
３月下旬～４月上旬は、市民課窓口（本庁舎１階）が大変混み合います。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、マイナンバーカードをお
持ちの方は、コンビニエンスストアでの証明発行をご利用いただくなど、
ご協力をお願いします（メンテナンス等で利用できない場合があります。
くわしくはお問い合わせください）。
■問い合わせ　
▶市民課（☎２３－５１４４、 ２３－５３９８）
▶淀江支所（地域生活課）（☎５６－３１１４）
▶行政窓口サービスセンター（☎３９－０２２２）
▶市民税課（☎２３－５１１１）

市民課の混雑緩和にご協力を！

８

市民課以外の窓口でできる手続き
市民課以外の窓口でも手続きが可能ですので、ご利用ください。手続き
には、運転免許証などの本人確認できるものが必要です。

●：手続可能　空欄：手続不可

窓口 淀江支所 行政窓口
サービスセンター 公民館 ※４ 市民税課

開所日・時間
平日 日曜日 平日 平日

午前８時30分
～午後５時

午前８時30分
～午後５時

午前９時
～午後５時

午前８時30分
～午後５時

住民異動届の手続き（転入、転出、転居など） ●※１ ●※１

住民票の写し・住民票記載事項証明書の発行 ● ● ●※２

年金受給者現況届の証明 ● ● ●

印鑑登録証明書の発行　※ 5 ● ● ●

印鑑登録の手続き ●

戸籍および除籍に関する証明書の発行 ● ● ●

戸籍の附票の写しの発行 ● ●※３ ●

身分証明書の発行 ● ● ●

所得課税証明書の発行 ● ● ● ●

資産証明書の発行 ● ● ● ●

※１　外国人住民の手続き、マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる手続きを除く。
※２　マイナンバー・住民票コード入りの発行除く。
※３　平成16年11月27日以後のもののみ。
※４　明道・義方・啓成・就将・淀江・大和・宇田川公民館を除く。

証明書の受け取りは、翌開館日。午後３時 30分以降の受付は翌々開館日。
※５　印鑑登録証が必要。

市役所
本庁舎

山陰歴史館

国道９号

市役所
第２庁舎

市役所
有料駐車場



混雑状況をホームページから確認できます！
混雑状況を随時更新しています。届出
や証明書発行など、待ち時間の目安に
してください。

３月 ４月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
14 15 16 17 18 19 20 3/28 3/29 3/30 3/31 １ ２ ３

▲ ★★ ★ ★ ★ ★ 休業 ▲ ★
★★

★
★★

★
★★

★
★★

★
★★ 休業

21 22 23 24 25 26 27 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

▲ ★
★★ ★ ★ ★ ★★ 休業 ▲ ★

★★ ★★ ★ ★ ★ 休業

28 29 30 31 　　
　　★★★…大変混雑（住民異動届、印鑑の登録など長時間お待ちいた

　　だく場合があります）
　　★★ …混雑
　　★　…やや混雑
　　▲　…行政窓口サービスセンターのみ開所

（手続きできる内容は右ページで確認）

▲ ★
★★

★
★★

★
★★

※このカレンダーは、昨年の市民課窓口混雑状況
をもとに作成したものです。必ずしもこのとお
りになるとは限りませんのでご了承ください。

市民課混雑予想カレンダー

９

引越しをしたら住所異動の届出を
■受付場所　
市民課（本庁舎１階）または地域生活課（淀江支所）
※外国人住民の方、マイナンバーカード・住民基本台帳カー
ドをお持ちの方は地域生活課での手続きはできません。

※行政窓口サービスセンターでの受付はできません。
■持参するもの
　▶本人確認ができるもの
（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）
▶印鑑

種類 持参するもの　　　　（※）お持ちの方のみ 届出の期間など

転入届
市外からの
住所異動

□転出証明書（前住所地で交付されたもの）
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用し転出届を
した場合、必要なし。

□マイナンバーカード（※）　□住民基本台帳カード（※）
□在留カードまたは特別永住者証明書（外国人住民の方のみ）
□障害者手帳（※）　□国民年金手帳（※）　□健康保険証（※）

・必ず新しい住所に実際に住んで
から14日以内に届出。

・実際に住んでいない方の異動届
は受け付けません。

・当分の間、14日以内を過ぎた場
合でも、新型コロナウイルス感
染症を避けることが理由である
場合は、通常通り手続き可能（マ
イナンバーカード、住民基本台
帳カードをお持ちの方は、手続
きの期限があるため注意）。

転居届
市内での
住所異動

□マイナンバーカード（※）　　□住民基本台帳カード（※）
□在留カードまたは特別永住者証明書（外国人住民の方のみ）
□障害者手帳（※）　　□国民健康保険被保険者証（※）
□後期高齢者医療被保険者証（※）　□介護保険被保険者証（※）
□特別医療費受給資格証（※）

転出届
市外への
住所異動

□マイナンバーカード（※）　　□住民基本台帳カード（※）
□国民健康保険被保険者証（※）　□後期高齢者医療被保険者証（※）
□介護保険被保険者証（※）　□特別医療費受給資格証（※）
□印鑑登録証（※）

・転出予定日の14日前から受け
付け。

・転出証明は郵送請求が可能。

引越し前は水道局へ連絡を！
お引越しされる３～４日前までに、電話でご連絡をお
願いします。領収書や「水道使用水量・料金等のお知
らせ」に記載してあるお客さま番号をお伝えいただく
とスムーズです。
問米子市水道局（☎ 32－ 9917・9915・9916）

午前10 時～午後３時頃が混雑します。

混雑が予想される日を避けてお越しください。



―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

きっと帰ってくる！願いは届くと思います。
<県民メッセージ抜粋>
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　今から10年前の平成23（2011）年３月11日
に起きた東日本大震災とそれに伴う東京電力福
島第一原子力発電所事故は、甚大な被害をもた
らしました。この災害では、多くの命を危険に
さらし、人々の暮らしを奪い、計り知れない不
安や苦しみをもたらしました。
　また、避難者に対するさまざまな人権侵害が
報告されました。
　災害時には、情報不足や誤った情報、デマな
どによる人権侵害や風評被害が生じることもあ
ります。放射能汚染に関する風評被害や、避難
先での被災者に対する心ない差別やいじめなど
は、決して見過ごしてはいけません。
　放射能汚染など見えないもの、未知なものに
対する不安や恐怖からくる差別やいじめは、現
在の新型コロナウイルス感染症に伴う人権侵害
と通じるものがあるのではないでしょうか。

私たちができること
　被災者は、自らの力だけでさまざまな人権侵
害を防ぐことは困難です。これを解消するには、
被災者の不安や苦しい気持ちをしっかりと理解
し、その心に寄り添うことが重要です。さらに、
被災者や被災地に関する誤った情報や不確かな
情報をむやみに拡散したり、差別的な言動に同
調したりしないことが、被災者の人権を守るこ
とにつながります。

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）

被災者の人権を守る

放課後等デイサービスが利用できます
　学校に通う障がいのあるお子さんは、放課後などに、生
活能力の向上のために必要な訓練や支援が受けられます。
利用には申請が必要です。
■利用対象者
　就学中のお子さんが次のいずれかに該当する方

▶障害者手帳を持っている
▶特別児童扶養手当の支給対象となっている
▶医師の診断書等により支援の必要性が認められる

■利用者負担　
サービス提供費用の１割。ただし、次の区分に応じて上
限額が設定されます。
▶生活保護世帯、市民税非課税世帯　０円　
▶市民税課税世帯（所得割28万円未満）　4,600 円
▶上記以外の世帯　37,200 円
※おやつ代など別途必要。

■申請に必要なもの
障害者手帳、特別児童扶養手当受給者証、医師の診断書
のいずれかひとつ

■問い合わせ
障がい者支援課（☎２３－５１５３、 ２３－５３９３）

スポーツ教室の新入生募集
■剣道
▶対象者　満６歳～中学生
▶と き　火、木曜日　午後５時50分～６時50分

土曜日　　　午後３時～４時15分
▶ところ　米子市営武道館

■柔道
▶対象者　満５歳～中学生
▶と き　火、木曜日　午後５時50分～７時20分

土曜日　　　午後４時～６時20分
▶ところ　米子市営武道館

■ラグビー
▶対象者　園児～中学生
▶と き　日曜日　午前９時30分～11 時30分（月３回

程度）
▶ところ　どらドラパーク米子球技場、日野川河川敷グ

ラウンドなど
■ハンドボール
▶対象者　小学生～中学生
▶と き　金曜日　午後６時～８時
▶ところ　どらドラパーク米子市民体育館など
※くわしくは、市ホームページかスポーツ振興課にお問
い合わせください。

■問い合わせ　
　スポーツ振興課（☎２３－５４２６、 ２３－５４１４）
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南公園墓地行き臨時バスの運行
　お彼岸の時期に合わせ、臨時バスを運行します。なお、
交通事情により遅れる場合があります。
■運行期間　３月20日（土・祝）・21日（日）
■南公園墓地行き（主な停留所のみ）

祗 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
祗 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　日ノ丸バス
■問い合わせ　
日ノ丸自動車（株）（☎３２－２１２３）
建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）

国民年金学生納付特例申請書が
日本年金機構から送付されます

　国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければ
なりません。所得が一定額以下の学生は、「学生納付特例制
度」により国民年金保険料の納付が猶

ゆ う よ

予されます。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、
短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種
学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生等です。
所得の目安については、お問い合わせください。
　学生納付特例制度により令和２年度の保険料納付を猶予
されている方で、引き続き令和３年度も在学予定の方に、
３月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の「国民
年金学生納付特例申請書」が日本年金機構から送付されま
す。
　同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事
項を記入して返送いただくことにより、令和３年度の学生
納付特例を申請することができます。この場合、在学証明
書または学生証の写しの添付は不要です。
■問い合わせ
米子年金事務所
（☎３４－６１１１【音声案内②→②】、 ２２－４８４２）
生活年金課年金医療担当　
（☎２３－５１４２、 ２３－５１３９、 seikatsunenkin
@city.yonago.lg.jp）

米子城跡三の丸の国史跡追加指定と三の丸駐車場の完成を
記念し、三の丸 PARK　Fes を開催します。子どもから大
人まで楽しめるイベントですので、ぜひお越しください。
※イベントにより、定員や参加料あり。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況や天候などによっ
て、中止・変更の場合あり。

■イベント内容
米子城ブースの出展、発掘調査現場の公開など。ステージ
イベント（音楽ライブ、ダンス披露）も実施。
▶よなご・マルシェ
一昨年の 11月以来の開催。街の賑

にぎ

わいを取り戻し、コ
ロナの影響を受けた事業者を支援するための場として、
山陰各地から約40店舗（飲食店、カフェ、スイーツ、雑貨、
アウトドアなど）が集結。
▶米子市文化財団フェステイバル（～午後３時）
小さな子どもも楽しめるワークショップや弓矢体験、ク
イズラリーを開催。移動図書館車「つつじ号」も会場に
やってきます。

■駐車場　米子城跡三の丸駐車場、米子市役所駐車場
　　　　　※会場で12時間の無料処理あり。
■問い合わせ　
文化振興課（☎２３－５４３６、 ２３－５４１４）

「三の丸 PARK Fes」を開催！
■と き　３月27 日（土）　午前10時～午後４時

■ところ　米子城跡三の丸広場
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優れた景観施設の紹介
　第11回米子市都市景観施設賞を受賞した、優れた景観の
施設などを紹介します。
■米子ガスグループの社屋（都市景観施設賞）

正面から中海対岸の山並みが見え、ガス設備塔も整然と
配置されています。広い敷地の全面にわたって、良好な
景観づくりがされています。道路沿いに設けられたバラ
園と植栽広場は地域に開放されています。
（所有者：米子瓦斯株式会社、設計者：株式会社平設計、
施工者：大松建設株式会社）

■岡成の家（都市景観施設賞）

自然豊かな敷地に建つ個人住宅。平屋建ての木造建物で、
小波板の屋根と県産杉板の外壁で作られています。敷地
には100本以上の樹木が植えられ、豊かな自然の中で子
育てをしたいという夫婦の強い思いが感じられます。
（所有者：木村智彦さん、設計者：合同会社グラムデザイ
ン一級建築士事務所、施工者：株式会社辻工務店）

■緑化施設（個人庭）（会長特別賞）

アプローチ空間と庭園を、家主が自分で緑化しました。
アプローチの両端は、竹垣と多数の花ポットで立体的に
緑化されています。
（所有者：吉田敏雄さん）
■問い合わせ
　建築相談課（☎２３－５２９３、 ２３－５３９４）

固定資産課税台帳の閲覧および縦覧
　令和３年度の固定資産課税台帳を５月31日まで無料で閲
覧および縦覧することができます。
　閲覧はお持ちの固定資産のみを確認することができます。
また縦覧はご自身がお持ちの固定資産と近隣の評価額等を
確認し比較することができます。
■と き
４月１日（木）～５月31日（月）

■手数料　無料
■ところ　
固定資産税課（本庁舎２階）
地域生活課（淀江支所１階）閲覧のみ

■持ち物　
本人確認できるもの
（マイナンバーカードや運転免許証など）
■閲覧できる方
市内に固定資産を所有している納税義務者とその代理人
（委任状が必要）
※土地や家屋を借りている方も、その土地や家屋の賃貸
借契約書等を提示することにより閲覧できます。

■縦覧できる方
市内に固定資産を所有している納税者（納税義務者のうち、
納税対象となっている方）とその代理人（委任状が必要）

■問い合わせ
固定資産税課
（☎２３－５１１２・５１１６、 ２３－５３９７）

マイナポイント受取期間が９月末まで延長
■受取期限
令和３年３月末　→　令和３年９月末
※マイナポイントの受け取りには、３月末までにマイナ
ンバーカードの申請が必要（４月以降の申請はポイン
トの付与なし）。

■マイナポイント・マイナンバーカード申請場所
マイナポイント特設ブース（本庁舎 1階）

　▶特設ブースでできること
マイナンバーカードの申請、顔写真の撮影（無料）、マ
イナンバーカードの交付、マイナポイントの説明、マ
イナポイントの申込手続（※１）
（※１）当日手続きできない場合もあります。

■問い合わせ
▶マイナンバー総合フリーダイヤル（総務省）
（☎０１２０－９５－０１７８）
▶マイナポイントについて
総合政策課（☎３６－８７５０） 

▶マイナンバーカードについて
市民課（☎２１－７７６５）
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米子西高等学校のみらいチャレンジ活動
　市は県立米子西
高等学校と、ふる
さと教育における
連携協定を昨年２
月に締結し、４月
から２年生が１年
を通じて行う探究
活動、「みらいチャ
レンジ活動」を共
に取り組んできま
した。今年の２月４日に行われた「成果発表会」において、
校内発表会で特に評価の高かった５グループが発表しまし
た。聴覚障がいのある方が暮らしやすくなるための提案や、
保育士や園児に協力してもらいながら探求を進めた「遊び」
の提案、観光地のＶＲ化と通信販売を組み合わせた提案な
ど、コロナ禍ならではの発表がありました。
　これからも高校生の皆さんと、みらいチャレンジ活動を
通して楽しみながら、米子市のよりよいまちづくりについ
て考えていきます。
■問い合わせ　
　総合政策課（☎２３－５３５７、 ２３－５３９２）

飼い犬の鑑札を新デザインに変更
　飼い犬を登録した際、交付する鑑札を、より親しみやす
く小型で軽量なデザインに変更します。
■変更日　４月１日（木）

※従来のデザインのものも引き続きご利用できます。
※新しい鑑札を再交付する場合は、手数料1,600 円が必
要です。

■問い合わせ　
　環境政策課（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）

市営住宅の入居者募集
■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

堀住宅
（淀江町淀江）
建設年度：S58
簡易耐火 2階建

102 3DK 17,000円
～32,100円

青木住宅
（永江）

建設年度：S59
中層耐火 5階建

59R1-102
高齢者等向住宅 3DK 17,200円

～33,700円

冨士見町住宅
( 冨士見町 )
建設年度：H2
高層耐火８階建

701 3DK 19,400円
～31,200円

五千石住宅
（福市）

建設年度：H25
中層耐火 3階建
（一部２階建）

25R2-106
高齢者等向住宅 2LDK 23,900円

～47,000円

25R2-206
子育て世帯等優先 2LDK 23,900円

～47,000円

※「子育て世帯等優先」枠は、母子生活支援施設から退所す
る予定の世帯を優先的に選考。

■受付期間　３月１日（月）～５日（金）
■受付場所　住宅政策課（市役所本庁舎２階）
　　　　　　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　３月９日（火）公開抽選
■入居可能予定日　４月１日（木）
※入居手続きには、保証能力のある連帯保証人１人と家
賃３か月分の敷金が必要。

■問い合わせ
住宅政策課（☎２３－５２６３、 ２３－５３９６）

有

料

広

告
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No.33　キムタクごはん

作り方（所要時間約１時間）
① 精白米は洗ってざるにあげておく。
② 焼豚は食べやすい大きさに切る。白菜キムチは汁気を
切ってざく切りに、たくあんは３㎜の半月切り、にん
じんは千切りにする。

③ 炊飯器に①と水、Aの調味料を入れ、さっと混ぜてか
ら②の具をのせて炊く。

※　辛めがお好みの方は、キムチの汁を加え、加えた分の
水の量を減らし調整してください。

今月のひとくち食育
　キムチとたくあんを使った炊き込みごはん。キムチの「キ
ム」とたくあんの「タク」を合わせたのが名前の由来です。
キムチや漬物が苦手な子どもでも、ぱくぱくと食べてくれ
る給食の人気メニューです。手軽にできるので、ぜひご家
庭でも試してみてください。お好みで、ねぎやごまを入れ
るのもおすすめ。

■問い合わせ　学校給食課
（☎３３－４７５１、 ３３
－４７５７）

材料（４人分）

精白米 1合半 和風だしの素 小さじ 1/2

焼豚 50g みりん 小さじ１と 1/3

白菜キムチ 50g 薄口しょうゆ 小さじ 2

たくあん 40g しょうゆ 小さじ 1

にんじん 30g ごま油 小さじ１/2
水 330cc 塩 少々

■宅配便の再配達
　環境省によると、宅配便のうち25％が再配達で、
その際に排出されるＣＯ２は年間約42万 t（東京
ドーム170杯分）といわれています。また、再配
達の労働力は、ドライバー10人のうち１人が１
日中再配達をしている計算になります。できる
だけ 1回で受け取り、ＣＯ２削減を心がけましょ
う。

□荷物を送るときは、送り先への連絡と日時指定
□荷物の受け取りは、日時と場所を指定
■問い合わせ
　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

錦海町で宅地を分譲中
■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　
住民票、申込書を建設企画課へ提出。
※申込書は建設企画課にあります。

■問い合わせ
建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）

乾燥する季節は火災に注意
■住宅火災で気を付けるポイント
□　火災警報器の設置、管理
□　暖房器具や調理器具は安全装置を備えたものを選ぶ
□　消火器などを整備
□　寝たばこやたばこのポイ捨てをしない
□　カーテンやふとんは防炎製品を選ぶ
□　屋外に燃えやすいものを放置しない
□　消毒用アルコールに火を近づけない
※１日～７日は「春の全国火災予防運動」期間です。期
間中に確認しましょう。

※火災発生の際、消防団の緊急召集サイレンが防災行政
無線で流れます。深夜や早朝の場合は、ご理解をお願
いします。

■問い合わせ
防災安全課（☎２３－５３３８、 ２３－５３８７）


