
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

1 人の力は小さいですが、力を合わせて大きな力にしていきましょう。<県民メッセージ抜粋>
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　同和問題を考える上で、「寝た子を起こすな」
とは「同和問題を知らない人にわざわざ知らせ
るな」という意味です。つまり、「そっとしてお
けば自然と差別はなくなる」ということを示し
ています。
　2017年に実施した市民に対する意識調査で
は、「同和問題の解決に向けて、何が重要だと
思いますか」という質問について、「同和問題を
取り上げるのではなく、自然になくなるまで
そっとしておく」という回答が26.7％ありまし
た。このように「寝た子を起こすな」という意識
は、今なお根強く社会の中に残っていますが、
そっとしておいても差別はなくなりません。近
年インターネット上には差別的な書き込みが横
行しています。
　差別について、思い込みや偏見を持った人が
誤った情報を発信すれば、そこからまた新たな
差別が生まれます。また、自分には関係ないと
いう考え方は、差別を放置し、差別の拡散を促
します。

寝た子を正しく起こせ！

　「寝た子を起こす」とは、「同和問題を知らない
人が間違った認識や偏見を持たないように正し
く教えること」です。米子市では同和問題につ
いて、児童生徒は学校教育の中で学んでいます
し、大人も人権教育地域懇談会（小地域懇談会）
などで理解を深めています。このように、皆さ
んが同和問題を自分自身の問題としてとらえ、
きちんと向き合うことがとても大切です。

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）

寝た子を起こすな ?

犯罪・非行を防ぎ、立ち直りを支えよう

■７月は「社会を明るくする運動」の強調月間
「社会を明るくする運動」とは、犯罪や非行の防止と、罪
を犯した人たちの更生に理解を深め、犯罪や非行のない
地域社会を築く全国的な運動です。

■何ができるか考えてみましょう
市では強調月間に合わせ、推進委員会を組織し、さまざ
まな啓発活動を行っています。犯罪・非行のない地域社
会をつくるため、何ができるか考えてみませんか。

■問い合わせ
人権政策課（☎２３－５４１６、 ３７－３１８４）

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）
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生活に困ったときは相談を
　「仕事をやめて家賃が支払えない」、「経済的な問題で生活
に困っている」など生活に困っている方は、生活の安定と
自立を支えるための制度が利用できます。ひとりで抱え込
まず、まずはご相談ください。
■相談窓口
▶よなご暮らしサポートセンター（ふれあいの里１階）
（☎３５－３５７０）
▶福祉課（☎２３－５１５１、 ２３－５５５０）

年金の支払いが難しいときは申請を
　国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、
免除や猶予を受けることができます。免除や猶予を受ける
には申請が必要です。
■令和３年度分の申請開始日
７月１日（木）

■必要なもの
□年金手帳　
□身分証明書
□令和元年12月31日以降に離職をされた方は失業して
いることを確認できる公的機関の証明の写し ( 雇用保
険受給資格者証、離職票など )

■申請は毎年必要です
国民年金保険料の免除期間は、7月～翌年 6月です。継
続して免除を受けるには、毎年申請が必要です。

■問い合わせ　
生活年金課（☎２３－５１４２、 ２３－５３９１）

段ボール堆肥セットをプレゼント！
　生ごみで堆肥がつくれる「段ボール堆肥入門セット」を無
料でプレゼント。夏休みの自由研究や、家庭菜園におすす
めです。

■と き　
７月５日（月））～　※ 1人１セット、先着60人まで。

■受付窓口
米子市クリーンセンター事務室（クリーン推進課窓口）
※窓口でお渡しします。

■セットの内容
□段ボール箱　□ピートモス・もみ殻くん炭

■問い合わせ　
クリーン推進課（☎２３－５２５９、 ３０－０２７１）

生ごみを… 堆肥化 家庭菜園に活用！

通知を見やすくリニューアル
　７月に郵送する、介護保険料の決定通知書と封筒のデザ
インを新しくしました。より見やすく、分かりやすいよう
レイアウトなどを見直しました。

■問い合わせ
　長寿社会課（☎２３－５１３１、 ２３－５０１２）

「お試し価格」に要注意！

初回無料や格安の商品は、必ず定
期購入になっていないか確認！

　健康食品や化粧品の通信販売のトラブルが増加
しています。「初回実質０円（送料のみ）」、「１回
目 90％OFF」など通常より低価格で購入できる
と広告しながらも、実は定期購入が条件となって
いる場合が少なくありません。すぐに購入ボタン
を押さず、しっかり確認しましょう。

■問い合わせ　消費生活相談室（☎３５－６５６６）

POINT

防災無線の内容を
もう一度確認できます

緊急放送テレホンサービス
☎０１２０－３１０－４７５
（サイガイゼロヨナゴ）

?
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交通事故が多い夏は運転注意！
　夏は、交通実態の変化や暑さによる疲労感などで、交通
死亡事故が起こりやすくなります。
■交通事故を減らすためにできること
▶交通ルールを守る
ドライバー・自転車・歩行者が、お互いに交通ルール
を守り、マナーアップを意識しましょう。

▶シートベルト、チャイルドシートを着用
自分の身は自分で守ることを心がけましょう。

▶運転中のスマートフォンは違反！
スマートフォンを操作しながらの自動車・自転車の運
転は非常に危険。絶対にしてはいけません。

■夏の交通安全県民運動が開始
期間中は、交通安全の関係者が市内各所で運動を行いま
す。今一度、交通安全について考えてみましょう！
▶と き　７月12日（月）～ 21日（水）
※15日（木）は、「交通安全にみんなで参加する日」、「交
通マナーアップ強化日」。

▶運動の要点
①子ども、高齢者および障がい者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進
③過労運転等の防止
④飲酒運転の根絶　

■問い合わせ
　生活年金課（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）

水の事故に注意！
　夏は水の事故が増えます。海や川での水遊びは、次のこ
とに注意しましょう。
■水遊びの注意
▶海水浴場で泳ぐ
事故防止のため、海水浴場で泳ぎましょう。離岸流に
も注意。

▶天候や体調と相談して
天候が悪いとき、体の調子が悪いとき、飲酒後の遊泳
はやめましょう。

▶危険な場所に近づかない
増水した川、用水路、ため池に近づくのは危険です。
また、子どもを遊ばせないようにしましょう。

▶事故のときは落ち着いて通報
おぼれている人を見たら、すぐに消防などに通報し、
救助活動や心肺蘇生を行いましょう。通報するときは
落ち着いて場所、性別、年齢を伝えましょう。
【緊急連絡先】
消防：119番　海上保安部：118番　警察：110番
※皆生温泉海遊ビーチ（旧皆生温泉海水浴場）での事
故は、番号表示板の番号を伝えましょう。

■子どもの水遊びの注意
保護者の方は、次のことに注意しましょう。
▶子どもだけで水遊びをさせない。
▶子どもから目を離さない。
▶休憩時間は十分にとらせる。
▶ライフジャケットを着用する。

■問い合わせ
　米子市水難防止協議会事務局
（☎２３－５３３９、 ２３－５３８７）

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を補助
　市内で捕獲した飼い主のいない猫に、不妊・去勢手術を
受けさせ費用を負担した方に、手術費用の一部を補助して
います。７月１日（木）から制度を利用しやすくするため、
手続きを一部変更します。
■補助金額（１匹につき）
手術費用の 2分の 1（上限 1万円）
※予算がなくなり次第終了
※手術前に申請が必要

■手続きの変更
▶申請時の写真添付不要
実績報告時に手術前後の写真添付が必要

▶手続き窓口の増設
生活年金課（市役所本庁舎１階）、環境政策課

■注意点
▶本人確認書類（免許証など）の掲示が必要。
▶一度に申請できるのは５匹まで。
※実績報告後はあらたな申請が可能。
▶手術は交付決定日から60日以内。
▶実績報告書の提出は手術後30日以内。

■問い合わせ
環境政策課（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）



13

City Information

有

料

広

告

環境への取り組みを市と高校生が一緒にＰＲします！

■問い合わせ
環境政策課（☎２１－０７４０、 ２３－５２５８）

適切な温度を設定すると、電力消費を抑え、
CO2の排出量を削減できます。使い方を工夫
して、地球と健康を守りましょう。

□冷房時室温を28℃目安に
　→年間17.8 ㎏の CO2排出量削減

□必要な時だけ冷房をON
　→年間11㎏のCO2排出量削減
□フィルターを定期的に清掃し効率アップ
　→年間18.8 ㎏の CO2排出量削減

エアコンの設定温度だけで…

絵／安
あ び こ

孫子　真
まひろ

光さん
（米子高校３年生）

日々の生活を見直すきっかけになれ
ば、という思いを込め描きました。

米子市の環境３Ｓ（すき・すてき・
すばらしい）ＰＲ×高校生プロ
ジェクト

第１回

脱炭素社会

10言語でいつでも！広報よなご

英語や中国語、韓国語など多言語への翻訳や、音声
読み上げ機能を備えた、電子配信版「広報よなご」を
無料アプリ「Catalog Pocket（カタログポケット）」
で配信中です。
■問い合わせ
秘書広報課（☎２３－５３７２、 ２３－５３９５）

▲ iOS

▲ Android



市からのお知らせ

14

米子の素敵な景観施設を募集中！
■第12回米子市都市景観施設賞
市内の優れたデザインの建物や施設、景観づくり活動を
行っている個人や団体を募集します。審査を行い、優秀
なものを表彰します。

■募集対象
▶建築物、工作物、緑化施設等
次の①～③をすべて満たすもの
①市内にあり、平成元年度以降に新築・改築・リノ
ベーションされている

②公共の場所から見える民間施設
③関連法令、所定の手続きを受けている

▶個人・団体
市内で、平成元年度以降に景観づくり活動を行ってい
る方・団体

■対象外
▶公的な施設　▶史跡・文化財　▶神社・仏閣
▶国、県、市から同じ趣旨の表彰を受けたもの

■応募期限　
９月17日（金）（必着）
※どなたでも、何点でも可能（応募用紙１通につき１点）

■応募方法
応募用紙に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、Eメー
ルのいずれかで応募。
※応募用紙は市ホームページからダウンロード可能。
※くわしい募集要項などは、市ホームページからご確認
ください。

■審査時期　11月予定
■発表・表彰時期　令和４年１月予定
■問い合わせ
　建築相談課（☎２３－５２９３、 ２３－５３９４）

マイナンバーカード申請を駅前イオンで
　イオン米子駅前店で、マイナンバーカードの申請ができ
ます。お買い物やコロナワクチン接種の際、併せてご利用
ください。
■と き
７月の毎週木・金曜日　午前９時30分～午後３時30分
※22日（木・祝）、23日（金・祝）を除く

■ところ
イオン米子駅前店 1階　立体駐車場側入口横

■必要なもの
本人確認書類
▶１点でよいもの
運転免許証など顔写真付きのもの

▶２点必要なもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真無し
のもの

■問い合わせ
　市民課（☎２１－８５７４、 ２３－５３９８）

オンライン開催！在宅ワークセミナー
　今の暮らしに合った働き方の選択や、未経験から始めた
方の体験談などを紹介。在宅ワークの体験もあります。
■講演（オンライン）
【男女共同参画セミナー】
「はじめての在宅ワーク未経験からはじめる、最初の一歩」
■講 師
　藤吉　航介さん（学生人材バンク人事サポーター）
■と き
７月18日（日）午前10時～正午

■視聴方法
オンライン（ZOOM）視聴

■ところ
米子市役所本庁舎４階　401会議室
※オンラインで視聴できない方は、会場での視聴可能。
※会場の場合、在宅ワークの業務体験はできません。

■定員　30人
■申込方法
次のQRコードを読み取り、申
し込みフォームを入力。
※会場で託児を希望される場
合は、７月８日（木）までに
申し込みフォームから連絡。

■問い合わせ
　NPO法人学生人材バンク（☎０８５７－３７－３３７３）

暮らしに役立つ講演会を開催
　生きがいのある暮らしを営むための学習の場として、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。

８月23日（月）

【公開講座、消費生活セミナー】
「これからの生活を豊かにする
～ SDGs ＆モノとの付き合い方～」
講師：江原　朋美さん

（整理収納アドバイザー）

８月30日（月）

「鳥取県西部地区の戦災について
～戦災の記録を後世へ～」
講師：根平　雄一郎さん

（境港市文化財保護審議会長）

■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、受付で申し込み。
※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）
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No.37　なすと春雨のピリ辛炒め

作り方（所要時間約30分）
① なすは５㎜幅の半月切りにして水にさらしておく。
白ねぎは３㎜幅の小口切り、エリンギ、たけのこ水煮、
にんじんは千切りに、にらは２㎝のざく切りに、に
んにく、しょうがはみじん切りにしておく。春雨は
湯で戻して食べやすい大きさに切っておく。

② 鍋にごま油をひき、しょうが、にんにくを入れ香り
が出てきたら豚肉を炒め、豆板醤と甜面醤を入れて
辛味と香りを出す。にんじん、たけのこ、エリンギ
を入れてなじんできたら、なすを入れて少し炒める。

③ 少し水分を加え、白ねぎを入れる。あくを取りなが
ら煮る。春雨を加え、中華スープの素と砂糖を入れ
て煮る。なすに火が通ったらしょうゆと酒を入れて
さらに煮込む。

④ 味噌を加え、さっと煮たら、水で溶いた片栗粉を加
えて、とろみをつける。

■問い合わせ　
学校給食課（☎３３－４７５１、 ３３－４７５７）

材料（４人分）

豚もも肉
（スライス） 140g

にんにく １かけ

豆
とうばんじゃん

板醤（好みで） 少々

なす １本 甜
てんめんじゃん

面醤 小さじ１

白ねぎ 1/2本 中華スープの素 小さじ１/2

エリンギ １本 砂糖 小さじ１

たけのこ水煮 30g しょうゆ 大さじ１

にんじん 30g 酒 大さじ１

にら 30g 味噌 小さじ２

春雨 16g ごま油 小さじ１

しょうが １かけ 片栗粉 小さじ少々

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

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

富益住宅
（大崎）

建設年度：S57
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

冨士見町住宅
（冨士見町）
建設年度：H2
高層耐火 8階建

802 3DK 19,400円
～31,100円

■受付期間　７月１日（木）～７日（水）
■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
　□マイナンバーが確認できるもの　□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　７月９日（金）公開抽選
■入居可能予定日　８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）

特別医療費の資格証が届きます

　公簿で確認ができた方へ、令和３年８月から使用できる
特別医療費受給資格証（重度心身等）を、７月末までに郵送
します。
■資格証を郵送できない方
公簿で確認できなかった方へは郵送できません。事前に
お知らせします。

■障害者手帳の更新が必要な方は
特別医療費の資格証の有効期限は、障害者手帳の有効期
限の同月末までになっています。手帳の更新手続きが済
んだ後に、生活年金課で手続きをしてください。

■その他
▶資格証が届かない場合は、お問い合せください。
▶所得制限のため過去に特別医療費を受けられなくなっ
た方は、再取得できることがあります。

■問い合わせ　
生活年金課（☎２３－５１２３、 ２３－５３９１）


