
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

拉致された家族の気持ちを思うと胸が痛み、涙が流れます。<県民メッセージ抜粋>
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　現在、新型コロナウイルスに対し感染や重症
化を防ぐため、ワクチンの接種が進んでいます。
一方で、病気などさまざまな理由で接種されな
い方もいらっしゃいます。
　ワクチンの接種は、個人の意思に基づくもの
です。「みんながしているのに」とか「接種し
ないなんてありえない」など、接種していない
方への差別や偏見、いわゆる「ワクチンハラス
メント」は人権を侵害する行為です。

▶新型コロナウイルスに関する人権侵害
を防ぐ、３つの宣言

□感染者を非難しない

□感染者の出た職場や家族を非難しない

□風評被害を防ごう

　昨年、米子市はこの宣言を出しました。そし
て今、新たにワクチン接種をめぐる差別や偏見
が生じようとしています。
　制限された生活を強いられる中で、みんなが
不安やストレスを感じ、過剰な反応を示してし
まいがちです。
　こんな時だからこそ、自分の言葉や行動が人
を傷つけていないか、よく考えてみましょう。
そして、「３つの宣言」をもう一度心に留めて
おいていただきたいと思います。

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）

STOP！ワクチン差別

核戦争と核兵器の廃絶を
　米子市は、悲惨な核戦争に人々が巻き込まれないように
と強い願いを込め、「非核平和都市」を宣言しています。広
島、長崎の悲劇を絶対に繰り返さないよう、全世界に向け
て核戦争、核兵器の廃絶を訴えましょう。
■追悼と平和を祈る黙とうを
昭和20年に広島市および長崎市に原爆が投下され、終戦
を迎えてから今年で76年目になります。原爆死没者およ
び戦没者のご冥福をお祈りするとともに、核兵器の廃絶
と恒久平和への願いを込めて、黙とうを捧げましょう。
▶広島市　　　　８月６日（金）午前８時15分
▶長崎市　　　　８月９日（月・振）午前11時２分
▶終戦の日　　　８月15日（日）正午

■原爆パネル展
後世に引き継がなければならない大切な「平和」につい
て考え、その歴史を学ぶ機会として、原爆パネル展を開
催します。
▶と き　８月11日（水）～23日（月）
▶ところ　市役所本庁舎１階　会計課前
※パネルの貸し出しを行っています。総務管財課にお
問い合わせください。

■問い合わせ　
総務管財課（☎２３－５３３１、 ２３－５３９０）

特別医療費の対象者を拡大
　特別医療費の受給は、精神障害者保健福祉手帳１級を持っ
ている方が対象でしたが、2級・3級の方も対象になりま
した。新たに対象となる方は申請が必要です。
■新たな対象者
次の要件をすべて満たす方（後期高齢者医療制度に移行
している方を除く）
▶精神障害者保健福祉手帳２級、３級を持っている
▶70歳未満
▶住民税非課税世帯である
※該当される方へ７月に郵送でお知らせしています。
※社会保険の被扶養者の方は、対象にならない場合が
あります。

■助成金額
医療機関で支払った医療費の２分の１
※生活療養費や入院時の食事代は除く。

■申請に必要なもの
□健康保険証　□精神障害者保健福祉手帳　□印章
□年金証書（年金を受給している方のみ）

■申請場所
生活年金課（本庁舎）、地域生活課（淀江支所）

■問い合わせ　
生活年金課（☎２３－５１２３、 ２３－５３９１）



City Information

11

南公園墓地へ臨時バスを運行
　お盆のお墓参りにあわせて臨時バスを運行します。
■運行期間　８月13日（金）～15日（日）
■南公園墓地行き（主な停留所のみ）

祇 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
14：03 14：07 14：08 14：13 14：16 14：20
16：03 16：07 16：08 16：13 16：16 16：20
17：43 17：47 17：48 17：53 17：56 18：00

■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 祇 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
15：00 15：04 15：07 15：12 15：13 15：17
17：00 17：04 17：07 17：12 17：13 17：17
18：30 18：34 18：37 18：42 18：43 18：47

※運行は日ノ丸バスです。交通事情等により遅れることが
あります。

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

介護サービス費の上限額が８月から変更
　１か月の介護保険サービス利用額が、次の上限額を超え
た場合、超えた部分をお返しします。８月利用分から上限
額が変更になりました。
■介護保険サービスの上限額（月額）

負担区分
世帯の上限額（月額）

７月利用分まで ８月利用分から

年 収 約1,160
万円以上

44,400円

140,100円

年 収 約770万
円以上～1,160
万円未満

93,000円

年 収 約383万
円以上～770
万円未満

44,400円

一般 44,400円 44,400円

住民税非課税世
帯 24,600円（※） 24,600円（※）

（※）合計所得金額および課税年金収入額の合計が、80万円
以下は個人上限15,000円

■申請に必要なもの
□領収書　□認印　□振込希望先の預金通帳
■問い合わせ
　長寿社会課（☎２３－５１５６、 ２３－５０１２）

児童文化センターのスタッフがイベントや旬の情報をお届け！

８月に七夕 ? プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
解
説
員

森
山
　
慶
一
さ
ん

セ
ン
タ
ー
の
望
遠
鏡
を
使
っ
て

観
察
し
ま
す

　七夕は７月７日をイメージさ
れる方も多いと思いますが、旧
暦の七夕は現在の８月にあたり
ます。
　８月の七夕では、月が満ち欠
けにより小舟のように見えるた
め、織姫がこの舟に乗り、彦星
に会いに行くと伝えられていま
す。この時期は天候にも恵まれ
ることが多く、織姫星と彦星を

はっきり見ることができます。
　児童文化センターでは、七夕
やお月見など季節に合わせた天
体観測会を開催しています。遠
くに旅行することができなくて
も、星空を見上げて素敵な家族
の思い出をつくることができま
すよ！
※24ページにセンターのイベン
ト情報を掲載しています。

じどぶん
便り
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コロナの影響を受けた方へごみ袋を交付
　新型コロナウイルス感染症の影響により、生活資金の融
資を受けた方に指定ごみ袋を無料で交付します。希望され
る方は申請が必要です。
■交付するごみ袋
可燃ごみ用指定ごみ袋（40ℓ）×40枚

■対象者
昨年４月１日以降に、鳥取県社会福祉協議会等の生活資
金の融資を受けた方のうち指定ごみ袋の給付を希望する
方

■交付の流れ
①申請書を提出→②「米子市指定ごみ袋引換券」が届く
→③ごみ袋取扱店で券をごみ袋に交換

■申請方法
申請書に融資を受けたことが分かる書類の写しを添付し
郵送
※書類を紛失された場合はご相談ください。
※申請書は、クリーン推進課、本庁舎、淀江支所にあり
ます。市ホームページからダウンロードも可能。

■申請期限　
令和４年２月28日（月）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、期限を延長
する場合があります。

■問い合わせ
　クリーン推進課（☎２３－５２５９、 ３０－０２７１）

妊産婦さんをタクシーチケットで支援
　新型コロナウイルス感染症により、日常生活が制限され
ている妊産婦さんにタクシーチケットを配布し支援します。
■配付するタクシーチケット
▶金額　500円×10枚
▶使用期限　令和４年２月28日（月）

■対象者／配布方法
▶４月１日以降に出産した方→書留郵便で自宅に郵送
▶７月15日までに母子手帳が交付された方で、まだ出産
されていない方
→書留郵便で自宅に郵送

▶７月15日以降に母子手帳が交付された方
→健康対策課（ふれあいの里３階）の窓口で配布

▶４月１日以降に出産し７月15日以降に市内に転入され
た方
→市民課（本庁舎１階）窓口で配布

■配布期限　10月29日（金）
■使用方法
▶ご本人のみ使用できます。
▶市内のタクシー会社で利用できます。
▶１回の乗車につき複数枚使用できます。
▶お釣りはでません。
▶身体障害者手帳、療育手帳提示の割引と併用できます。

■問い合わせ　
交通政策課（☎３６－８０１３、 ２３－５３９２）

　 日野川河口付近に、全身を包帯でグルグル巻きにされた
ミイラ男のようなフォルムをした《ロマンチシスト》とい
う野外彫刻があります。中岡慎太郎（1957年岐阜県生まれ）
が第１回米子彫刻シンポジウムで制作した作品です。
　米子彫刻シンポジウムは、1988～2006年まで10回にわ
たり隔年で開催されました。制作された40作品は市内各所
にあり、街の景観として愛され続けています。記念すべき
第1回目の彫刻シンポジウムで制作された5作品は彫刻ロー
ドから少し離れた皆生温泉、東山公園、図書館周辺に設置
されました。
　本作は、水平線がどこまでも続く広大な日本海をじっと
眺め、四季折々に変化する景色の中で圧倒的な存在感を放っ
ています。22年の間、どっしりと佇む姿に、「遠い昔の太
古のロマンを思い出させてくれる、そんな存在を作りたい」
という作家の思いが伝わってきます。
　米子市内には他にも米子市児童文化センターの前に《マ
イファミリー》、皆生温泉華水亭の前に《宝生の泉》という
作品が設置されています。ぜひあわせてご覧ください。
米子市美術館　主幹学芸員　喜多村　聡史

第18回
中岡 慎太郎 作　「ロマンチシスト」
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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。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
（伯耆文化研究会　会長）

９月６日（月）

「まちを丸ごとおもてなし～観光客と地
元の人とのふれあい～」
講師：川越　博行さん
（米子観光まちづくり公社理事長）

■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）

忘れず更新！特別医療費の資格証
　新しい特別医療の資格証が届いていない方は、更新が必
要です。郵送でも手続きできます。
■ひとり親家庭の方
▶必要なもの
□特別医療費受給資格証（※）
□健康保険証の写し（※）
□児童扶養手当証書か各種年金証書の写し
（※）本人、18歳までの子どもの全員分

■届かない場合は連絡を
次の方にはすでに資格証を郵送しています。届かない場
合は生活年金課にお問い合わせください。
▶身体障がい者・知的障がい者の方
→６月下旬に郵送済み（黄色の資格証）

▶重度心身障がい者の方
→７月中旬に郵送済み（青色の資格証）

※所得制限などにより、過去に特別医療を受けられなく
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）

下水道と農業集落排水の使用料を改定
　10月検針分から、下水道と農業集落排水施設の使用料が
変わります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■使用料の例（２か月分、税込）

使用水量
（㎥） 現行（円） 改定後（円） 差額（円）

16 2,420 2,794 374

20 3,000 3,471 471

30 4,452 5,165 713

40 5,904 6,859 955

50 7,785 9,037 1,252

60 9,666 11,215 1,549

70 11,547 13,393 1,846

80 13,428 15,571 2,143

90 15,309 17,749 2,440

100 17,190 19,927 2,737

■使用料改定の理由
▶人口減少・少子高齢化などの社会情勢の変化による減
収や、古くなった施設の改築により、近い将来資金不
足が発生する見通しのため

▶次世代に負担を残さないため
▶経営の健全化により安定した事業運営を継続していく
ため

■問い合わせ　
下水道営業課（☎３４－１３７１、 ３４－７５１５）

サマージャンボ7億円
（1等5億円・前後賞各1億円合わせて）

（1等3千万円・前後賞各1千万円合わせて）
サマージャンボミニ５,000万円

7月13日●火2種類同時発売! 発売期間 7/13●火～8/13●金抽せん日 8/25●水
各1枚 300円

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

公益財団法人鳥取県市町村振興協会

梅雨明けには除草をしましょう
　梅雨が明けると、草木が成長の勢いを増し、除草されて
いない土地の相談が多く寄せられます。所有されている土
地を定期的に確認し、除草をお願いします。
■自分で除草できない時は
シルバー人材センターや専門業
者に委託してください。専門業
者は、電話帳やインターネット
の「造園業」で探すことができま
す。

■問い合わせ
環境政策課（☎２３－５２５７、 ２３－５２５８）
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市有地を売払います
　一般競争入札により次の市有地を売り払います。説明会
や入札への参加には、事前に申し込みが必要です。
■売払物件
元雇用促進住宅米子宿舎入居者用駐車場用地
▶所在・番地　米子市大崎字高砂2291番 1
▶地目　宅地　
▶地積　906.85㎡
▶最低売却価格　12,500,000円
※市街化調整区域ですが、専用住宅、兼用住宅は開発
許可不要で建築できます。

■現地説明会
▶とき　8 月19日（木）午前10時30分（現地集合）
▶申込期限　８月18日（水）午後５時
※電話申し込み可能。

■一般競争入札
▶とき　９月30日（木）午後 1時 30分
▶ところ　市役所本庁舎 2階 202会議室
▶申込期限　９月16日（木）午後５時
※米子市税等の滞納がある方には、原則売り払うことが
できません。

※くわしくは、入札説明書または市ホームページでご確
認ください。

■問い合わせ　
契約検査課（☎２３－５３６６、 ２３－５３６８）

ビレッジハウス米子
（元雇用促進住宅）

売払物件

至
米
子

富益団地

空中給油・輸送機を美保基地に配備予定
　航空自衛隊美保基地に、空中給油・輸送機（KC-46A）６
機の配備が計画されています。10月に初号機、12月に二号
機が納入される予定です。
■KC-46Aとは
民航機ボーイング767を改修して開発された全長約51ｍ
×全幅約48ｍ×全高約16ｍの空中給油・輸送機です。

■美保基地等における配備機種の変遷
▶空中給油・輸送機（KC-46A）
令和３年度：２機配備予定
令和５～６年度：４機配備予定

▶ C-2輸送機
平成29年３月：配備開始
令和２年度：10機配備完了

▶大型輸送ヘリコプターCH-47
平成30年３月：配備開始（２機）
令和４年度以降：２機配備予定（時期未定）

▶ T-400練習機
平成６年：配備開始
令和３年度：浜松基地へ移動予定

■問い合わせ　
地域振興課（☎２３－５３７３、 ２３－５５６８）

海水浴で事故に遭わないために
　海水浴を安全に楽しむために、次の約束を守りましょう。
■海水浴の７つの約束
①１人で泳ぎに行かない。
②子どもだけで海に行かない。
③天気が悪いとき、海が荒れているときは海に入らない。
④波打ち際でも足を取られる危険があるので注意する。
⑤海水浴場以外の場所で泳がない。
⑥疲れているときは、無理せず休憩する。
⑦沖に流されないように注意する。　

■問い合わせ　境海上保安部交通課（☎４２－２５３４）

◀より安全に楽しんでいただくためには、「ウォーター
セーフティガイド」をご覧ください。

熱中症に注意！
■熱中症を防ぐ３つのポイント
①夜間でも適切にエアコンを使用する
②こまめに水分補給を行う
③マスクの着用時は、運動を避ける

■熱中症かもしれないと思ったら…
涼しい場所へ移動し、からだを冷やす／水分補給を
する／重度の場合は救急車を呼ぶ
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City Information
第48回米子がいな祭を開催！

　今年のがいな祭は、会場を駅前からどらドラパーク米子
へ移し、規模を縮小して開催します。テーマは「みんなの光
を集めてがいな輝きに！笑顔を未来に繋ぐ」です。
■と き　８月21日（土）、22日（日）
■ところ　どらドラパーク米子内の一部（市民球場側）
※期間中は周辺道路の交通規制を行いま
す。また会場内は人数制限を設けます
ので、ご来場の際は事前登録にご協力
ください（当日受付も可）。くわしくは、
米子がいな祭ホームページでご確認く
ださい。

■開催予定のイベント
▶米子がいな太鼓・米子がいな万灯
▶ がいなＣＯＮＶＥＮＴＩＯＮ（ダンス）
▶ よなご・マルシェ
▶ロケットクレヨンコンサート
▶ニュースポーツイベント・ミニトライアスロン
▶ キャンドルイルミネーション
※花火の打ち上げはありません。

■来場者へのお願い
▶来場者が多い場合は、入場制限を行います。混雑状況
を米子がいな祭ホームページで確認のうえ、お出かけ
ください。

▶入場の際の検温、会場内でのマスクの着用、人との距
離の確保、ごみの持ち帰りにご協力ください。

▶駐車場はありませんので、公共交通機関などを利用し
てお越しください。

▶所定の場所で飲食をお願いします。
■ガバメントクラウドファンディング実施中
開催のため、寄附のご協力をお願いします。
※米子市在住の方には、お礼の品は送れ
ませんのでご了承ください。

■問い合わせ
米子がいな祭振興会事務局（米子市商工課内）
（☎２３－５３８９、 ２３－５３５４）

淀江の写真　撮ったら応募！
　「淀江の四季フォトコンテスト 2021」の作品を募集中で
す。入賞された方には記念品の贈呈や表彰があります。

■応募期限　
　令和４年１月７日（金）
■応募作品の規定
▶本年 1月～12月のおおむね１年以内に淀江町内で撮
影された写真

▶自作、未発表作品
▶サイズはＢ４（４切りワイドを含む）のみ
▶カラー、白黒は不問
▶画像加工はトリミング、自然な濃度や色味の調整程度

■申込方法
▶写真の裏に作品タイトルを記入。
▶案内チラシに付いている応募票を同封し、郵送か持参。
※応募票は市ホームページからもダウンロード可能。

■宛先
〒689－3492
米子市淀江町西原1129番地 1
米子市淀江振興課　振興担当　行

■問い合わせ　
淀江振興課（☎５６－３１６４、 ５６－５２０１）

▲令和 2年度最優秀賞
「淀江港沖防波堤灯台と夕陽」

▲令和 2年度彼岸花実行委員会賞
「見つめる夕陽」

男女共同参画の作品を展示中
　今年度ご応募をいただいた作品の一部を紹介します。全
応募作品は、市役所旧庁舎１階の男女共同参画センター「か
ぷりあ」に展示しています。
■標 語
▶役割を　決めているのは　私の心
▶みんな違って　みんな素敵　認めるってイイネ！
▶テレワーク　隙間時間は　主夫になる

■絵てがみ　

（令和３年度　応募作品の一部）
■問い合わせ
　男女共同参画推進課（☎２３－５４１９、 ２３－５３９２）

児童扶養手当は８月中に必ず手続きを

　児童扶養手当を受けている方（支給停止中の方を含む）は、
現況届の手続きが必要です。手続きされないと、手当を受
けられなくなります。
■手続期限
８月31日（火）

■手続きの流れ
８月上旬までに案内を郵送します。案内に沿って子育て
支援課で手続きをしてください。

■問い合わせ　
子育て支援課（☎２３－５１３５、 ２３－５１３７）
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No.38　さわらのカレー揚げ

作り方（所要時間約30分）
①　さわらに塩とこしょうをふり、しばらくおく。
②　カレー粉とパン粉、ひじきを混ぜておく。
③　①に水で溶いた小麦粉、②を順につけて180℃の油

で、こんがりするまで揚げる。

今月のひとくち食育
　鳥取県で多く水揚げされる「さわら」は、給食でも和食
料理を中心にたくさん登場します。くせがなく、淡泊な
味わいなので、いろいろな料理にアレンジしやすく、魚
が苦手な子どもたちもよく食べてくれています。
　食欲が落ちやすい夏向けに、衣にカレー粉を入れ、食
欲をそそるフライにしました。パン粉の中にひじきを混
ぜることで、成長期に必要な鉄分をとることもできます
し、ひじきのパリパリとした食感が楽しめます。
　夏バテしやすい季節だからこそ、子どもたちが栄養補
給できるひと工夫が大切です。ご家庭でいつもの料理に
アレンジを加えてみてはいかがでしょう。

■問い合わせ　
学 校 給 食 課（ ☎ ３３
－４７５１、 ３３－
４７５７）

材料（４人分）

さわら切り身 40g×４切 カレー粉 小さじ1/2

塩 少々 パン粉 大さじ３

こしょう 少々 乾燥ひじき 0.1g

小麦粉 大さじ２ 揚げ油 適量

水 大さじ１

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：S54
中層耐火４階建

54R1-105
高齢者等向住宅

3DK 15,000円
～29,400円

陰田町住宅
（陰田町）
建設年度：H9
高層耐火 8階建

304 3LDK 25,800円
～50,700円

601 3LDK 26,100円
～51,300円

西福原住宅
（西福原 8丁目）
建設年度：H14
高層耐火 8階建

14R1-107
車いす対応住宅

2LDK 27,400円
～53,900円

■受付期間　８月２日（月）～６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
　□マイナンバーが確認できるもの　□本人確認書類
※申し込みの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　８月11日（水）公開抽選
■入居可能予定日　９月１日（水）
※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）

年金はお得な口座振替で納付！
　国民年金保険料の納付は、納め忘れなく、割り引きもあ
る口座振替がおすすめです。
■口座振替のメリット　
▶自動的に引き落とされるので納め忘れがない。
▶さまざまな割引制度がある。
　→早割：月々50円割り引き
　→前納：６か月・１年・２年前納で大幅に割り引き

■申込場所
最寄りの金融機関、米子年金事務所、生活年金課（市役
所本庁舎１階）、地域生活課（淀江支所１階）

■持ち物
□納付書または年金手帳　□通帳　□金融機関届出印

■問い合わせ　
生活年金課（☎２３－５１４２、 ２３－５３９１）

市からのお知らせ


