
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―
拉致は一瞬にして家族の一員を失い、その悲しみと怒りは想像を絶するものです。
早期解決を切に願います。< 県民メッセージ抜粋 >
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小地域懇談会とは
　米子市では、各地区の人権教育推進協議会を
中心に、自治会や公民館等に協力をいただきな
がら、市内すべての自治会で２年または３年に
１回、小地域懇談会を開催しています。　
　小地域懇談会は、差別や偏見をなくし、みん
なが安心して生活できる社会にするために、地
域のみんなで一緒になって人権について考える
学びの場です。
　人権と聞くと「難しそう」、「堅苦しそう」と
思われるかもしれませんが、ＤＶＤを観たり、
ゲーム形式で進めるワークショップ（参加体験
型学習）をしたりと気軽に参加できる内容と
なっています。
　参加された方からは、「ＤＶＤで身近な問題
がわかりやすく学べてよかった」、「普段気づか
ないことに気づくことができた」、「自分でもで
きることを一つでもしていけたらと思った」な
どの感想をいただいています。
　みなさんの自治会で小地域懇談会が開催され
る際は、ご参加ください。

開催にあたって
　新型コロナウィルス感染予防として、３密（密
閉・密集・密接）を避けるための対策（換気の実
施・席の間隔確保・グループになっての話し合
いはしない）などを行いながら、１時間程度に
時間を短縮して開催します。

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）

小地域懇談会を
開催しています

年金相談お手続きは予約相談で
　年金事務所では、予約相談を受け付けています。ご予約
いただくと、皆さんのご都合にあわせたスムーズな相談が
できます。また、相談内容にあったスタッフが、事前に準
備し丁寧に対応します。
■相談できる内容

窓口での年金記録、年金見込み額の確認、年金証書等の
再交付申請、年金請求（老齢・障害・遺族）、その他受給
している年金に関するご相談等

■相談受付時間
▶月曜日　午前８時30分～午後６時
▶火～金曜日　午前８時30分～午後４時
▶第２土曜日　午前９時30分～午後３時
※月曜日が祝日の場合、翌営業日の相談時間を午後６時

まで延長します。
■予約方法

電話にて予約してください。
（予約受付専用電話☎０５７０－０５－４８９０）
※予約相談希望日の 1 か月前から前日まで受け付けてい

ます。
※ご連絡の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金

証書をご準備ください。
※年金に関する問合せは、ねんきんダイヤル（☎０５７０

－０５－１１６５）にご連絡ください。
■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）

米子人生大学開講中！

９月７日（月）「水害から身を守るために」講師：米子市防災安全課　職員

９月28日（月）
【公開講座】

「瞬発力と反骨心」
講師：境港市生涯学習課社会教育指導

員、なでしこジャパンコーチ　
大部由美さん

※人生大学受講生以外の方も参加可。
※男女共同参画セミナーを兼ねます。

■参加費　無料（当日申込）
■ところ　米子市文化ホール（全日程共通）
■講演時間　いずれも午後２時～３時30分
■問合せ　生涯学習課

（☎２３－５４４３、 shogaku@city.yonago.
lg.jp）
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　米子市文化ホールのオープンスペースをイオン側に出ると、
真っ先に目に飛び込んでくる石の彫刻があります。地面から空に
向かって伸びる高さ３メートル近くある「光の沈

ち ん で ん

澱」という作品
です。
　見る角度や日射しの当たり方によって、緻密に磨き上げられた
凹凸部分への光の反射具合が変わり、美しい光と影のコントラス
トを生み出しています。また、少し離れて上から下へと視線を移
すと、ノミで無数に作り出された白色の石肌に光が、どんどんた
まっていくような不思議な表情をみせます。季節や天候、時間帯
によって変わっていく魅力的な光景をご堪能ください。

米子市美術館　統括学芸員　喜多村聡史

第14回　小
こ ば や し

林 亮
り ょ う す け

介 作　「光の沈
ち ん で ん

澱」

南公園墓地行き臨時バスを運行します
　秋のお彼岸の時期に南公園墓地行きの臨時バスを運行し
ます。交通渋滞の解消にもつながりますので、ぜひご利用
ください。
■運行期間　９月21日（月・祝）～22日（火・祝）
■南公園墓地行き（主な停留所のみ）
祇 園 町
車 庫 市役所前 高島屋前 米子駅前 美　 吉 公園墓地

8：41 8：45 8：46 8：51 8：54 8：58
10：06 10：10 10：11 10：16 10：19 10：23
11：21 11：25 11：26 11：31 11：34 11：38
13：43 13：47 13：48 13：53 13：56 14：00
15：33 15：37 15：38 15：43 15：46 15：50

■市内方面　祇園町車庫行き（主な停留所のみ）

公園墓地 美　 吉 米子駅前 高島屋前 市役所前 祇 園 町
車 庫

9：45  9：49 9：52 9：57 9：58 10：02
11：00 11：04 11：07 11：12 11：13 11：17
12：15 12：19 12：22 12：27 12：28 12：32
14：40 14：44 14：47 14：52 14：53 14：57
16：30 16：34 16：37 16：42 16：43 16：47

※運行は日ノ丸バスです。交通事情等により遅れることが
あります。

■問合せ　
日ノ丸自動車（株）（☎３２－２１２３）
建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）

９

イベントのお知らせ
▷第２回ミュージアムスクール「アートな散歩」
　野外彫刻などの街中のアートをぶらりと巡ります。
■と き　10月11日（日）　午後２時～
■ところ　米子市文化ホール　オープンスペース出発
■問合せ　米子市美術館（☎３４－２４２４、 ３３－０６７９）

戦災死者名簿を作成しています
　米子市では、ふれあいの里の敷地内にある「米子市戦没者
慰霊碑」に、戦争の犠牲になった一般戦災死者の名簿を納め
ています。
　名簿に記載する方について、遺族の方などからの申し出
を受け付けていますので、お心当たりのある方は、「米子市
一般戦災死者名簿登載申出書」を障がい者支援課へ提出して
ください。
　申出書は、障がい者支援課、淀江支所、市内各公民館に
あります。
■名簿に載せる方

▶第二次世界大戦で、空襲などが原因で亡くなった方
空襲による負傷が原因で亡くなった方を含みます。

▶死亡当時、米子市民であった方
軍人、軍属だった方は、米子市遺族会が保有する名簿
の写しを収納していますので、この名簿の対象となり
ません。

■名簿登載事項
①氏名 ②年齢 ③住所（町名のみ）④死亡年月日 ⑤死亡
場所

■名簿への登載と保管
９月末日までに受け付けた方のお名前は、名簿に追加登
載し、今年度「米子市戦没者慰霊碑」の中に納め保管します。

■問合せ　
障がい者支援課（☎２３－５５４８、 ２３－５３９３）



市からのお知らせ

10

ひとり親世帯の方へ
臨時特別給付金が支給されます

　新型コロナウイルス感染症の影響により、子育ての負担
増加や収入の減少があったひとり親世帯の方に、臨時特別
給付金を支給しています。給付金は「基本給付」と「追加給付」
の２つの給付の仕組みとなっています。
■支給対象者
▶基本支給

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方で、
①～③のいずれかに該当する方
①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けてい

る方
②公的年金給付等を受けていることにより、児童扶

養手当の支給を受けていない方（※注）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が

急変し，直近の収入が児童扶養手当の対象となる
水準に下がった方（※注）

（※注）…収入や所得の制限があります。
▶追加支給

基本支給対象者①と②のうち，新型コロナウイルス感
染症の影響を受けて家計が急変し，収入が大きく減少
している方

■支給金額
▶基本支給：１世帯５万円、第２子以降の児童１人につ

き３万円を加算
▶追加支給：１世帯５万円

■支給時期
基本支給①の方については、８月３日に支給済みです。
それ以外の支給については、申請受付後、順次振り込み
予定です。

■申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、子育て支援課へ持参ま
たは郵送で提出してください。
▶基本給付①：申請不要（支給済み、追加給付は申請必要）
▶基本給付②、③：申請必要
▶追加給付（基本給付①、②の方）：申請必要
※申請用紙は、子育て支援課にあります。市ホームペー

ジから印刷もできます。
■申請期限　令和３年２月26日（金）まで（消印有効）
■問合せ　子育て支援課

（☎２３－５１３５、 ２３－５１３７）

秋の全国交通安全運動が始まります！
～つくろうよ　事故なし　笑顔の鳥取県～
■期 間　９月21日（月・祝）～30日（水）
■運動の重点

①子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用
の確保

②高齢運転者等の安全運転の励行
③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運

転の防止
■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。

▶高齢者の方は身体機能の変化を認識し、安全運転装置
の取付け等を検討しましょう。

▶ドライバーは前照灯の早期点灯と夜間のハイビームの
活用、歩行者は反射材用品の着用を習慣づけましょう。

▶自動車や自転車の携帯電話を使用しながらの運転は、
絶対にしないようにしましょう。

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。今一度、交通安全について考えてみましょう。

■９月30日は「交通事故死ゼロをめざす日」です
みんなが交通安全意識を強くもち、事故のない日をめざ
しましょう。

■問合せ　生活年金課（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）

■スマートムーブ
移 動 に 伴 う CO2 排 出 量
は、家庭からの排出量の
約 ４ 分 の １ を 占 め ま す。
CO2 排出量の少ない、エ
コで賢い移動（スマート
ムーブ）をしてみませんか。

□エコドライブを心がけましょう。
□近距離移動は、徒歩や自転車を利用しましょう。
□路線バスなど公共交通機関を利用しましょう。
■問合せ　環境政策課

（☎２３－５２５６、 ２３－５２５８）

環 境・ 家 庭 に 賢 い 選 択

C
ク ー ル

O O L C
チ ョ イ ス

H O I C E

有

料

広

告
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市有地を売り払います
■元きんかい児童遊園地【第１種住居地域】

所在・地番 地目 地積 最低売却価格
祗園町二丁目262番17 雑種地 453㎡

11,900,000円
祗園町二丁目262番18 雑種地 608㎡

■元五千石市営住宅敷地【第１種中高層住居専用地域】

所在・地番 地積 (㎡ ) 最低売却価格
① 福市1830番３ 461.48 6,470,000円

②
福市字二反所田190番 3 272.40

9,670,000円
福市1845番 4 363.56

③ 福市1831番 2 972.89 10,100,000円
※地目はすべて宅地です。
■現地説明会　

▶と き　９月18日（金）
元きんかい児童遊園地：午前10時～　
元五千石市営住宅敷地：午後２時～

▶ところ　売払物件所在地
▶申込期限　９月17日（木）午後５時

■一般競争入札
▶と き　10月22日（木）

元きんかい児童遊園地：午後１時30分～　
元五千石市営住宅敷地：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　10月８日（木）午後５時

■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）

売払物件
●錦海公園

●米子城跡

中海 9

至安来市↓

至米子市街↑

売払物件①

売払物件②

売払物件③

181

←至米子市街

●

米子市福市
考古資料館

至伯耆町→

自転車を安全に利用しましょう
　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」）など危険につながる運転が目立ってい
ます。自転車運転中の「ながら運転」は、とても危険な行為
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。

■問合せ　生活年金課（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）

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

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。育児に役立
つ情報や緊急時のお知らせを受
け取ることができるので、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）

計量器（はかり）の定期検査は９月です
　取引や証明に使用する計量器（はかり）は、計量法に基づき、
正確性を確認するため、２年に１回、鳥取県が行う定期検
査を受けなければなりません。
　今年９月に定期検査が実施されます。該当する計量器を
お持ちの方は、受検をお願いします。
　検査日時、会場等の確認や、指定日時に検査を受けるこ
とができないときは、鳥取県または米子市にお問い合わせ
ください。
■問合せ　

鳥取県くらしの安心推進課
（☎０８５７－２６－７６０１、 ０８５７－２６－８１７１）
商工課（☎２３－５２１９、 ２３－５３５４）
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フレッシュタウン錦海　３区画分譲中！
■分譲価格
区画番号 地番 面積（坪） 分譲価格（円）
９－10

（商談中）
錦海町三丁目
９－10 92.9 13,118,294

９－11 錦海町三丁目
９－11 92.9 13,403,948

９－16 錦海町三丁目
９－16 92.9 13,821,300

■申込方法　
所定の申込書に住民票を添えて、建設企画課へお申し込
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。
■問合せ　建設企画課

（ ☎ ２３－５５２９、 kensetsukikaku@city.
yonago.lg.jp）

義援金を受け付けています

　令和２年７月豪雨災害で被災された方々の支援のた
め義援金の受付を行っています。お寄せいただいた義
援金は、日本赤十字社を通じて、被災地に送金されます。
皆さんの温かい心をお待ちしています。 
■受付窓口

市役所本庁舎 1 階総合案内、淀江支所地域生活課
※受付は現金のみとさせていただきます。

■受付時間
午前８時30分～午後５時

■受付期限
12月18日（金）
※土・日・祝日を除く。

■問合せ
防災安全課

（☎２３－５３３９、 bousai@city.yonago.lg.jp）

新型コロナウイルスに関する
人権侵害を防ぐ、３つの宣言

　米子市では、新型コロナウイルス感染症に関する人権侵
害を防止するための決意を宣言しました。新たな被害を生
まないために、今一度、人を傷つけることのない対応を心
がけましょう。
■感染者を非難しない

感染は誰にでも起こる可能性があり、感染者は非難され
る対象ではなく、守られるべき存在です。「自分が感染し
たら…」と考えた時に、他の人からされたら嫌だと思う
事は、他人にもしないという気持ちを持ちましょう。

■感染者の出た職場や家族を非難しない
感染者だけでなく、その職場、家族などへの誹謗中傷や
差別的な言動は、感染の表面化を遅らせ、感染拡大防止
の妨げになることを認識しましょう。

■風評被害を防ごう
感染していないにもかかわらず感染者だという噂を流さ
れ、本人のみならず、家族や勤務先が差別被害にあうと
いう事例が見受けられます。新たな風評被害を生まない
ために、誤った情報や不確かな情報をむやみに拡散しな
いようにしましょう。

■問合せ　
人権政策課（☎２３－５４１５ 、 ３７－３１８４）

パープルライトアップに
参加しませんか

　毎年11月12日から25日までの２週間は、「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間です。市ではこの運動の趣旨に
賛同し、昨年初めて米子市公会堂をライトアップしました。
ライトアップには被害者に対して「ひとりで悩まず、まずは
相談してください」というメッセージが込められています。
■ライトアップに参加しませんか ?

ライトアップに参加される市内の企業や団体の皆さんを
募集しています。ライトアップは植栽の一部や事務所の
片隅でも、期間中一日だけの実施でもかまいません。一
緒にライトアップして、メッセージをひろげましょう。

■問合せ　男女共同参画推進課
（☎２３－５４１９、 ２３－５３９２）

湊山球場の資料提供をお願いします
　湊山球場の閉鎖（用途廃止）にあたり、球場としての歴史
資料の保存と閉鎖イベントでの活用のため、湊山球場に関
する資料の提供をお願いします。資料をお持ちの方は、ぜ
ひご協力ください。
■提供をお願いする資料

市営湊山球場に関する写真、映像、記事など
■提供をお願いする方

企業・団体・個人など資料を保有する方
■使用目的　　

市の広報での使用、資料として保管、閉鎖イベントでの
展示など。
※著作権、肖像権を含め所有者の同意が得られたものに

ついて、提供元を明示して使用する予定です。
■期限　９月11日（金）
■その他

資料提供にご協力いただける方は、文化振興課までご連
絡をお願いします。

■問合せ　
文化振興課（☎２３ー５４３６、 ２３－５４１４）

さっきの防災無線の内容は？
緊急放送テレホンサービス

☎０１２０－３１０－４７５
（サイガイゼロヨナゴ）

?



13

City InformationCity Information

No.27　豚肉のキムチ炒め

作り方（所要時間約15分）
① たまねぎは１cm 幅、白菜キムチは食べやすい大きさ

に、にらは２cm の長さに切る。
② フライパンをあたため、ごま油を入れる。ごま油があ

たたまったら、すりおろし生姜をいれる。
③　②に豚肉を入れて炒める。火が通ってきたら、たまね

ぎを加えて柔らかくなるまで炒める。
④　白菜キムチを入れて、酒、しょうゆで味をつける。
⑤ にらを加えてさっと炒める。

今月のひとくち食育
　料理をこれから始める方におすすめしたいのは、炒め
料理です。手早く、簡単にできるだけでなく、食材を変
えたり、調理の仕方を工夫するといろんな料理にアレン
ジできます。また、野菜を炒めると「かさ」が減り、たく
さんの量を食べることができるので、まだまだ残暑が厳
しく食欲がない時など一品でしっかりと栄養をとること
ができます。豚肉のビタミンＢ１、豚肉と相性が良いニラ、
そして発酵食品であるキムチのトリプルパワーで栄養満
点「おとう飯

はん
」に挑戦してみてはいかがでしょう！

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

材料（４人分）
豚肉ももスライス 200g にら 30g
白菜キムチ 80g たまねぎ 60g
しょうゆ 大さじ 1/2 酒 小さじ１
すりおろし生姜 小さじ 1/2 ごま油 大さじ１

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）
規格など 部屋番号 間取り 家賃月額

両三柳住宅
（両三柳）

建設年度：S61
中層耐火４階建

61R1-204
3DK 18,000円

～35,400円
61R1-205

安倍彦名住宅
（彦名町）

建設年度：S63
中層耐火４階建

63R2-203 3DK 18,000円
～35,300円

東町住宅
( 東町 )

建設年度：Ｈ９
高層耐火７階建

301 ２LDK 23,600 円
～46,300 円

302
子育て世帯等優先 ３LDK 29,100 円

～57,200 円

※「子育て世帯等優先」枠は、児童福祉法に規定する母子生
活支援施設から退所する予定の世帯があるときは、優先
的に選考することとしています。

■受付期間　９月１日（火）～７日（月）
■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　９月９日（水）公開抽選
■入居可能予定日　10月１日（木）

※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）

「おとう飯
はん

」を始めてみませんか？
■男性の家事・育児時間

外出自粛やテレワークで、家での過ごし方や家事分担に
ついて、見直された方もいらっしゃるのではないでしょ
うか。「子育て期にある男性の家事・育児時間」は、１日
あたり１時間23分（平成28年社会生活基本調査）。国の
男女共同参画基本計画では、令和２年までに２時間30分
にすることを目標としています。

■おとう飯とは ?
手早く簡単にでき、安くて美味しい料理。それが「おと
う飯

はん
」。全国でおそろいのエプロンをつけて調理するキャ

ンペーンが始まっています。これまであまり料理をされ
なかった方、子育て世代に限らず年配の方も、「おとう飯

はん
」

を始めてみませんか？今月のこめっこレシピは、「おとう
飯
はん

」にちょうどよいレシピを紹介しています。
■問合せ　

男女共同参画推進課（☎２３－５４１９、 ２３－５３９２）
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山陰新幹線

中国横断新幹線 (伯備新幹線 )

▶山陰新幹線
基本計画で「起点：大阪市、主な経過地　鳥取市
付近・松江市付近、終点：下関市」と定められて
います。

▶中国横断新幹線（伯備新幹線）
基本計画で「起点：岡山市、終点：松江市」と定
められています。

※岡山～鳥取県西部町村～米子～松江～出雲を結
ぶ「特急やくも号のルート」に近いものをイメー
ジし、「伯備新幹線」と呼んでいます。

※東西を走る米子～松江～出雲は山陰新幹線との
供用区間となります。

岡山

+95分

+45分

+100分

米子
２時間10分→33分（１時間37分短縮）

松江
２時間40分→44分（１時間56分短縮）

出雲
３時間→58分（２時間２分短縮）

名古屋

新大阪

博多

■新幹線が通ったらどうなるの?

▷とても短い時間で移動できるため、仕事や観
光、レジャーなどに気軽に行き来できるほか、
滞在も長くなります。

▷引っ越しや単身赴任をしなくても通勤できる
ようになります。

▷定住促進、観光・ビジネス交流の拡大などが
実現し、大きな経済効果が期待されています。

（出典：京都大学大学院工学研究科　藤井聡研究室試算）
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新幹線の整備を促進しています
　中海・宍道湖・大山圏域では、新幹線や高速道路などの基幹的な社会基盤整
備が、他の地域と比べ遅れをとってきました。このことが、人口や産業を流出
させ、他の地域との格差を拡大させる要因の一つとなっています。
　圏域の新幹線基本計画路線は、昭和 48年に決定された「山陰新幹線」と「中
国横断新幹線（伯備新幹線）」の２路線が存在しますが、45年以上にわたり進展
していません。
　次の世代に新幹線を資産として残すため、中国横断新幹線（伯備新幹線）整備
推進会議は、令和元年５月に設立されました。米子市を含む、圏域の市町村、
市町村議会、経済団体の計 44 団体で構成されており、２つの新幹線の実現を
めざし、国への要望活動などを行っています。

□問合せ　中国横断新幹線（伯備新幹線）整備推進会議
（事務局：松江市歴史まちづくり部交通政策課）
（☎０８５２－５５－５２０９）
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▶補助金のお知らせ
　市長会では、「圏域内の文化・スポーツ交流促進」、「圏
域内企業の海外商談会参加支援」を目的とした補助制
度を実施しています。
　どちらの補助金も令和 3 年３月31日までに実施す
るものが対象であり、審査のうえ、予算の範囲内で交
付します。
　補助金交付の要件、金額および申請方法など、くわ
しくは市長会ホームページをご覧ください。
ホームページアドレス https://www.nakaumi.jp/

▶『山陰湯めぐりスタンプラリー』開催中！
　圏域 5 市のスタンプラリー参加施設に入浴し、豪華
賞品が抽選で当たるキャンペーンを実施中です。
　圏域 5 市の各エリアでスタンプを集める「湯めぐり
マスターコース」、圏域内で 5 か所以上のスタンプを
集める「湯めぐり入門コース」を展開しています。（応
募期間は 9 月末日まで。）
　その他、圏域内を周遊できる魅力的なキャンペーン
を実施予定です。くわしくは観光局のホームページを
ご確認ください。
ホームページアドレス
https://www.sanin-mannaka.jp/

■問合せ　総合政策課
（☎２３－５３５８、 ２３－５３９２）

中海・宍道湖・大山圏域市長会からのお知らせ

いいかも、加茂川。　～８月５日、加茂川の名称が変更されました～

　加茂川は、米子市の西南部を流れる１級河川です。江
戸～大正時代にかけては商都米子を支える物流の大動脈
であり、今でも地域のお祭りや住民の散歩道、城下町を
巡る観光コースとして利用されるなど、多くの人々に愛
される存在です。

　「加茂川」の名称は、およそ90年前に付けられましたが、
その後、洪水対策のため新しく分岐した放水路の名称を

「加茂川」とし、従来の川は「旧加茂川」に変更されました。
　しかしながら、放水路は「新加茂川」という通称名と混
在するなど分かりづらい面もあり、古くから親しまれて
いる「加茂川」の名称を取り戻したいという市民の声の高
まりから、市内10団体が「一級河川『加茂川』の名称変
更に関する要望書」を米子市に提出しました。
　米子市としても、地域住民と協働したまちづくりを
行っていくため、鳥取県知事に対して要望を行い、この
たび「加茂川」へ名称変更がなされる運びになりました。

　加茂川周辺の水辺空間は、歴史・文化・観光・環境と
いった観点からも大変優れた価値があります。また加え
て、多くの市民の愛着と情熱が支える、米子の宝でもあ
ります。残暑もやわらぐ頃、そのような歴史に思いを馳
せつつ、加茂川沿いのお散歩などはいかがでしょうか。

■問合せ　建設企画課
（☎２３－５２３５、 kensetsukikaku@city.
yonago.lg.jp）

米子駅

博労町駅

東山公園駅

旧加茂川　→　加茂川

旧加茂川放水路　→　加茂川放水路

加茂川　→　新加茂川

加茂川（変更なし）


