
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

拉致被害者とその御家族の長年の苦しみは、想像してもしきれない程、苦しく悲しいものでしょう。
一日も早い帰国を望みます。<県民メッセージ抜粋>
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　インターネットによりコミュニケーションの
輪が広がる一方で、匿名性を悪用した誹

ひぼ う

謗・中
傷やいじめ、差別的な書き込み、個人情報の流
出など人権に関するさまざまな問題が発生して
います。いったんネット上に書き込むと、完全
に削除することは困難なうえ、瞬時に拡散して
しまうため、被害者はより一層深く傷つき、命
に関わるほどの深刻な事態に陥ることもありま
す。
　インターネットを利用する際は、直接人と接
する時と同じようにルールやマナーを守り、相
手の人権を尊重することが大切です。

次の点に注意
▶誹

ひぼう

謗・中傷を書き込まない。
▶うそやうわさを書き込まない。
▶差別的な発言を書き込まない。
▶他人の氏名や住所、写真など個人情報を無断
で掲載しない。
▶なりすまし行為はしない。
▶掲載された情報をうのみにしない。

もしも被害にあったら…
▶プロバイダ等に、人権侵害情報の削除要請や
発信者情報の開示請求ができます。

▶一人で抱え込まないで、人権政策課までご相
談ください。
▶法務局に相談することもできます。
みんなの人権 110番（☎0570‐003‐110）

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）

心ない書き込みで
傷ついている人がいます

令和元年度鳥取県西部広域行政管理組合
一般会計決算の概要

　令和元年度の鳥取県西部広域行政管理組合一般会計の決
算は、歳入総額が51億6,400万円、歳出総額が51億177
万円となり、歳入から歳出を差し引いた6,223万円を翌年
度に繰り越しました。
■歳入

歳入区分 決算額

分担金および負担金 46億8,947万円

使用料および手数料 4,906万円

国庫支出金 1,586万円

県支出金 1,489万円

財産収入 119万円

繰入金 1億8,979万円

繰越金 5,366万円

諸収入 7,098万円

組合債 7,910万円

合計 51億6,400万円

■歳出

歳入区分 決算額

議会費 87万円

総務費 2億4,851万円

民生費 6,803万円

衛生費 12億2,956万円

防衛費 30億5,859万円

公債費 4億9,622万円

合計 51億 177万円

■問合せ　鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課
（☎２２ー７７３２、 ５６－３１５２）

カメラでとらえた　よどえの魅力
　「淀江の四季フォトコンテスト」の応募作品を、巡回展示
します。それぞれの視点で切り取られた、よどえの魅力を
ぜひご覧ください。
■とき・ところ
▶２月１日（月）～16日（火）淀江支所１階
▶２月17日（水）～28日（日）米子市立図書館ギャラリー
▶３月５日（金）～18日（木）米子市淀江文化センター
※休館日・開閉館時間は施設により異なります。
※期間中に作品の入れ替えを行う場合があります。

■問合せ　淀江振興課（☎５６－３１６４、 ５６－５２０１）
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軽自動車、原動機付自転車などの
廃車の手続きは３月末までに

　軽自動車や原動機付自転車は、すでに使わなくなったり、
放置や廃棄処分、譲渡をしている場合でも、廃車の届出を
していないと、令和３年度以降も軽自動車税（種別割）が課
税されます。届出がまだの方は３月末までに手続きをして
ください。
■廃車届出窓口
▶原動機付自転車（125cc以下のオートバイ）、農耕作業
車、小型特殊作業車→市民税課、淀江支所地域生活課

▶軽自動車
→軽自動車検査協会鳥取事務所
（鳥取市安長 77番地１、☎０５０－３８１６－３０８２）
▶軽二輪（125ccを超え250cc以下のオートバイ）、二輪
の小型自動車（250ccを超えるオートバイ）　

→鳥取運輸支局
（鳥取市丸山町224番地、☎０５０－５５４０－２０７０）
※税申告は鳥取県自動車整備振興会建物内11番窓口
（鳥取運輸支局隣り　鳥取市丸山町233番地）

■問合せ　市民税課（☎２３－５１１１、 ２３ー５３９７）

確定申告はお早めに
　所得税の確定申告、市県民税の申告の受付が始まります。
早めに準備をして、スムーズに申告しましょう。申告に必
要なものは、広報よなご１月号や市ホームページからご確
認ください。e-Tax により自宅からスマートフォンやパソ
コンで確定申告ができますので、ぜひご利用ください。

■と き
２月16日（火）～３月15日（月）※土・日・祝日を除く

　受付時間　午前９時～午後４時
■ところ
　米子コンベンションセンター２階　国際会議室
■その他
※上記期間中は米子市役所・米子税務署での申告相談は
行いません。

※確定申告会場内に、市県民税申告コーナーがあります
（入口は別にあります）。

■問合せ　
市県民税の申告→市民税課（☎２３－５１１１、 ２３ー

５３９７）
所得税の確定申告→米子税務署（☎３２－４１２１）

確定申告会場の入場には「入場整理券」が必要です

▶会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場に
は、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が
必要です。

▶入場整理券は会場で当日配付しますが、LINEを通じ
たオンライン事前発行も可能です。

▶入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願
いすることもあります。当日の配付状況は、国税庁
ホームページから確認できます。

農耕作業車・小型特殊作業車は
登録が必要です

　農耕作業車（トラクター、乗用装置付きのコンバインなど）
や小型特殊作業車（フォークリフトなど）は、道路を走らな
くても登録が必要です。登録した作業車にはナンバープレー
トを付けなくてはなりません。
■登録場所
　▶市民税課（☎２３－５１１１）
　▶淀江支所地域生活課（☎５６－３１１４）
※軽自動車の登録や廃車など変更があった場合は、納税
義務者の方から軽自動車税（種別割）申告書の提出が必
要です。

※軽自動車の破損などでナンバーが返納できない場合で
も、課税を止める手続きが必要です。

■登録に必要なもの
▶販売証明書（車名・車体番号・型式認定番号・総排気
量の記載があるもの）

▶印鑑（ゴム印、スタンプ印を除く）
■問合せ　市民税課（☎２３－５１１１、 ２３ー５３９７）

有

料

広

告

積雪時のごみ出しのお願い
　積雪時も原則ごみ収集は行いますが、積雪や交通事情な
どにより、収集時間が大幅に遅れたり、その日のうちに収
集ができない場合があります。積雪が多いときは、できる
だけ次の収集日に出していただきますようお願いします。
ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
■問合せ　クリーン推進課

（☎２３－５３００、 ３０－０２７１）
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新しい道路をつくっています
　米子市両三柳地内で、県道東福原樋口線（通称：自衛隊道
路）と市道安倍三柳線の道路整備を行っています。市道外
浜街道線から県道両三柳西福原線（通称：外浜産業道路）の
区間は、２月末に工事が完了する見込みです。工事完了後、
供用を開始します。

■問合せ
安倍三柳線に関すること
→都市整備課（☎２３－５２４５、 ２３－５３９４）
東福原樋口線に関すること
→鳥取県西部総合事務所米子県土整備局道路都市課
（☎３１－９７３２)
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高額介護サービス費申請のご案内
　１か月の介護保険サービスの利用額が、負担上限額を超
えた場合は、「高額介護サービス費」として後日お返ししま
す。お返しするには長寿社会課に申請が必要です。
※過去の利用分も２年間さかのぼって申請可能
※施設利用の際の部屋代、食事代等は対象外

利用者負担段階区分 個人上限額 世帯上限額
課税所得145万円以上の65歳
以上の方がいる世帯
（現役並み所得者）

― 44,400円

住民税課税世帯（一般）※ ― 44,400円

住民税
非課税
世帯

ア 合計所得金額および
課税年金等収入額の合
計が80万円を超える方

― 24,600円

イ 合計所得金額および
課税年金等収入額の合
計が80万円以下の方

15,000円 24,600円

生活保護受給者の方 15,000円 15,000円

■申請に必要なもの
介護サービス費を支払われた際の領収書、認印、高額介
護サービス費の振込希望先の預金通帳
■問合せ　長寿社会課（☎２３－５１３２、 ２３－５０１２）

「買って応援！よなごプレミアム付商品券」
非課税世帯等の子育て世帯への配付の

申請期限が近づいています
　非課税世帯等の子育て世帯へ「買って応援！よなごプレミ
アム付商品券」を配付しています。令和２年１月 1日に米
子市に住民登録がある非課税世帯には、昨年11月17日に
商品券を送付済みです。
■申請期限　２月26日（金）

※商品券の使用期限は２月28日（日）です。
■対象世帯
令和２年11月１日時点で米子市に住民登録があり、18
歳までの方（平成14年４月２日～令和２年11月１日生
まれ）がいる世帯で、次の要件①、②のどちらか一方に
該当する世帯

■要件
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和２年中
の収入が住民税非課税世帯相当程度まで減少した世帯

②令和２年度に住民税非課税世帯で、令和２年１月２日
以降に転入した人がいる世帯

■金額　商品券7,000円分（１千円×７枚）
■問合せ　子育て支援課

（☎２３－５１３５、 ２３－５１３７）

♪聴いてくれてありがとう♪　
第63回米子市音楽祭　出演者募集

■とき・ところ

ジャンル 定員 とき ところ

合唱 各日
12組程度

６月12日（土）、
13日（日） （※１）

アカペラ・バンド ７組程度 ６月19日（土） （※２）

フリージャンル ７組程度 ６月20日（日） （※２）

JAZZ 12組程度 ６月26日（土） （※３）

アコースティック 12組程度 ６月27日（日） （※３）

（※１）米子市公会堂　（※２）米子市淀江文化センター
（※３）米子市文化ホール
■参加資格
▶米子市近郊で音楽活動をする団体および個人で、音楽祭
の趣旨に賛同し、出演だけでなく運営や集客等に協力し
ていただけること。

▶音楽活動に真摯に取り組み、研
けんさん

鑽を積むとともに、来場
者に対し、精一杯の演奏ができること。

■参加費　無料
■申込期限　2月28日（日）
■問合せ　米子市音楽祭実行委員会事務局

（☎３５－４１７１、 ３５－４１７５）
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ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請期限が近づいています

　「ひとり親世帯臨時特別給付金」の対象は、新型コロナウ
イルス感染症による家計の影響を受けたひとり親世帯です。
支給の対象者になっていないか今一度ご確認ください（既
に申請された方は申請できません）。
■申請期限　２月26日（金）※消印有効
■支給対象者
▶基本給付
児童扶養手当の受給資格がある方で次の①～③に該当
する方。
①令和２年６月分の児童扶養手当を受給された方（申
請不要）。

②公的年金給付等を受けていることにより、令和２年
６月分の児童扶養手当を受給していない方。※（注）

③新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変
するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となった方。※（注）

※（注）申請者本人および扶養義務者の収入の制限が
あります。

　▶追加給付
基本給付①または②に該当する方のうち、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて収入が減少された方

■支給金額
▶基本給付
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

▶追加給付
１世帯５万円

■問合せ　子育て支援課
（☎２３－５１３５、 ２３－５１３７）

「よなごアカデミー」スマホ講座

２月14日（日）

「ガラケーが使えなくなる⁉３Ｇ停
波と次世代通信規格５Ｇの話」
講師：ソフトバンク株式会社

スマホアドバイザーチーム

２月21日（日）
「手に取って使ってみよう！実践ス
マホ講座」
講師：同上

■受講料　無料
■定 員　30人（定員に達し次第締切）
■ところ　明道公民館（全日程共通）
■と き　いずれも午前10時～ 11時30分
■申込方法　
電話、FAXまたはＥメールでお申し込みください。申し
込みの際は、氏名、住所、電話番号をお知らせください。

■問合せ　生涯学習課（☎２３－５４４３、 ２３－５５６８）

施設の指定管理者を指定しました
　次の施設で、令和３年４月からの新たな指定管理者を指
定しました。

施設名 指定管理者

米子市伯耆古代の丘公園、
上淀白鳳の丘展示館

一般財団法人米子市文化財
団

米子市淀江温浴施設 株式会社白鳳

米子市淀江農林産物直売施
設 本宮観光農事組合

米子水鳥公園、米子水鳥公
園ネイチャーセンター

公益財団法人中海水鳥国際
交流基金財団

米子市心身障害者福祉セン
ター、米子サン・アビリ
ティーズ

社会福祉法人養和会

米子市シルバーワークプラ
ザ

公益社団法人米子広域シル
バー人材センター

米子市福祉保健総合セン
ター、米子市保健センター、
米子市老人福祉センター

旭ビル管理株式会社

米子市観光センター 皆生温泉旅館組合

米子市体育施設、米子市都
市公園（東山公園、河崎公
園、日野川桜づつみ公園）

米子スポーツマネジメント
共同事業体

米子市皆生市民プール
公益財団法人鳥取県スポー
ツ協会・一般財団法人鳥取
県水泳連盟共同企業体

米子市美術館 一般財団法人米子市文化財
団

米子市公会堂、米子市文化
ホール、米子市淀江文化セ
ンター

一般財団法人米子市文化財
団

米子市立山陰歴史館、米子
市福市考古資料館、米子市
埋蔵文化財センター

一般財団法人米子市文化財
団

米子市都市公園（外浜区域） 平井工業株式会社

■指定の期間　５年　
■問合せ　総務管財課（☎２３－５３２１、 ２３－５３９０）

就学通知を発送します
　今年の４月に、市内小学校に入学予定である児童（平成
26年４月２日～平成27年４月１日生まれ）の保護者に就学
通知書を発送します。就学通知書が届かないときは、学校
教育課までお問い合わせください。
■問合せ　学校教育課（☎２３－５４３３、 ２３ー５４１３）
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No.32　マーボー大根

作り方（所要時間約30分）
① 大根は大きめの乱切りにする。にんじん、たまねぎ、
たけのこ水煮、戻した干し椎茸は粗めのみじんに、生姜、
にんにくはみじんに、青ねぎは小口に切る。

② 鍋にごま油を引き、生姜、にんにくを入れ、香りが出
てきたら豚ミンチとたまねぎを炒め、Aの調味料を入
れて辛味と香りを出す。にんじん、たけのこ、干し椎
茸を入れてなじんできたら、大根を入れて少し炒める。

③ 干し椎茸の戻し汁と材料がひたる程度の水を加え、あ
くをとりながら煮る。

④ ③に中華スープの素と砂糖を入れて煮る。大根に火が
通ったらしょうゆを入れてさらに煮込む。

⑤ 味噌を加え、さっと煮たら、水で溶いた片栗粉を加え
て青ねぎを入れる。

今月のひとくち食育
　大根は葉から根まで丸ごと食べることができる野菜で
す。旬をむかえた大根は栄養たっぷりです。いろんな料理
で味わいましょう。
■問合せ　学校給食課（☎３３－４７５１、 ３３－４７５７）

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

富益住宅
（富益町）
建設年度：
S57、S58

中層耐火４階建

57R2-104
高齢者等向住宅 3DK 16,300円

～32,000円

57R2-203 3DK 16,300円
～32,000円

58R1-101
高齢者等向住宅 3DK 16,500円

～32,500円

両三柳住宅
（両三柳）
建設年度：S61
中層耐火４階建

61R1-303 3DK 18,000円
～35,400円

安倍彦名住宅
（彦名町）
建設年度：H1
中層耐火 4階建

1R1-302 3DK 18,200円
～34,600円

西福原住宅
（西福原 8丁目）
建設年度：H14
高層耐火 8階建

14R1-405
単身専用住宅 1LDK 20,200円

～39,800円

14R1-804
子育て世帯等優先 3LDK 27,500円

～54,100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。

■受付期間　２月１日（月）～５日（金）
■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　２月９日（火）公開抽選
■入居可能予定日　３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）

材料（４人分）

豚ミンチ 80g ごま油 小さじ１

大根 180g 酒 小さじ１

にんじん 40g 甜麺醤 小さじ１

たまねぎ 100g 豆板醤 小さじ 1/4

青ねぎ 40g 中華スープの素 小さじ 1/2

たけのこ水煮 40g 砂糖 小さじ１と1/3

干し椎茸 4g しょうゆ 小さじ１と1/3

生姜 少々 味噌 小さじ２

にんにく 少々 片栗粉 小さじ１

市からのお知らせ

事業継続応援給付金の
申請は２月26日（金）まで

■対象者
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売り上げ
が前年同月比 30％以上減少している事業者。
※その他の要件があります。
※給付金の支給は１事業者につき１回限りです。

■申請期限　２月26日（金）
■問合せ　商工課　給付金専用窓口

（☎０７０－７５７４－６６０１）


