
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

ご家族の心の痛みは測りようもありません。どれだけの歳月が流れていったのか…！
もし私の身内だったらと考えたとき、だまってはいられません。<県民メッセージ抜粋>
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　あなたにとって大切な人が、ある日突然いな
くなり、ほとんど手がかりがないまま40年以
上の時間が過ぎてしまった…。みなさんは想像
できますか？
　昭和52年10月21日午後８時ごろ、米子市和
田町に住む松本京子さんは、自宅近くの編み物
教室に行くと言って自宅を出たまま行方不明と
なり、今年で43年になります。
　平成18年、政府は、松本京子さんを北朝鮮
当局による拉致被害者と認定しました。米子市
においては、古都瑞子さんと矢倉富康さんの２
人についても、拉致の可能性が排除できないと
指摘されています。
　拉致は、人間の尊厳、自由を著しく侵害する
重大な人権問題です。具体的な進展がない状況
が続いている今、わたしたちにできることは、
一刻も早く拉致被害者が帰国できるよう声をあ
げていくことです。その声が大きくなればなる
ほど、拉致問題解決に向けて政府への後押しと
なりますし、拉致被害者のご家族にとっても大
変心強い支えとなります。
　43年という時間はあまりにも長く、拉致被害
者もそのご家族も高齢になられました。ご家族
の中には再会の望みが叶わず、お亡くなりにな
られた方もおられます。
　わたしたちは、拉致問題を自分事として受け
止め、時間の猶予はないことを認識し、拉致問
題の早期解決に向けて一丸となって取り組むこ
とが必要です。

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）

拉致問題は決して
他人事ではありません

米子市指定有形文化財の新指定！

　「貴
き ふ ね じ ん じ ゃ せ き ぞ う か ら じ し

布禰神社石造唐獅子」（彫刻）と「桃
ももなりかぶと

形兜」（工芸品）の
２件が新たに米子市指定有形文化財に指定されました。
■貴布禰神社石造唐獅子
石造唐獅子は江戸時代後期の天明４（1784）年に貴布禰
神社に寄進されたもので、神社の参道に石造狛犬が置か
れるようになった初めの頃の県内最古の年号を持つ参道
狛犬です。

■桃形兜
桃形兜は、安土桃山時代か
ら江戸時代初めにかけて西
日本で流行した変わり兜の
一種で、戦国武将・吉川元
春が宗形神社（米子市宗像）
に奉納したものと伝えられ
ています。桃の果実を模し
た変わり鉢の形状も美しく、表面に金箔を貼り、その上
から透明の漆を塗って丁寧に仕上げられています。桃形
兜は、市が寄贈を受け、12月６日（日）から山陰歴史館
で展示公開する予定です。

■問合せ　文化振興課（☎２３－５４３８、 ２３－５４１４）

▲石造唐獅子阿
あぎょう

形

▲桃形兜

米子市くらしのガイドを発行しました
　市役所の手続きや防災情報な
ど、暮らしに役立つ情報をまとめ
た冊子「米子市くらしのガイド」
を発行しました。
　12月から順次、各ご家庭に配
布するほか、市役所や公民館など
の窓口にも設置します。ぜひお手
元に置いてご活用ください。
■問合せ　秘書広報課

（☎２３－５３７２、
hisho@city.yonago.lg.jp）

▲石造唐獅子吽
うんぎょう

形
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令和３年度 なかよし学級・放課後児童クラブの入級児童を募集します

▶なかよし学級
■入級資格　
令和３年度に米子市内小学校に通学する児童で、保護者
の方がお仕事などで放課後に不在の家庭のうち、入級を
希望する児童

■学級定員（予定）

学級 定員（人） 学級 定員（人）

就将 42 大篠津 22

福米東 42 福生東 45

崎津 78 彦名 32

車尾 50 淀江 78

福米西 43 その他 40

■募集要項　
▶新１年生：各小学校の就学時健康診断の際に配布
▶新２～新６年生：各小学校から直接配布
転入、転居等により募集要項が必要な方は、各なかよし
学級、子育て支援課（市役所本庁舎１階）でもお渡ししま
す。また、市ホームページからもダウンロードできます。
なお、継続して利用を希望される児童についても、改め
て入級申込みが必要です。

■利用料　
午後５時まで：4,500円（２人目以降は2,750円）
午後６時30分まで：5,500円（２人目以降は3,250円）
※夏休み中は午後５時まで8,500円、午後６時30分まで
9,500円。

※利用料のほかに、保険料800円／年がかかります。
■開級日　
放課後、長期休業期間、振替休業日、原則第３土曜日（７、
８月および週末に学校行事を実施する月を除く）
※土・日・祝日、年末年始（12月29日～１月３日）、そ
の他学校の事情等により開級できない日を除きます。

※新１年生は４月１日から利用できますが、入学式まで
は保護者の送迎が条件となります。

■申込受付期間（期限厳守）
１次選考：12月22日（火）～令和３年１月22日（金）
２次選考：令和３年１月25日（月）～２月26日（金）
※いずれも年末年始（12月29日～１月３日）、土・日・
祝日を除く。

■申込場所　入級を希望する各なかよし学級
■申込受付時間　午後２時30分～６時
　※冬休み中：午前８時30分～午後６時
■審査結果について
１次選考：２月下旬に郵送により通知します。
２次選考：３月中旬に郵送により通知します。

■問合せ　子育て支援課
（☎２３－５４４１、 ２３－５１３７）

▶放課後児童クラブ
　各法人等が運営する放課後児童クラブの募集内容につ
いては、各クラブまで直接お問い合わせください。

名称 住所 電話番号

かいけわくわくキッズ 新開4-14-11
22-7900

未来カレッジ 新開1-3-3

キッズクラブハレカイ
海の家、エルア 新開4-2-56 30-2914

学童クラブ のび☆のび
１号館、２号館、３号館 新開6-11-16 33-4122

ひばり放課後
児童クラブ 上福原5-13-78 21-8113

よみっこクラブ 夜見町1679-8 29-0927

ビッグベアーズ 榎原1889-6

090-1010-
4309ビッグベアーズⅡ、Ⅲ 榎原1823

ビッグベアーズ車尾 車尾2-28-1

学童金太郎クラブ 日原881-1 080-3891-
1661

わんぱく学童クラブ　
南 道笑町４-49 070-5054-

2246
わんぱく学童クラブ　
東福原 東福原6-7-36 070-5306-

2246
わんぱく学童クラブ　
西福原 東福原8-21-24 090-7137-

5604

すまいる学童クラブ 錦町1-177 21-5623

ペアーレ
キッズスタジアム 錦町３-77

35-5991
ペアーレ
キッズプレイス 米原1496-25

エルルこども学園
学童スクール

両三柳4349
２階 21-0121

はなまる学童クラブ 両三柳3904-1 21-8856

A IC  A f te r  Schoo l 
YONAGO 旗ヶ崎2-16-32 21-9100

よつば学童クラブ　 米原2-1-1（ホー
プタウン１階）

070-5527-
4670

学童保育　JET ①
皆生５-14-31 090-6833-

0801
学童保育　JET ②

学童CLUB　WITH 新開4-6-9 080-6249-
1418

よなごまなびや園 皆生新田3-6-21 36-8007
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市税の納付忘れはありませんか？
　うっかり、市税の納付忘れはありませんか？今一度、市
税の納付について、ご確認をお願いします。
■納期限を過ぎてしまったら、早めの相談を！
▶市税等は納期限内に納めていただくことが原則です。
納期限を過ぎると、法律により「延滞金」が加算され
ます。また、財産の差押などの「滞納処分」を受ける場
合があります。

▶失業や病気などやむを得ない事情がある場合や、納期
限を過ぎてもすぐに納付できない理由がある場合は、
早めに納付の相談をしていただくことが大切です。

※納付の相談は、収税課窓口でお受けします。本人確認
のうえ、書類の記載等をお願いすることがあります。

■安心・便利な口座振替をおすすめしています
　つい、うっかりの納め忘れもなく、金融機関やコンビ
ニエンスストアに出掛ける手間が省けます。口座振替は
開始時の手続きのみで、翌年も継続されます。
　市内の金融機関に「米子市口座振替依頼書」を備え付
けていますので、通帳、通帳お届け印、お問い合わせ番
号が分かるもの（納税通知書など）をお持ちになり、金融
機関の窓口にお申し込みください。

■問合せ　収税課
　▶納税について（☎２３－５１０２、５１６３）
▶口座振替について（☎２３－５１６１）

水道管にも冬支度を！
　水道管は、外気温が氷点下４℃以下のときや、一日中氷
点下の「真冬日」が続くとき凍結しやすくなります。凍結し
た場合、水が出なくなるだけでなく、水道管が破裂し、漏
水することがあります。破損時の修理費や漏水分の水道料
金は個人負担となりますので、凍結防止を心がけましょう。
■水道管が凍りやすいところ
▶水道管が露出したところ　▶風当たりの強い場所にあ
るもの　▶北向きの屋外にあるもの　▶家の外にある水
道管

■凍結を防ぐ方法
▶水道管の上から保温材（ウレタン・ポリウレタン製）
を巻きつける

▶就寝前に水を流しておく（流れる水の太さは 3～ 4ミ
リを目安に）※水道料金は個人負担です。

■凍結してしまったら…
▶蛇口にタオルなどを巻きつけて、ぬるま湯をゆっくり
かけてください。ぬるま湯をかけても出ない時は、指
定給水装置工事事業者へ依頼してください。
※熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがあります。
※指定給水装置工事事業者は、水道局ホームページで
ご確認いただくか、電話でお問い合わせください。

▶長期不在の場合は、メーターボックス内の止水栓を閉
めて水抜きしてください。

■凍結後の点検
気温が上昇し、蛇口から水が出始めたら、水漏れの点検
をしましょう。自宅だけでなく別棟、倉庫、空き家、集
会所、墓地なども点検をお願いします。

■問合せ
米子市水道局給水課（☎３２ー６１１４、 ３５－６８６６）

イベント中止のお知らせ
▷第57回お正月どらドラマラソン大会
■スポーツ振興課（☎２３－５４２６）

　宇宙には、小惑星と呼ばれる天体がい
くつもあります。小惑星は地球が誕生し
た時の姿をとどめる、太陽系の「化石」
のようなものです。
　小惑星探査機「はやぶさ２」は、小惑星
リュウグウのサンプルを地球へ持ち帰ろ
うとしています。このサンプルを調べる
ことで、太陽系の起源や生命誕生の謎に
迫ることができるかもしれません。
　今回、地下のサンプルを持ち帰るため
に使われた方法は、「はやぶさ２」が弾丸
を放ってできた人工クレーターに着陸し、
地下の物質を採取するというもの。カプ
セル内にリュウグウの物質が入っていれ

ば、世界で初めて小惑星の地下物質を採
取したことになります。
　「はやぶさ 2」は、12月６日にカプセル
だけを分離して地球へ帰還させたあと、
また別の小惑星へ11年かけて向かうこと
が発表されています。「はやぶさ 2」の旅
はまだまだ続きます。
　児童文化センター内のプラネタリウム
では、「はやぶさ２」のミッションを迫力
ある映像番組で紹介しています。ぜひご
覧ください。
■問合せ　米子市児童文化センター

（☎３４－５４５５、 ３１－
１０６０）

お帰りなさい！「はやぶさ 2」
米子市児童文化センターからお届けします。

©HAYABUSA2 製作委員会
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新年明けまして米子城2021を
開催します

　恒例の元旦イベントで
す。城山の山頂で一緒に
新年を迎えましょう。く
わしくは市ホームページ
をご確認ください。
■と き　
１月１日（金・祝）
初日の出～
※午前７時から催事を予定しています。

■ところ　
　米子城跡天守台
■その他
▶小雨決行。荒天時は中止します。（当日の問合わせ☎
090－8716－0660）

▶歩きやすい服装と靴でお越しください。
▶足元が暗いため、懐中電灯をご準備ください。

■問合せ　文化振興課（☎２３－５４３６、 ２３－５４１４）

農地相談会を行います
　農地に関して日ごろ困っておられることや、疑問に思わ
れていることがありましたら、お気軽に相談ください。地
区の農業委員と農地利用最適化推進委員が相談に応じます。
■とき・ところ

相談日 場所 地区

12月14日（月） 淀江支所 淀江、宇田川、大和

12月15日（火） 尚徳公民館 五千石、成実、尚徳

２月24日（水） 崎津公民館 崎津、富益

２月25日（木） 加茂公民館 加茂、住吉

３月23日（火） 和田公民館 和田、大篠津

■受付時間　
いずれも午後２時～３時30分　※予約不要

■問合せ　
農業委員会事務局（☎２３－５２７７、 nogyo@city.
yonago.lg.jp）

よなご飲食店応援割引券の
使用期限は12月31日まで

　今年６月に郵送した「よなご飲食店応援割引券」の使用期
限は、12月31日までです。まだ使用していない方はぜひご
利用ください。使用期限を過ぎた場合は無効となりますの
で、ご注意ください。割引券が使用できる店舗は、商工課
および各公民館にある取扱店舗一覧表または市ホームペー
ジをご確認ください。
■問合せ　商工課（☎２３－５２１７、 ２３－５３５４）

見 本

令和３年 米子市成人式
■と き　１月３日（日）午後２時～３時30分

（開場　午後１時15分～）
■ところ　　米子コンベンションセンター
※新型コロナウイルス感染拡大状況によって会場が変更
となる場合があります。

※当日は、会場および周辺が大変混雑しますので、時間
に余裕をもってお越しください。

■参加申込方法
成人式案内状に掲載してあるＱＲコードを読み取り、申
込みをしてください。

■案内状
案内状を対象者に11月下旬に郵送しました。12月上旬
になっても案内状が届かない場合はお問い合わせくださ
い。

■問合せ　生涯学習課
（☎２３－５４４２、 shogaku@city.yonago.
lg.jp）
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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

青木住宅
（永江）

建設年度：S54
中層耐火４階建

54R1-205 3DK 14,800円
～29,000円

安倍彦名住宅
（彦名町）
建設年度：Ｈ 1
中層耐火４階建

1R1-302 3DK 18,200円
～34,600円

皆生住宅
( 皆生５丁目 )
建設年度：Ｈ７
中層耐火３階建

7R1-304

子育て世帯等
優先

3LDK 26,100 円
～51,300 円

白浜住宅
( 淀江町西原 )
建設年度：H19
木造平屋建

19W1-2
車いす専用住宅 ２LDK 23,500 円

～46,100 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。

※「車いす専用住宅」に入居することができる者は、入居者、
同居しまたは同居しようとする親族のいずれかが常時車
いすを使用する必要のある場合に限ります。

■受付期間　12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　12月９日（水）公開抽選
■入居可能予定日　１月１日（金）
※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）

年末の交通安全県民運動が始まります！
～つくろうよ　事故なし　笑顔の鳥取県～
　何かと慌ただしい年末年始は、交通事故が多発する時期
です。家族みんなが年末を無事故で過ごし、笑顔で新年を
迎えることができるよう、身近に潜む事故の危険性につい
て理解し、予防対策をしっかり行いましょう。
■期間　12月14日（月）～ 23日（水）
■運動の要点
▷夕暮れ時と夜間の交通事故防止
▷自転車の安全利用の推進
▷飲酒運転の根絶
▷横断歩道における歩行者保護の徹底

■自転車を利用される方、歩行者の方へ
▶道路を横断するときは、必ず横断歩道を渡り、左右の
安全確認をしっかりとしましょう。

▶夕方や夜間に外出するときは、ライトを点灯し、夜光
反射材を身につけましょう。

▶自転車の傘差し運転や携帯電話を使用しながらの運転
等の危険な行為は絶対にしないようにしましょう。

■ドライバーの方へ
▶横断歩道手前では減速し、横断しようとする歩行者が
いる場合は、一時停止して歩行者を優先しましょう。

▶夕暮れ時には、早めにライトを点灯しましょう。
▶飲酒した場合には、絶対に車の運転はやめましょう。
▶チャイルドシートを使用し、全ての座席でシートベル
トを正しく着用しましょう。

▶帰省などで遠出をするときは、天気予報や道路情報を
確認し、冬用タイヤやタイヤチェーンなどを準備して
おきましょう。

■問合せ　生活年金課（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）

お気軽に行政相談をご利用ください
　米子市では、４人の行政相談委員が、毎月２回市役所を
会場に相談所を開設しています。
　行政相談制度は、国など役所の仕事や暮らしの不便につ
いて、「こんなことで困っている」、「こうしてほしい」、「相
談先や制度がわからない」などの相談にお答えする制度で
す。予約は不要ですので、ぜひお気軽に行政相談所をご利
用ください。（今月の相談日は23ページをご確認ください）
■問合せ　
　生活年金課（☎２３－５３７８、 ２３－５３９１）

防災功労者防災担当大臣表彰を
受章されました

　大高地区の城
園ハイツ防災会
が令和 2 年度防
災功労者防災担
当大臣表彰を受
章され、市長か
ら表彰状と目録
を伝達しました。
　この表彰は、災害時において、人命救助、被害の拡大防
止等の防災活動に顕著な功績を挙げた方、自主的な活動の
実施等を通じて防災思想の普及に顕著な功績を挙げた方な
どを対象にするものです。
　城園ハイツ防災会は、実災害での活動や日頃からの多種
多様な防災訓練の実施、防災体制の整備など日頃からの活
動が高く評価されました。
■問合せ　防災安全課（☎２３－５３３９、 bousai@city.

yonago.lg.jp）
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No.30　豚肉のゆずマーマレード焼

作り方（所要時間約30分）
① 豚肉は塩、こしょうをふってしばらく置く。
② Ａの調味料を混ぜ合わせる。ゆずは絞って、皮を少し
刻んで入れる。

③ ②に①の豚肉を漬け込む。しばらく置いたら熱したフ
ライパンにサラダ油をひき、焼く。

今月のひとくち食育
　「冬至」にかぼちゃサラダと組み合わせて実施した料理
です。「冬至」とは一年のうちで最も昼が短く、夜が長い
日のことをいいます。日本では昔からこの日にかぼちゃ
を食べて、ゆず湯に入ると風邪をひかないと言われてい
ます。昔の人は夏に収穫したかぼちゃを冬まで保存し、
緑黄色野菜が少ない冬に栄養たっぷりのかぼちゃを食べ
て風邪の予防に役立てていました。日本の食文化が失わ
れつつある現代ですが、先人たちから伝えられてきた知
恵や思いを学校給食を通じて子どもたちに伝えていきた
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）

豚肉スライス
（４切） 50g

マーマレード 大さじ１

ゆず（小さめ） 1/2 個
塩 少々 おろしにんにく 小さじ 1/4
こしょう 少々 おろし生姜 小さじ 1/2

サラダ油 適量 しょうゆ 大さじ 1/2

白ワイン 小さじ 1

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：37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 ３ 350,400 3,520
10 3 438,000 4,400
12 1 525,600 5,280

A 6 ６ 210,000 2,640

新 A
６ １ 210,000 2,640
８ ５ 280,000 3,520

50A 6 ５ 210,000 2,640
52A 6 １ 210,000 2,640
53A 6 ５ 210,000 2,640
59A 5 2 175,000 2,200

61A
5 2 175,000 2,200
６ １ 210,000 2,640

B ４ ２ 114,400 1,760

※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：7区画）

区分 地区
面 積
（㎡）

募 集
数

使用料（円）
管 理 料
（円 /年）

返
還
霊
地

B ５ １ 525,000 4,400
C ４ ３ 420,000 3,520
D ４ 2 420,000 3,520
E 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）：12月１日（火）～ ８日（火）
一般 ：12月９日（水）～ 16日（水）

■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）

■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、12月23日（水）の抽選会で決定
■問合せ　建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）


