま
しょう。
■注意すること
▶海での遊泳は、必ず海水浴
場で行いましょう。離岸
流に注意しましょう。

▶天候が悪いとき、体の調子
が悪いとき、飲酒後の遊
泳はやめましょう。

▶増水した川、用水路、ため
池には近づかないように、また、子どもを遊ばせない
ようにしましょう。

▶おぼれている人を見たら、すぐに消防などに通報する
とともに救助活動や心肺蘇生法などの応急手当をしま
しょう。通報するときは落ち着いて場所、性別、年齢
などを伝えましょう。

※皆生海岸には場所を特定するための番号表示板を設置
しています。

【緊急連絡先】
消防：119番　海上保安部：118番　警察：110番

■保護者の皆さまへ
▶子どもだけでの水遊びをさせないようにしましょう。
▶水遊びに付き添う時は、子どもから目を離さないよう
にしましょう。

▶休憩時間は十分にとらせましょう。
■問合せ　米子市水難防止協議会事務局

（☎２３－５３３９、 ２３－５３８７）

米子市くらしのガイドへの広告募集
　米子市では、市役所の窓口、各種手続き等の行政情報や
役立つ地域情報などを１冊にまとめた保存版の情報誌「米
子市くらしのガイド」を株式会社サイネックスとの官民協
働事業により発行します。今年の12月頃に市民の皆さんに
全戸配布でお届けする予定です。発行にあたり、「米子市く
らしのガイド」に広告を掲載していただける広告主を募集
します。
　また、広告掲載のお願いに、株式会社サイネックスが市
内の事業所を訪問しますので、ご協力をお願いします。
■問合せ　秘書広報課（☎２３－５３７２、 ２３－５３９５）

株式会社サイネックス（☎０８５７－５３－
７２６７、 ０８５７－５３－７２６９）

平林金属 (株 )
山陰工場家電指定取引場所
米子市旗ヶ崎2303
☎２４－５５５１
２４－５５５２

搬入受付日時
月～土（日・祝日休み）
午前９時～正午
午後１時～４時30分

米子浄化場 ●

内浜下水
処理場　●

線
港
境
子
米
道
県至境港市↑

↓至米子市街

平林金属

中海
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工事のため通行止めをします
　米子市米原二丁目、五丁目地内の米原３号橋が老朽化に
より一部損傷しており、通行の安全を確保するため、橋りょ
う架替工事を計画しています。
　交通規制等により皆さんにご不便をおかけしますが、ご
理解いただきますようお願いいたします。
■工事場所
　米子市米原二丁目、五丁目地内（ホープタウン近く）　

■工事期間（予定）
７月下旬頃～令和３年３月31日
（８月８日（土）～16日（日）は除く。一部夜間工事あり。）
※事前に予告看板を設置します。

■交通規制
全面通行止（終日）
※作業内容によって規制内容が変わることがあります。

■問合せ　都市整備課河川橋りょう担当
（☎２３－５２８２、　 ２３－５３９４、
toshiseibi@city.yonago.lg.jp）

City Information
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：34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 3,520
10 3 438,000 4,400
12 1 525,600 5,280

A 6 5 210,000 2,640
新 A 8 3 280,000 3,520

52A 5 1 175,000 2,200
6 1 210,000 2,640

53A 6 ４ 210,000 2,640
54A 6 4 210,000 2,640
59A 5 2 175,000 2,200
61A 5 2 175,000 2,200

B 4 3 114,400 1,760
５ 1 143,000 2,200

※市外に住所がある方は、使用料・管理料は２倍。
■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 4 1 420,000 3,520
5 ２ 525,000 4,400

B 5 ３ 525,000 4,400
C 4 ３ 420,000 3,520
D 4 1 420,000 3,520

※市外に住所がある方は、使用料・管理料は 1.5 倍。
■西ノ原墓苑（淀江町西原913番地）（募集区画：6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 2 260,000 1,050

C 16 1 420,000 1,050

D 6.25 1 164,000 1,050

Ｅ
９ 1 216,000 1,050

15.5 １ 372,000 1,050

■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）：７月１日（水）～ ８日（水）
一般 ：７月９日（木）～ 16日（木）

■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
での申込みを希望される場合はご連絡ください。）

■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、7月27日（月）の抽選会で決定。
■問合せ　建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）

市内小・中学校のエアコン設置が
完了しました

　米子市内の全ての
小・中学校の普通教
室へのエアコン取付
工事が、今年の３月
をもって完了しまし
た。これにより、よ
り快適で学習しやす
い環境が整いまし
た。限られた期間の
中で施工にご尽力い
ただいた工事業者の皆さん、そして工事の受入れにご
協力いただいた児童生徒の皆さん、本当にありがとう
ございました。
■問合せ　
教育総務課（☎２３－５４１２、 ２３－５４１３）

▲彦名小学校で行なわれたエアコ
ン稼働セレモニーの様子
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市からのお知らせ市からのお知らせ

重度心身障がい者の方の
特別医療費受給資格証を郵送します

　令和２年８月からお使いいただく、特別医療費受給資格
証（重度心身等）を７月中旬に郵送します。
■郵送する方
市が保有する公簿で、住民税の課税状況、医療保険の加
入状況、公費負担医療の受給状況、障がい者手帳の交付
状況、生活保護実施状況等が確認できた方。

■郵送できない方
令和元年度の受給資格証をお持ちの方のうち、公簿で確
認できない方。（郵送できない方には、その旨をお知らせ
します。）

■その他
▶受給資格証または郵送できない旨のお知らせが７月末
までに届かない方は、生活年金課年金医療担当までお
問い合せください。

▶所得制限のため特別医療費受給資格を喪失された方で
も、令和元年中の所得状況に変動があった方は、受給
資格を再取得できる場合がありますので、ご相談くだ
さい。

■問合せ　
生活年金課　年金医療担当
（☎２３－５１２３、２３－５１２７、 ２３－５３９１、

seikatsunenkin@city.yonago.lg.jp）

春から夏は土地の管理が重要です
　春から夏は、草木
が繁茂するなど、き
ちんと管理のなされ
ていない土地を原因
とする相談が多く寄
せられます。
■こんな相談が寄せられています
▶隣の敷地から自分の土地に草や木の枝が越境している。
勝手に切ってもいいのだろうか。

▶草刈りのされていない土地から蚊などの虫がたくさん
出てきて困っている。

▶通学路にスズメバチが巣を作っていて危ない。
▶個人宅から道路に越境した木が視界を遮り、車の運転
が恐い。

▶草が繁茂した空き地にごみが捨てられているようだ。
火事にならないか心配だ。

■所有される土地の管理をお願いします
　個人が所有される土地は、市でせん定、除草を行うこ
とができません。適切な管理がなされないと周囲に悪影
響をおよぼすこともあります。
　所有されている土地の様子を確認し、定期的な土地の
管理をお願いします。

■問合せ　環境政策課（☎２１－０７４０、 ２３－５２５８）

７月は“社会を明るくする運動” 
強調月間です

　７月は「“社会
を明るくする運
動”～犯罪や非行
を防止し、立ち直
りを支える地域の
チカラ～」の強調
月間です。この運
動は、すべての国
民が犯罪や非行の
防止と、罪を犯した人たちの立ち直りについて理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、安全で安心な明るい
地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で 70回目
を迎えます。
　罪を犯した人が更生に向けて、居住・就労環境を整え、
地域社会の一員として暮らすには、本人の努力だけでなく、
家族・職場・地域住民など地域のすべての人の理解と協力
が大切です。米子市では推進委員会を組織し、強調月間期
間中に広報活動などさまざまな活動を行っています。今年
度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、広報
パレードや街頭広報活動等は中止しましたが、啓発活動を
中心とした取り組みを行います。
　犯罪や非行のない安心・安全な地域社会づくりに向けて、
「何ができるか」を一人ひとりが考えてみませんか。
■問合せ　人権政策課（☎２３－５４１６、 ３７－３１８４）

公益財団法人鳥取県市町村振興協会

母子手帳アプリを配信中です
　米子市と（株）エムティーアイ
が連携して母子手帳アプリ「母
子モ」を「すくすく！よなごっち」
として配信中です。緊急時にお
知らせを配信することがありま
すので、妊娠中の方、小さいお
子さんがいらっしゃる方はぜひ
ご登録ください。
■主な機能
電子母子手帳機能、予防接種
スケジューラー機能、地域子
育て情報の発信機能

■アプリのダウンロード方法
①AppStoreまたはGooglePlayで「母
子モ」と検索しインストール

②次のQRコードを読み取ってくださ
い。

■問合せ　健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）
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No.25　ピーマンとささみの仲良し和え

作り方（所要時間約15分）
① ささみは、沸騰した湯に酒（少々）を加えてゆでて冷
まし、食べやすい大きさに裂く。

② ピーマンは、半月の薄切り、にんじんは千切りにして
ゆで、冷ます。きゅうりは輪切りにして、塩もみをし、
水気をきっておく。

③　①と②を★の調味料で和える。

今月のひとくち食育
　このサラダは米子市の給食に昔から伝わるレシピのひ
とつで、毎年、ピーマンが「旬」をむかえる夏の献立に取
り入れています。ピーマンは、苦みがあるので子どもた
ちの多くが苦手なようですが、このサラダにすると不思
議とたくさん食べてくれます。
　食べ物が一番おいしく、たくさんとれる時季をその食
べ物の「旬」といいます。旬の食べ物はおいしさも抜群で
すが、栄養価も高いので、給食では旬を意識して献立を
たてています。旬が分かりにくくなっている時代ですが、
給食を通して食べ物の旬を学んでほしいと思います。

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

材料（４人分）

ささみ 40g 　マヨネーズ 大さじ１と 1/2

ピーマン 70g 　片栗粉 小さじ１

にんじん 15g 　しょうゆ 小さじ１

きゅうり 120g 　

酒 少 （々ささみゆで用）

塩 少 （々きゅうり塩もみ用）

★

City Information
米子市営住宅入居者募集

■所在地、規格、家賃など

住宅名（所在地）
【部屋番号】
規格など

間取り 家賃月額

大工町住宅
（大工町）

【505】
建設年度：S54
中層耐火 5階建

2LDK
15,400 円
～27,200円

白浜住宅
（淀江町西原）

【19W1-2】
車いす専用住宅
建設年度：H19
木造平屋建

2LDK
23,500 円
～46,100円

白浜住宅
（淀江町西原）

【20T1-202】
単身専用住宅
建設年度：H20
耐火２階建

1K
15,600 円
～30,700円

五千石住宅
(福市 )

【25R2-302】
建設年度：H25
中層耐火 3階建
（一部２階建）

2LDK
27,500 円
～53,900円

■受付期間　７月１日（水）～７日（火）
■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）
■必要書類　マイナンバーの確認できるものと本人確認書類
※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。

■入居選考方法　7 月９日（木）公開抽選
■入居可能予定日　８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、
jutakuseisaku@city.yonago.lg.jp）

　暑さが厳しくなり、エアコンを使用する機会が増
える季節。ついエアコンの出力を上げてしまいがち
ですが、急激に寒暖差が起こると、身体が適応する
ために過剰にエネルギーを消費したり、自律神経の
働きが乱れてしまい、疲れを感じることが多くなり
ます。身体に負担がかからない程度で室内外の温度
差を少なくすることが大切です。
□室温 28℃を目安にエアコンを設定し、扇風機を
活用

□グリーンカーテンでお部屋を涼しい木陰に
□夏野菜やかき氷をおいしく食べて身体の中から
クールダウン

■問合せ　環境政策課
（☎２３－５２５６、 ２３－５２５８）

環 境・ 家 庭 に 賢 い 選 択
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