
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

無力な私は、ただ願うしかありません。でも、強く願い続けたいと思います。<県民メッセージ抜粋>
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活躍する更生保護ボランティア

　犯罪や非行の再発を防ぎ、誰もが暮らしやす
い明るい社会をつくることを目的に、「更生保
護ボランティア」と呼ばれる方々が積極的に活
動しています。今回は活動する団体の一部を紹
介します。

▷保護司
再犯防止のための指導や助言、刑務所等を出
所した後の生活環境の調整、犯罪予防活動な
どを無給で行う非常勤国家公務員。

▷更生保護女性会
青少年の健全育成の支援、犯罪・非行の未然
防止のための啓発活動、非行歴のある少年の
更生への協力などを行う女性ボランティア団
体。

▷ BBS会
悩みを抱える少年の相談活動や非行防止活動
を行う青年ボランティア団体。

明るい社会をつくるには

　犯罪や非行のない明るい社会にするために
は、立ち直りを支える地域づくりが必要です。
更生保護ボランティアの方々の活動に加え、地
域住民の皆さんの理解や協力がとても大切で
す。そのことが大きなチカラとなり安心・安全
なまちづくりにつながります。

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）

立ち直りを支える
地域のチカラ

児童手当の届け出は６月中に
　児童手当を受給している方は、6月中に届け出が必要で
す。届け出をされないと、児童手当が受給できなくなります。
※公務員の方は、職場での手続きとなります。
■提出期限
６月30日（水）

■提出の流れ
▶該当される方へ、市から郵送でお知らせ。
▶次の書類を返信用封筒で提出。
□現況届
□健康保険証の写し（受給者本人のもの）
・現況届の裏面に貼り付け
・児童のものではありません
・運転免許証などでの代用不可
・生活保護を受けていて、健康保険証を持っていな
い方は不要

□別居監護申立書
・該当者にのみ郵送
・児童と別居している受給者のみ提出

■その他
▶児童が海外留学している、離婚協議中であるなどの理
由で、同居優先で受給されている方は、他にも提出す
る書類があります。

▶事前に確認できている方には、他の提出書類を同封し
ています。

■問い合わせ
　子育て支援課（☎２３－５１３５、 ２３－５１３７）

困ったときは行政相談で相談を
　行政相談委員は、本年４月１日付けで委嘱替えが行われ
ました。鹿島康裕さん（加茂）、足立融さん（三本松）、権田
貴子さん（榎原）、奥谷剛さん（車尾）計４名の委員が引き
続き委嘱されました。任期は、2023年３月31日までです。
　行政相談委員は、総務大臣から市町村ごとに委嘱され、
無償で、皆さんから行政サービスへの要望や困りごとをお
聴きし、解決のための助言や、関係機関への連絡を行って
います。毎月 2回開催されている行政相談の日程は、広報
よなご「相談」のページでお知らせしています。

■問い合わせ
総務省鳥取行政監視行政相談センター
（☎０８５７－２４－５５４１）
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文化振興に貢献し、表彰

　市では、文化の振興に貢献し、活動実績が高く評価され、
今後ますますの活躍が期待される方々を表彰しています。
■令和２年度米子市文化奨励賞受賞者
▶個人の部　藤井浩基さん
▶団体の部　彼岸花の里づくりプロジェクト実行委員会

３月26日に市役所で行われた贈呈式では、伊木市長から
賞状と楯、株式会社中海テレビ放送から副賞がそれぞれ
贈られました。
右から　▶藤井浩基さん

▶彼岸花の里づくりプロジェクト実行委員会
代表　田中康介さん
幹事　長谷川晋也さん
事務局　井上玲美さん

■問い合わせ
文化振興課（☎２３－５４３７、 ２３－５４１４）

カセットボンベの劣化に注意！

　製造から長期間経過したり、保管環境が悪かった
りすると、内部のパッキンが劣化し、ガス漏れが発
生する恐れがあります。

□製造年月日から長期間経過していないか確認して
から使用する。

□使用後はコンロから取り外す。

□必ずキャップをした状態で、直射日光の当たらな
い40℃以下の湿度の低い場所で保管。

■問い合わせ
消費生活相談室（☎３５－６５６６）

障がいのある方への手当があります
　障がいのある方や障がいのある児童を扶養する方に、支
給される手当があります。
■特別障害者手当
▶支給額　月額27,350円
▶対 象　
20歳以上で、重度の障がいがあり、日常生活で常に特
別の介護が必要な在宅の方
※３か月以上継続して入院か施設に入所している方は
対象外

■障害児福祉手当
▶支給額　月額14,880円
▶対 象　
20歳未満で、重度の障がいがあり、日常生活で常に特
別の介護が必要な在宅の方
※施設に入所している方は対象外

■特別児童扶養手当
▶支給額　（１級）月額52,500円

（２級）月額34,970円
▶対 象
20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいがあ
る児童を養育している保護者など
※児童が施設に入所している場合は対象外

■注 意
※障がいの程度により、対象とならない場合があります。
※本人・配偶者などの所得が一定以上の場合は支給され
ません。

■問い合わせ　
障がい者支援課（☎２３－５５４９、 ２３－５３９３）

暮らしに役立つ講演会を開催
　暮らしに役立つテーマの講演会「米子人生大学」を開催します。
市民の方だけでなく、近隣市町村の方も参加できます。

６月28日（月）

【公開講座、男女共同参画セミナー】
「家庭の中のジェンダーについて」
講師：鳥取県家庭教育アドバイザー

松本寿栄子さん
※６月23日～29日は男女共同参画
週間です。

７月５日（月）

「看取り三様～あなたは、赤の他人
を看取れますか～」
講師：里山元気塾　塾長

小谷博徳さん

■年間受講料　1,000円（初回に支払い、公開講座は無料）
■定 員　300人
■ところ　米子市文化ホール
■と き　いずれも午後２時～３時30分
■申込方法　
当日、受け付けで申し込み。
※新型コロナウイルスの感染状況により、オンライン開
催や中止にする場合があります。

■問い合わせ
　生涯学習課（☎２３－５４４３、 ２３－５５６８）



10

市からのお知らせ

市営墓地の使用者を募集
■南公園墓地（石井490番地、募集：33区画）
※市外に住所がある方の使用料・管理料は２倍

区分 地区 面積（㎡） 区画数 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 3 280,000 3,520

50A 6 4 210,000 2,640
52A 6 2 210,000 2,640
53A 6 2 210,000 2,640
59A 5 2 175,000 2,200
61A 5 2 175,000 2,200

B 4 3 114,400 1,760
５ 1 143,000 2,200

■北公園墓地（彦名町6566番地、募集：15区画）
※市外に住所がある方の使用料・管理料は1.5 倍

区分 地区 面積（㎡） 区画数 使用料（円） 管理料
（円 /年）

返
還
霊
地

A ５ ８ 525,000 4,400

B ４ １ 420,000 3,520
５ 1 525,000 4,400

C ４ １ 420,000 3,520
D ４ ２ 420,000 3,520

E ４ １ 378,000 3,520
５ １ 472,500 4,400

■西ノ原墓苑（淀江町西原913番地、募集：５区画）

区分 地区 面積（㎡） 区画数 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

Ｅ ９ 1 216,000 1,050
15.5 １ 372,000 1,050

■申し込みできる方　次のいずれかの方
▶米子市に住所か本籍がある
▶市内にあるお墓を移転する

■申込期間（土・日曜日を除く）
優先者（※）：６月３日（木）～９日（水）
一般 ：６月10日（木）～ 16日（水）
（※）焼骨をお持ちの方で、焼骨埋蔵場所困窮証明書を添

付された方
■申込受付　建設企画課（電話での申し込み不可）
■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）　
□運転免許証、健康保険証など住所・氏名を確認できる
もの

□印鑑（申請書自署の場合は不要）　
■使用者の決定
複数の申し込みがあった区画は、６月23日（水）の抽選
で決定。

■問い合わせ
　建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）

事前に防災情報の受け取り方を確認！
　台風が来る前に、前もって防災情報の受け取り方の確認
をしましょう。
■防災行政無線放送
防災情報などを屋外スピーカーで放送します。
▶米子市緊急放送テレホンサービス
☎０１２０－３１０－４７５（サイガイゼロヨナゴ）
防災行政無線放送が聞き取れなかった時は、電話で
放送を確認することができます。
※各地区でのみ放送される公民館放送は確認できま
せん。

■防災ラジオ放送
ラジオの周波数を FM79.8 メガヘルツに合わせると、コ
ミュニティ FM放送局DARAZ‐FMで防災行政無線放
送が聞けます。

■市ホームページ　
防災行政無線放送の内容を確認できます。

■中海ケーブルテレビテロップ放送
防災行政無線放送の内容を、中海ケーブルテレビ放送の
画面上部に表示します。

■あんしんトリピーメール
鳥取県が運営する、県内の防災情報などがメールで届く
登録無料のサービスです。米子市の防災行政無線放送の
内容をメールで確認することができます。※イベントに
関する情報などの防災以外の情報は配信されません。

■緊急速報メール
気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」「気象等
に関する特別警報」、各省庁・地方公共団体が配信する「災
害・避難情報」（Jアラートにて配信される国民保護情報等）
を携帯電話やスマートフォンへ専用着信音でお知らせし
ます。

■Yahoo! 防災速報
米子市の防災情報がスマートフォンにプッシュ通知され
ます。
※防災行政無線放送と連携はしていません。

※アプリのダウンロードが必要です。
■問い合わせ
　防災安全課（☎２３－５３３７、 ２３－５３８７）

フラワーフェスティバル2021
「花だより」を中止します

　毎年６月に開催していますが、新型コロナウイルス
の感染拡大を防ぐため、中止します。
■問い合わせ
農林課（☎２３－５２２１、 ２３－５２２８）



11

City Information

「避難指示 」で必ず避難を、避難勧告は廃止警戒
レベル４

　避難のタイミングを明確にするため、避難指示（緊急）と避難勧
告が「避難指示」に一本化されました。
　避難勧告は廃止されたので、「避難指示」で必ず避難しましょう。
■問い合わせ　防災安全課（☎２３－５３３７、 ２３－５３８７）

警戒レベル 新しい避難情報

５ 緊急安全確保

４ 避難指示

３ 高齢者等避難

２ 大雨・洪水・高潮注意報
１ 早期中止情報

警戒レベル これまでの避難情報

５ 災害発生情報

４ 避難指示（緊急）、避難勧告

３ 避難準備・高齢者等避難開始

２ 大雨・洪水・高潮注意報
１ 早期中止情報

いざという時のため、避難の確認を
　６～ 10月は、集中豪雨や台風で川が増水しやすい時期（出
水期）です。早い段階で避難ができるよう、避難先などを確
認しましょう。
■避難先の確認
あらかじめ市の指定する避難所、親戚・友人の家など安
全に避難できる場所を確認しましょう。
▶外に出ることが危険な場合は…
□自宅の２階　□近隣の建物の高いところ
□崖から離れたところ　で安全を確保しましょう。

▶避難所での新型コロナウイルス感染症の予防
避難所の密を防ぐため、親戚・友人の家への避難も検
討ください。
□可能な限り多くの避難所を開設し、密を防ぎます。
□十分な換気や消毒液の設置を行い、衛生環境を整え
ます。

▶ペットを連れての避難
避難所の屋外（軒下、自転車小屋など）にペットスペー
スを設けます。
□飼い主の責任でケージなどに入れ、管理をお願いし
ます。

□他の避難者に迷惑がかからないよう、日ごろからし
つけや健康管理をしましょう。

□ペットの避難に必要なものも用意しておきましょう。
■洪水ハザードマップの確認
洪水が起こった時、想定される浸水区域と浸水の深さが
地図になっています。家族や地域で、逃げるタイミング
や避難先を検討しましょう。
▶配付場所　市役所本庁舎総合案内、各公民館
※市ホームページで閲覧できます。

■問い合わせ
防災安全課（☎２３－５３３７、 ２３－５３８７）

忘れず更新！特別医療費の資格証
　更新の手続きが必要な方には、書類が届きます。手続き
が不要の方には、新しい資格証が届きます。
■ひとり親家庭の方
▶更新手続き　６月中旬～
▶提出書類
□健康保険証の写し
（本人、18歳までの子どもの全員分）
□児童扶養手当証書か各種年金証書の写し

■身体障がい者・知的障がい者の方（黄色の資格証）
▶更新手続き　６月下旬～
▶提出書類
→社会保険に加入中の方
□健康保険証（社会保険）の写し

→国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入中の方
※収入が確認できる方は手続き不要

■重度心身障がい者の方（青色の資格証）
▶更新手続き　７月～
※くわしくは市ホームページ、７月号の広報よなごで
ご確認ください。

■注 意
※ここに書かれていない書類の提出を求めることがあり
ます。

※手続きをしないと、特別医療費を受給できなくなる恐
れがあります。

※過去に特別医療費を受給していた方は、新たに受給で
きる場合があります。ご相談ください。

※令和３年１月１日に米子市に住民登録のない方は、前
住所地の所得課税証明書（世帯全員分）が必要です。

■問い合わせ　
生活年金課（☎２３－５１２３、 ２３－５３９１）
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ブロック塀の撤去・改修を一部補助
■対象となるブロック塀
▶撤去
■市内の道路に面する高さ60㎝を超えるブロック塀の
うち、安全対策が必要なもの
※安全対策が必要なブロック塀の例
□傾き、ひび割れ、ぐらつきがある
□控え壁がない
□鉄筋が入っていない

▶改修
■補助を受けて撤去したブロック塀の範囲に新設する
フェンス・生垣など

■申請期間　
６月１日（火）～11月30日（火）
※予算に達し次第、締め切り。

■申請方法
　※ブロック塀撤去の契約前にお問い合わせください。
※くわしくは、市ホームページをご確認ください。

■問い合わせ
建築相談課（☎２３－５２２７、 ２３－５３９４）

　日本郵便株式会社米子市内郵便局と米子市の包括的連携協
定の一環として、米子城跡のPRを目的に作成された米子城
跡オリジナル切手シートを販売中です。
　遠方にお住いの方へのお手紙や切手シートのコレクション
として、ぜひお買い求めください。お求めの際はお早めに次
の販売場所までお越しください。
■販売場所
米子市立山陰歴史館
米子まちなか観光案内所（米子市灘町）

■販売物
米子城跡オリジナル切手シート
（63円切手× 5枚、84円切手× 5枚）
※米子城跡クリアファイル付

■販売金額　1,000円（税込）
■問い合わせ　文化振興課（☎ 23－5437、 23－5414）

役立つ情報満載！母子手帳アプリ
　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。緊急時にお
知らせを配信することがありま
すので、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
地域子育て情報の機能

■アプリのダウンロード方法
▶AppStoreまたはGooglePlayで「母
子モ」と検索しインストール

▶次のQRコードを読み取ってくださ
い。

■問い合わせ
　健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）

米子城跡オリジナル切手シート 好評販売中！
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No.36　梅ひじきごはん

作り方（所要時間約30分）
① 精白米は洗ってざるにあげておく。
② 鶏もも肉は１㎝の角切り、にんじんは千切り、ごぼ
うはささがきにして水であく抜きをする。絹さやは
すじを取り、斜め千切りに切る。ひじきは水で戻し
ておく。カリカリ梅は食べやすい大きさに刻む。梅
干しは種を取り除き、つぶしてペースト状にする。

③ 炊飯器に精白米、水、調味料Ａを入れ、さっと混ぜ、
②の具をのせて炊く。

今月のひとくち食育
　６月11日は暦の上の「入梅」です。旧暦で梅雨に入る日
のことを言います。この時期にはたくさん雨が降り、梅
の実が膨らみはじめることから、梅雨と呼ぶようになり
ました。
　ジメジメと蒸し暑い梅雨の季節は、食欲が落ちがちで
す。そんな時は梅を使った料理がおすすめです。梅には、
体の疲れをとり、食欲を湧かせる働きがあります。その
まま食べると酸味が強い梅干しも、炊き込むことによっ
て甘味が増します。カリカリ梅も刻んで入れ、食感も楽
しみながら食べてみてはいかがでしょうか。

■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 梅干し 10g

鶏もも肉 50g 和風だしの素 小さじ1/2

ごぼう 25g みりん 小さじ１と 1/3

絹さや 10g 薄口しょうゆ 大さじ１

乾燥ひじき 4g サラダ油 小さじ1/2

にんじん 30g 塩 少々

カリカリ梅 6g 水 330㏄

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

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
～33,800円

冨士見町住宅
( 冨士見町 )
建設年度：H2
高層耐火８階建

404
子育て世帯等優先 3LDK 22,600円

～36,200円

西福原住宅
（西福原８丁目）
建設年度：H14
高層耐火 8階建

14R1-204
単身専用住宅 1LDK 20,100円

～39,600円

■受付期間　６月１日（火）～７日（月）
■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
※申し込み理由により添付書類が必要。くわしくは住宅
政策課にご確認ください。

■入居選考方法　６月９日（水）公開抽選
■入居可能予定日　７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）

食中毒に注意を！

▶子ども、妊婦、高齢者は肉の生食を控えましょう。
基準に合った生食用の肉でも、食中毒のリスクは
ゼロではありません。

▶生肉を調理する時は、調理器具や他の食材への汚
染に注意しましょう。

▶食材にしっかり火を通し、加熱不足による食中毒
を防ぎましょう。

■問い合わせ
消費生活相談室
（☎３５－６５６６）


