
―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

日本で起こった悲しい出来事を知ってください。そして関心を持ってください。
<県民メッセージ抜粋>
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　市内では、鳥取県版新型コロナ特別警報の発
令や、デルタ株感染厳重警戒区域に指定される
など、新型コロナウイルスへの感染が急速に拡
大し、クラスターも発生しました。
　感染の拡大とともに、感染者だけでなく、勤
務先や立ち寄り先である飲食店などにも、誹謗
中傷や誤った情報の発信・拡散、詮索などの不
当な行為がインターネットや SNS で広まって
います。
　これらは人権侵害にあたり、感染者やご家族
などの周囲の人を傷つけるだけでなく、風評被
害も発生し、関係先がその対応に追われるなど
多くの人が苦しむことになります。このような
行為は絶対にやめましょう。

私たちにできることは ?

　誰でも、新型コロナウイルスに感染する可能
性があります。まずは、マスク着用や手指消毒、
人と人との距離を保つなどの感染防止対策を
しっかりと行うとともに、体調に異変を感じた
ら無理をせず、すぐに医療機関に相談しましょ
う。
　そして、「もし自分が感染者や関係者になっ
たら」という考えに立って、思いやりの気持ち
を持って感染された方を優しく支え、回復され
たら「おかえり」と温かく笑顔で迎えましょう。

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）

コロナウイルスによる
差別や偏見をやめよう

市有地を売り払います
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
入札への参加は、申し込みが必要です。
■売払物件
崎津がいなタウン
▶所在・番地　米子市大崎字中海ノ九3557番14
▶用途地域　近隣商業地域
▶地目　雑種地　
▶地積　782.46㎡
▶最低売却価格　4,999,919円

■現地説明会
▶とき　９月22日（水）午前10時30分（現地集合）
▶申込期限　９月21日（火）午後５時
※電話申し込み可能。

■一般競争入札
▶とき　11月４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　10月21日（木）午後５時
※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）

売払物件ウインズ米子

弓浜ホスピタウン
至境港

至米子

内浜産業道路

火の取り扱いに要注意！
市内で火災が多発しています。火の元、火の取り扱いに十
分注意しましょう。
■火災報知器の確認をしましょう。
住宅用の火災報知器の設置が義務付けられてから10年が
たちます。電子部品の劣化や電池切れなどで煙や熱を感
知しなくなりますので、10年を目安に交換しましょう。

■問い合わせ　
防災安全課（☎２３－５３３８、 ２３－５３８７）
西部消防局予防課（☎３５－１９５４、 ３５－１９６１）
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成人式の出席は忘れずに申し込みを
成人式の出席には申し込みが必要です。自宅に届く案内状
から申し込みできます。
■令和３年成人式
▶対象者　平成12年４月２日～平成13年４月１日生ま

れの方
▶と き　10月10日（日）午後２時～３時30分
▶ところ　米子コンベンションセンター
※新型コロナウイルス感染症により変更がある場合
は、申し込んだ方にＥメールでお知らせします。

▶出席の申し込み
自宅に届く案内状のQRコードを読み取り、申し込ん
でください。
※案内状は８月下旬に郵送しています。届かない場合
はお問い合わせください。

※延期前に申し込んだ方も、あらためて申請が必要で
す。

■令和４年成人式
▶対象者　平成13年４月２日～平成14年４月１日生ま

れの方
▶と き　令和４年１月３日（月）午後２時～３時30分
▶ところ　米子コンベンションセンター
▶案内状送付の申し込み
市外にお住まいの方は 11月２日以降に電子申請サー
ビスで申し込んでください。申込方法は広報11月号で
お知らせします。
※案内状は12月上旬までに郵送予定です。
※記念感想文を募集しています。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　
生涯学習課（☎２３－５４４４、 ２３－５５６８）

南公園墓地行きの臨時バスを運行
秋の彼岸に合わせ臨時バスを運行します。
■運行期間　９月22日（水）、23日（木・祝）
■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
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 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
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）

自転車を安全に運転しましょう
■ながらスマホは絶対にダメ！
自転車を運転しながらのスマートフォンの利用は、とて
も危険な行為です。絶対にしないようにしましょう。

■自転車安全利用五則を守りましょう
自転車を運転するときは次の「自転車安全利用五則」を
守って安全運転に努めましょう。自転車損害賠償責任保
険に加入すれば一層安心です。

■問い合わせ
　生活年金課（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）

自転車安全利用五則
１　自転車は、左側が原則、歩道は例外
２　車道は左側を通行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４　安全ルールを守る
５　子どもはヘルメットを着用

特別医療費の対象者を拡大
精神障害者保健福祉手帳 2級・3級をお持ちの方も特別医
療費の対象者になりました。利用には申請が必要です。
■新たな対象者
次の要件にすべて当てはまる方
▶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
▶保険証が後期高齢者医療ではない
※該当する可能性のある方へ郵送でお知らせしていま
す。該当するか分からない場合は、ご連絡ください。

※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。

※申請された月からの助成になります。早めに申請し
てください。

■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、入院時の食事代、訪問看護は除く。

■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）
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マイナポイントの受取期限が延長！
マイナポイントの受け取りが12月末まで延長されました。
ポイント申し込み後、期限までに選択したキャッシュレス
決済でチャージか買い物をすると、ポイントがもらえます。
■対象者　４月末までにマイナンバーカードを申し込んだ

方
■受取期限　12月31日（金）
■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）

時短要請エリア外の飲食店などを支援
時短要請を行ったエリア外の飲食店などに対し、支援金を
支給します。くわしくは市ホームページをご確認ください。
■対象者
▶飲食事業者　
飲食店・喫茶店（カラオケ店を含む）を営業する事業者

▶納入事業者　
飲食店に飲食料品や消耗品（おしぼりなど）、サービス（ク
リーニング、清掃など）を提供する事業者

※営業形態や売り上げの減少などの要件があります。
■支給金額　▶飲食事業者：10万円（１店舗ごと）　

▶納入事業者：20万円
■申請期限　９月30日（木）
■申請方法　申請書・添付書類を商工課へ郵送

※申請書は市ホームページ、商工課で取得。
■問い合わせ　
商工課（☎０８０－６０７４－７１６６、 ２３－５３５４）

暮らしに役立つ講演会を開催
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。

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）

９月27日（月）

「ともにグローカルな未来を～海外の小
学校での農業クラブ活動～」
講師：芝田　ゆき奈さん
（青年海外協力隊Old Volunteers）

■年間受講料　1,000円（初回に支払い）
■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）

日没が早まる秋口は運転注意！
秋は、日没が早まり、夕暮れや夜間に交通事故が起こりや
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。
安全な運転を心がけ、安全運転装置の取り付けなどを
検討しましょう。

▶飲酒運転は絶対しない
飲酒運転は重大事故につながる犯罪行為です。絶対に
してはいけません。

▶夕方は早めにライトを点灯！
早めに車のライトを点灯し、ハイビームを活用しましょ
う。歩行者は反射材を着用しましょう。

■秋の全国交通安全運動が開始
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　９月21日（火）～ 30日（木）
※30日（木）は「交通事故死ゼロをめざす日」です。

▶運動の重点
①子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
②夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安
全運転意識の向上

③自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
④飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶　

■問い合わせ
　生活年金課（☎２３－５３７６、 ２３－５３９１）

土地を探している方へ！錦海団地分譲中
中海に面した閑静な住宅街です。上下水道引込み済み。就
将小学校、湊山中学校校区です。
■分譲価格

区画番号 地番 面積（坪） 分譲価格（円）

９－10
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）
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No.39　カレイの二十世紀梨ソースかけ

作り方（所要時間約30分）
① カレイは皮側に十字に切り込みを入れる。生姜は皮

をむき、薄い輪切りにする。白ねぎは小口切りにする。
二十世紀梨は皮をむき、すりおろす。

② 鍋にＡを入れて強火にかける。煮立ったらカレイと
生姜、白ねぎを入れ、落し蓋をして弱火で煮込む。

③ カレイに火が通ったら、同量の水で溶いた片栗粉を
加え、とろみをつける。

今月のひとくち食育
　二十世紀梨は、いわずと知れた鳥取県が誇る特産品で
す。シャキシャキとした歯ごたえとみずみずしさ、甘み
と甘酸っぱさのバランスが魅力なので、生で食べるのが
一番おいしいですが、給食では、すりおろしたものを加
熱して料理に使っています。ソースやたれ、ドレッシン
グなどに甘味をつけたい時、砂糖だけでなく、梨ピュー
レを少し入れると、さわやかで奥深い甘味になります。
ほかにも給食では、酢豚やカレーなどの隠し味として梨
を入れています。そのまま食べるのもおいしいですが、
料理にも梨を上手に活用してみてください。

■問い合わせ　
学校給食課（☎３３－４７５１、 ３３－４７５７）

材料（４人分）

カレイ
切り身

40～50g
×４切

酒 大さじ２

砂糖 大さじ１と2/3

生姜 １片 しょうゆ 大さじ２

白ねぎ 30g 二十世紀梨 15g

片栗粉 小さじ１ 水 1/2 カップ

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

富益住宅
（大崎）

建設年度：S57
中層耐火４階建

57R2-203
子育て世帯等優先

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

705 3LDK 22,600円
～ 38,100円

錦海町住宅
（錦海町 2丁目）
建設年度：H4
中層耐火４階建

4R1-104
高齢者等向住宅

3LDK 22,700円
～41,700円

東町住宅
（東町）

建設年度：H9
高層耐火７階建

703 3LDK 29,000円
～56,900円

五千石住宅
（福市）

建設年度：H23
中層耐火３階建

23R1-204
単身専用住宅 1LDK 18,700円

～36,700円

■受付期間　９月１日（水）～７日（火）
■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　９月９日（木）公開抽選
■入居可能予定日　10月１日（金）
※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）

City Information
カメラマンから教わる写真講座を開催

カメラマンから撮影を現地で学ぶワークショップです。普
段お使いのカメラやスマートフォンをお持ちください。
■と き　９月26日（日）　午前９時～ 11時30分
■ところ　伯耆古代の丘公園（小雨決行）
■講 師　河瀬謙二さん（フリーカメラマン）
■定 員　10人（参加費無料）
■申込期限　９月21日（火）
■申込方法　電話・FAX
■問い合わせ　
淀江振興課（☎５６－３１６４、 ５６－５２０１）


