市からのお知らせ
小学校１年生になるお子さんの
健康診断を行います
令和３年度に小学校１年生になるお子さんの就学時健康
診断を各小学校で行います。
「入学前の健康診断のお知らせ」を、10 月中旬までに各

ヒューマンライツ

ご家庭へ郵送しますので、ご案内する小学校で健康診断を

〜みんながしあわせな社会をめざして〜

受けてください。
■問合せ

学校教育課（☎２３−５４３３、

gakkyo@city.

人権（ヒューマンライツ）について考えます

yonago.lg.jp）

難病を理解しましょう

宝くじの助成金で整備しました
このたび、自治総合セン
ターの宝くじ社会貢献広報

問 人権政策課（☎ 23−5415

37−3184）

事 業 の 助 成 を 受 け、 旗 ヶ
崎三区東自治会にコミュニ

難病と戦い続ける人たち

ティ活動活性化のためのエ

元プロレスラーで政治家のアントニオ猪木さ

アコン、机などの備品が整

んは、自身が「心アミロイドーシス」という心

備されました。

臓の働きが悪くなる難病にかかっていて治療中

旗ヶ崎三区東自治会で

であることを今年７月に告白されました。

は、コロナ対策を取りなが

厚生労働省では、
「難病」を次のように定義

ら広報配布作業の活動を行

しています。

うなど、整備された備品を
活用しながらコミュニティ
の活性化に努めています。
■問合せ 地域振興課（☎２３−５３７１、

２３−５５６８）

10月は食品ロス削減月間です
日本国内でまだ食べられるのに捨てられた食品の量

①

発病の機構が明らかでないもの

②

治療方法が確立していないもの

③

希少であるもの

④

長期の療養を必要とするもの

一概に難病と言っても病名や症状は多種多様
で、７千種類以上存在するとも言われています。

は、 家 庭 か ら 年 間284万 t 、食 品 関 連 の 事 業 者 か ら 年 間

しかし、法律で指定されている難病は、令和元

328万ｔ の 合 わ せ て612万ｔ（ 平 成29年 度 推 計 値 ）に の

年７月１日時点で333種類とごく一部で、高額

ぼります。これは国民一人当たりに換算すると、お茶碗

な医療費を払い続けている患者がたくさんいま

約一杯分の食品が毎日捨てられていることになります。

す。また、寝たきりの人もいれば、薬で症状を

「もったいない」を意識して、おいしく楽しく食べきりま

抑えながら働いている人もたくさんいます。

しょう。
■家庭でできる食品ロス削減
□

買い物前に冷蔵庫の食材を確認する

□

安いからといって買いすぎない

□

食べきれる分だけ料理を作る

□

残った料理は再度調理してリメイク料理へ

□

週に１回は冷蔵庫の食材を使い切る

このような難病患者は、社会生活を送る上で、
精神的な苦痛も抱えており、いまだ無理解によ
る差別や偏見（原因が分からなければ病気とは
言えない、怠けているだけだ、など）が根強く
あるため、それらを恐れて病気を隠している人

■外食でできる食品ロス削減

も少なくありません。

□

食べきれる量を注文する

□

宴会では最初の30分と最後の10分は皆で食べる時

病気に対する差別や偏見をなくし、難病患者
をはじめ病気にかかわる人が安心して暮らせる

間を設ける

社会をつくっていくことが大切です。

■問合せ
クリーン推進課（☎２３−５２５９、

安心して暮らせる社会へ

３０−０２７１）

―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

一日も早く家族の元に帰ることを祈っています。早く元気な姿をみせてあげたい、
会わせてあげたい。
親と子を、兄弟を。< 県民メッセージ抜粋 >
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国民年金の任意加入ができます

環 境・ 家 庭 に 賢 い 選 択
ク

険料を納めなければ、満額の年金を受けとることができま
せん。保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、任
意加入して保険料を納めることにより、満額に近づけるこ
とができます。
なお、老齢基礎年金を受けとるためには、保険料の納付
済期間や免除期間などの受給資格期間が10年必要ですが、
10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入
することができます。

ー

ル

チ

ョ

イ

ス

COOL CHOICE

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保
■エコドライブ

エコドライブを心がけることは、燃料消費量およ
び CO2 排出量削減はもちろん、交通事故の削減に
もつながります。今すぐ始められるエコドライブ
のポイントを紹介します。
□最初の５秒で、時速20ｋｍへ→ 10％燃費改善
□減速時は早めにアクセルを離す→２％燃費改善
□不要な荷物を降ろす→荷物100ｋｇ減で３％燃費

■任意加入できる方
任意加入できるのは、①〜④のすべてに該当する方です。
①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③20歳以上60歳未満の間に納めた保険料の月数が480
月（40年）未満の方

改善
□車間距離をあけて、加速・減速の少ない運転を
する→車間距離が短いと市街地で２％、郊外で
６％燃費悪化
■問合せ

環境政策課
（☎２３−５２５６、

④現在、厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

２３−５２５８）

※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳
未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も

拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子

加入できます。
■と

■問合せ
生活年金課年金医療担当（☎２３−５１４２、
５３９１、

き 11月 3 日（火・祝）午後１時30分〜３時
30分

２３−

seikatsunenkin@city.yonago.lg.jp）

米子年金事務所（☎３４−６１１１【音声案内２→２】

※申込期限10月13日、入場無料

■ところ 米子コンベンションセンター
■問合せ 人権政策課
（☎２３−５４１６、

２２―４８４２）

宝くじの助成金で整備しました
このたび、自治総合セン

３７−３１８４）

11月９日は「119番の日」です
■119番に電話するときは

ターのコミュニティ助成事

▶通報時は、落ち着いて係員の質問に答えてください。

業を受け、米子市消防団女

いざという時に備えて、電話のそばに住所、名前、電

性分団に煙体験テントと煙

話番号を記入したメモを準備しておきましょう。

発生器を整備しました。米

▶携帯電話からの通報は、災害現場の地点特定に時間を

子市消防団女性分団は主な

要することがあります。その場合は、付近の目標とな

活動として、地区や企業へ

る建物や住居表示などを確認し伝えてください。

の救命講習や防災教室を開

■ Net119緊急通報システム

催しており、今回整備した

▶ Net119緊急通報システムは、音声による119番通報

資機材を地域の防災啓発活

が困難な聴覚・言語機能障がいのある方が、スマート

動に活用していきます。

フォンやタブレットなどのインターネット機能を利用

米子市では、女性分団員

して緊急通報を行えるシステムです。

を随時募集しています。入団についてのご相談などは、防
災安全課までお問合せください。
■問合せ

防災安全課（☎２３−５３３９、
yonago.lg.jp）

▶ご利用の際は事前登録が必要です。くわしくは鳥取県
西部広域行政管理組合消防局のホームページをご確認

bousai@city.

ください。
■秋季全国火災予防運動
この時期はストーブ等の暖房器具の使用が増えてきます。
暖房器具は使用する前に点検を実施し、正しく使って火
災が発生しないようにご注意ください。
▶実施期間 11月９日（月）〜15日（日）
▶防火標語 「その火事を

防ぐあなたに

金メダル」

■問合せ
公益財団法人鳥取県市町村振興協会
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西部消防局（☎３５−１９５１、

３５−１９６１）

市からのお知らせ
市からのお知らせ
工事のため交通規制を行います
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
う架替工事を実施しています。

新型コロナウイルスの影響があった
中小事業者への固定資産税の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少し
ている中小事業者の方は、令和３年度の固定資産税の軽減

これまで、夜間に工事を行っていましたが、９月28日か

を受けることができます。軽減を受けるためには要件を満

ら昼間に工事を行うため、交通規制等により渋滞すること

たすことと申告書の提出が必要です。

が予想されます。また、10月19日から米原３号橋は通れな

■対象者

くなります。皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解

令和２年２月から10月までの任意の連続する３か月間の

いただきますようお願いします。

合計事業収入が、前年の同期間に比べて30％以上減少し
ている中小事業者等
■対象となる資産 償却資産、事業用家屋
■軽減割合
連続する３か月間の合計事業収入の減少割合に応じて、
固定資産税が軽減されます。
▶前年比 30％以上 50％未満の減少：1/2 軽減
▶前年比 50％以上の減少：全額軽減
■申告方法
認定支援機関等（※）へ提出した書類一式を、申告書に添
付し、固定資産税課へ提出
（※）中小企業経営力強化支援法に基づき認定された税理
士・会計士等のほか、商工会議所、青色申告会など
■申告書の準備はお早めに
申告書は、提出前に認定支援機関等による確認が必要で
す。確認には時間がかかることが予想されますので、早
めにご準備ください。
■問合せ

■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）

固定資産税課家屋償却資産担当
（☎２３−５１１６ 、

■工事期間

koteishisan@city.yonago.lg.jp）

９月７日〜令和３年３月31日
■交通規制の内容
９月28日〜

片側交互通行（昼間）

10月19日〜

全面通行止め（終日）

ごみを分別して排出しましょう
皆さんがごみ集積場に出された古紙類やビン・缶類な
どの資源ごみは売却され、リサイクルプラザの運営費

■問合せ
都市整備課河川橋りょう担当（☎２３−５２８２、
−５３９４、

２３

となっています。

toshiseibi@city.yonago.lg.jp）

車椅子に乗ったまま
巡回バスを利用できます
米子市淀江町巡回バス「どんぐりコロコロ」の新車両２台
のうち１台は、車椅子に乗ったままバスへの乗り降りがで
きます。事前に予約をしていただくと、車椅子リフト付き
車両で運行します。

収集・選別され…

売却されます

■予約方法
利用される日の前営業日までに交通政策課にお電話くだ

■資源ごみなどを直接持ち込みたい場合は ?

さい。予約時に乗車するバス停や便名等をお伺いします。

資源ごみ、不燃ごみ、不燃性粗大ごみ、ペットボト

※すでに予約が入っている場合、受付できない場合もあ

ルを直接持ち込みたい場合は、リサイクルプラザに
ご連絡ください。

りますのでご了承ください。

■問合せ

■受付時間

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ

午前８時30分〜午後４時

（☎６８−４０７１、

※土日祝日は予約を受け付けていません。
■問合せ 交通政策課（☎２３−５２７４、

６８−４５８４）

２３−５３９２）
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米子人生大学開講中！
「ウイルス感染と予防について」
10月５日
（月） 講師：鳥取大学医学部附属病院感染症
内科

教授

千酌浩樹さん

「Happy Life 〜楽しくいきいき暮らす

合併処理浄化槽は、トイレ、台所、洗濯、風呂など、す
べての排水をきれいにします。台所や洗濯等の排水が、そ
のまま側溝や川に流れ込むことがなくなり、周辺環境の向
上にもつながります。
■補助限度額
▶５人槽 80 万円

10月19日
（月） ヒント〜」
【公開講座】

合併処理浄化槽への付け替えを補助します

講師：佐々木ターミ―さん

▶７人槽 100 万円

※米子市消費生活セミナーを兼ねます。

▶８〜 50人槽 135万円
■要件

10月26日
（月）
【公開講座】

「共生社会について」
講師：医療法人・社会福祉法人真誠会
理事長

小田貢さん

【公開講座】：人生大学受講生以外の方も参加可
■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
■問合せ

いずれも午後２時〜３時30分

生涯学習課
（☎２３−５４４３、

shogaku@city.yonago.

lg.jp）

単独処理浄化槽、くみ取り槽等を合併処理浄化槽へ付け
替えること（新築は対象外）
■対象地域
公共下水道等の整備が当分の間見込まれない地域
（主な対象地域：葭津、大崎、大篠津町、和田町、富益町、
夜見町）
■補助件数
年間100基（予算額に達し次第受付終了）
■問合せ
下水道営業課（☎３４−１３８７、

つながるマルシェ in える・もーる

ダンス・フェス１ ver.12
出場者大募集！

大山山麓・日野川流
域観光推進協議会に参
画する市町村の恵み（特
産 品、 農 水 産 品 ）が 大
集合し、
「つながるマル
シ ェ」 を 開 催 し ま す。
各ブースでの100円
均一コーナーや、ブースを巡るスタンプラリー、MALTA
さんを迎えてのミニライブなど、さまざまな企画を準備し
ています。ぜひ、お越しください。
■と

き

■ところ

10月17日（土）午前10時〜午後３時
ひまわり駐車場（米子市角盤町）

■その他
新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止する
場合があります。中止の場合は、大山山麓・日野川流域
観光推進協議会のホームページでお知らせします。
■問合せ
ＢＳＳ企画（☎３３−０６６１）

有 料
広
告
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３４−７５１５）

ジャンルを超えたダ
ンスの祭典「ダンス・
フェス１」の出場チー
ムを募集します。ダン
スのジャンルは問い
ません。たくさんのご
応募をお待ちしていま
す。
■と

き

令和３年２月６日（土）
、７日（日）

■ところ

米子市公会堂 大ホール

■募集数

各日とも15組限り

※応募団体多数の場合、主催者による抽選選考とし
ます。
■出場料
■申込締切

1 団体 2,000円
10月31日（土）必着

■申込み・問合せ

米子市文化ホール（☎35−4171）

市からのお知らせ
米子市営住宅入居者募集
■所在地、規格、家賃など

No.28 秋なすのミートマカロニ

住宅名（所在地）
規格など

河崎住宅
（河崎）
建設年度：S49
中層耐火４階建

部屋番号

牛肉ミンチ

150g

なす

80g

白ねぎ

80g

おから

30g

マカロニ

トマト

50g

トマトケ
チャップ

大さじ５

20g

ウスター
ソース

小さじ１

塩

少々

コンソメ

固形1/2個

こしょう

少々

サラダ油

適量

3DK

12,500円
〜19,500円

２LDK

20,600 円
〜40,400 円

２LDK

20,600 円
〜40,400 円

３LDK

26,300 円
〜51,600 円

49R1-405

高齢者等向住宅

材料（４人分）

家賃月額

49R1-403

203
陰田町住宅
( 陰田町 )
建設年度：Ｈ９
高層耐火８階建

間取り

603
子育て世帯等優先

805

※河崎住宅49Ｒ１棟については、令和元年９月に内外装お

作り方（所要時間約30分）
① なすは５ｍｍ幅の半月切りにして水にさらしておく。
白ねぎは３ｍｍ幅の小口切り、トマトは湯むきした後、
１〜 1.5cm の角切りにする。マカロニはしっかりと柔
らかくゆでておく。

よび設備等の改修工事が完了しています。
※「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 10月１日（木）〜７日（水）
■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 マイナンバーを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 10月９日（金）公開抽選

② フライパンでサラダ油を熱し、牛肉ミンチを炒める。
肉に火が通ったら、おから、白ねぎ、なす、トマトの
順に加えて炒める。

■入居可能予定日 11月１日（日）
※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。

③

Ａを加え、しばらく煮詰める。

④

マカロニを加え、最後に塩とこしょうで味を調える。

■問合せ 住宅政策課（☎２３−５２６３、 ２３−５３９６）

10 月１日からイエローバスが
利用できます

今月のひとくち食育
秋なすとは、９月の終わりから10月にかけて収穫され
るなすのことです。しっかりとした食べ応えのある夏の
なすとは違い、みずみずしくやわらかで、甘味やうま味
が増しています。おからを入れることでヘルシーになる

日ノ丸自動車が運行する「松江線（米子駅−松江間）」が９
月30日に路線廃止されます。
これに伴い、10月１日（木）から米子市民の方も安来市広

だけでなく、食材のうま味、旬の美味しさを逃さず、存

域生活バス（愛称：イエローバス）が利用できます。

分に味わうことができます。なすが苦手な人でもこれな

■利用できるバス停

ら大好き！と言わせるほど美味しい料理です。ぜひ、試

陰田、二丁目公民館入口、祗園町日ノ丸前、祗園町、久米町、

してみてください。

加茂町、東町、明治町、米子駅
※祗園町から米子駅区間の相互利用はできません。

■問合せ

学校給食課

（☎３３−４７５１、
−４７５７、

■運賃
３３

kyushoku@

city.yonago.lg.jp）

中学生以上：200円、小学生：100円、障害者手帳を提
示された方：100円、幼児：無料
※回数券、定期券も販売しています。
■問合せ 交通政策課（☎２３−５２７４、 ２３−５３９２）
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「郷土のたたらと刀剣の歴史」
10 月 31 日（土）〜 11 月 29 日（日）

山陰歴史館 第１展示室

※毎週火曜日休館（11月３日を除く）
■入場料

300円（250 円）※（

）内は15名以上の団体料金

■展示品

鳥取県西部出身の刀匠・森脇正孝製作の刀剣「菊水刀」
、米子市立山陰歴史館所蔵の刀剣「藤原吉幸」
、

※70 歳以上の方、大学生以下の方、障がいのある方（介助者 1 名を含む）は無料
鳥取県西部の古墳時代の出土資料、たたら関連資料、発掘調査関連資料など

刀剣展ギャラリートーク
■と

き

11月15日（日）午後２時〜３時（予定）

■ところ

山陰歴史館

■講

師

中田利幸さん（全日本居合道連盟鳥取県支部長）

■定

員

20人（先着申込順）

■参加料

第 1 展示室

300 円（刀剣展入場料として）

■申込方法

山陰歴史館へお電話にて申し込みください。

菊水フォージング＆鳥取県金属熱処理
協業組合（とりねつ）工場見学
■と き 第１回 11月11日（水） 第２回 11月26日（木）
いずれも午後２時〜４時（予定）
■ところ
菊水フォージング（米子市夜見町２９２３番地

※ 米子鉄工

センター内）
鳥取県金属熱処理協業組合（米子市夜見町３００１番地３）

刀剣フォーラム

■内 容

10月31日（土）午後１時〜３時10分（予定）

「鍛えて、造る」現代に活きる刀匠の技（菊水フォージング）

■ところ

ふれあいの里

「折れず、曲がらず、よく切れる」の秘密（鳥取県金属熱処

■定

員

150人（要申込・抽選 ）

■内

容

■と

き

理協業組合）
■定 員

▶記念講演「安綱・古伯耆諸刀工の美の世界」
渡邉妙子さん（佐野美術館理事長）
▶記念講演「日本刀の反りの発生についての一試論」

各20人（先着申込順）

※参加者は自家用車にて現地集合。会場の移動は自家用車
でお願いします。
■申込方法 山陰歴史館へお電話にて申し込みください。

荒井清志さん（春日大社国宝殿学芸員）
▶パネルディスカッション「日本刀の魅力を語る」
パネリスト：渡邉妙子さん、荒井清志さん、中田利幸
さん

コーディネーター：中森祥さん（鳥取県地域づ

くり推進部文化財課）
■申込方法

米 子 市 立 山 陰 歴 史 館（ 〒683−0822 鳥 取 県 米 子
市 中 町 20）
（ ☎ 22 ー 7161、

22 ー 7160、

saninrekishikan@dear.ne.jp）※ 毎週火曜日休館

※

新型コロナウイルス感染症の状況により、各催しを中

名前・住所・電話番号・参加希望人数を記入し、山陰歴

止・規模縮小等する場合があります。その場合は、米

史館へ往復ハガキにて申し込みください。

子市および山陰歴史館ホームページでお知らせします。

（10月13日必着）
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