市からのお知らせ
12月から市の組織が変わります
12月から子どもに関する施策を、より効果的に進めるため
組織機構を改正します。
■窓口の変更
組織機構の改正による窓口の変更は、今後の広報などで
お知らせします。

ヒューマンライツ
〜みんながしあわせな社会をめざして〜

※新しくできる３つの課と、現在第二庁舎２階にある学
校教育課は、ふれあいの里で業務を行う予定です。

人権（ヒューマンライツ）について考えます

※子育て支援課と教育総務課は廃止し、両課の業務は新
たに設置する課で行う予定です。
■組織改正の内容
▶「こども総本部」の設置
現在、福祉保健部にある「こども未来局」を廃止し、新

ヘイトスピーチ、許さない！

たな部として「こども総本部」を設置します。
▶新たな３つの課を設置
次の３つの課を設置し、教育と福祉が一体となって子
どもに関する施策を進めます。

問 人権政策課（☎ 23−5415

37−3184）

□こども政策課
施策の企画や総合調整を行います。
□こども施設課
保育・学校施設の運営、施設管理などを行います。
□こども支援課
給付事務や保育所の入所事務などを行います。
■問い合わせ
調査課（☎２３−５３０６、

２３−５３９０）

ヘイトスピーチとは ?
人種、民族、国籍などを理由に個人や集団に、
侮辱、攻撃、脅迫、差別、憎悪、排除、暴力な
どを行ったり、それをあおりたてたりする行為
をヘイトスピーチと呼びます。
新型コロナウイルスが猛威をふるう今、あち
こちで、日本人を含むアジア人が暴言を吐かれ
たり、暴力を振るわれたりする行為が続発して

ごみ処理施設の基本構想が閲覧できます
広域的な一般廃棄物処理施設の整備構想が 8 月に策定され
ました。ホームページや次の場所で閲覧できます。
■名称

います。このような現象は、戦争や災害など、
社会全体に不安が広がった時に起こりがちで
す。人種差別意識と偏見が以前から存在してい
たからこそ発生し、広がっているのです。

一般廃棄物処理施設整備基本構想
ヘイトスピーチの解消に向けて

■閲覧場所
▶ごみ処理施設整備課
米子市淀江町西原1129番地１（米子市淀江支所内）
▶リサイクルプラザ

日本では、2016年に「ヘイトスピーチ解消
のための法律（本邦外出身者に対する不当な差
別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法

西伯郡伯耆町口別所630番地
※組合のホームページから閲覧できます。
■基本構想の概要

律）
」が施行されましたが、いまだにデモや街
頭宣伝、インターネット上などで差別的言動が
続いています。

▶西部圏域 9 市町村では、ごみ処理施設の老朽化や急激

全ての人は、人権が尊重され、差別をしたり、

な人口・ごみ量の減少が想定されており、また、国際

されたりすることがあってはなりません。言語

的な気候変動対策が重要な課題となってます。

や宗教、生活習慣等の異なる文化や考え方を理

▶効率的なリサイクルや地球温暖化対策のために令和14
年度を目標に、西部圏域のごみ処理施設を 1 か所に集
約し、新たなごみ処理体制の整備をめざします。
■問い合わせ

解し、何が正しいかを「人権」の視点を持って考
えましょう。一人ひとりがお互いを尊重し合い、
「ヘイトスピーチは許さない！」という思いを持
つことが何より大切です。

鳥取県西部広域行政管理組合
（☎２１−１３６２、

５６−３２０３）

―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―

もし自分の家族が、友人が拉致されたら、とてもつらい。
拉致された方々を絶対に取り戻したいと思う。< 県民メッセージ抜粋 >
８

City Information
来年小学生になる子どもの健康診断
令和４年度に小学１年生になる子どもの健康診断を小学校
で行います。

No.40 りっちゃんサラダ

■対

象 小学 1 年生になる子ども
（2015年４月２日〜 2016年 4 月 1 日生まれ）

■とき／ところ
日程は各小学校で異なります。QR コー
ドを読み取ると、市ホームページで確認
できます。
※「入学前の健康診断のお知らせ」を、10
月中旬までに郵送します。ご案内する
小学校で健康診断を受けてください。
■問い合わせ
学校教育課（☎２３−５４３３、

材料（４人分）
キャベツ

市営住宅の入居者募集

２〜３枚 スイートコーン

20g

にんじん

１㎝

サラダ油

小さじ２

ロースハム

２枚

酢

小さじ２

トマト

1/2 個

三温糖

きゅうり

1/2 本

塩

少々

かつお節

２つまみ

こしょう

少々

刻み昆布

1.2g

小さじ１弱

作り方（所要時間約30分）
①

ハムは半分に切ってから５㎜幅に切る。トマトは１
㎝の角切り、きゅうりは輪切りにする。

②

キャベツは１㎝、にんじんは５㎜に千切りし、スイー
トコーンと一緒にゆでて水気をきり、冷ましておく。
刻み昆布は水で戻しておく。

③

■所在地、規格、家賃など

住宅名（所在地）
規格など
青木住宅
（永江）
建設年度：S54
中層耐火４階建
富益住宅
（大崎）
建設年度：S57
中層耐火４階建
錦海町住宅
（錦海町 2 丁目）
建設年度：H4
中層耐火４階建

部屋番号

間取り

家賃月額

3DK

15,000円
〜29,400円

3DK

16,300円
〜32,000円

2K

14,200円
〜26,000円

2LDK

20,500円
〜40,300円

54R1-105
高齢者等
向住宅

57R2-104
高齢者等
向住宅

4R1-103
単身高齢者
等向住宅

Ａの調味料でドレッシングをつくり、①と②を和え
る。

④

２３−５４１３）

最後にかつお節を振り入れて和える

今月のひとくち食育
小学１年生の児童は、国語で「サラダでげんき」を学習
します。主人公のりっちゃんが、「病気のお母さんが元気

陰田町住宅
（陰田町）
建設年度：H9
高層耐火８階建

■受付期間 10月１日（金）〜７日（木）
■受付場所 住宅政策課（市役所本庁舎２階）

になるように」と願いを込めてサラダを作るのですが、
そのサラダを、給食で再現します。授業で学んだサラダ

803

地域生活課（淀江支所１階）
■必要書類

を実際に給食に出すことで、子どもたちの興味・関心を

□マイナンバーが確認できるもの □本人確認書類

高めるだけでなく、学びが深まる効果があります。学校

※申し込みの理由により添付書類が必要。くわしくは住

給食では教科と連携し、給食が「生きた教材」となるよ

宅政策課にご確認ください。
■入居選考方法 10月11 日（月）公開抽選

うに努めています。

■入居可能予定日 11月１日（月）
※入居手続きには、保証能力のある連帯保証人１人と家

■問い合わせ
学校給食課（☎３３−４７５１、

３３−４７５７）

賃３か月分の敷金が必要。
■問い合わせ
住宅政策課（☎２３−５２６３、

９

２３−５３９６）

３
３つの備え

自然災害が起こる前の

大雨や台風による災害が起こる前に、次の３つに備えましょう。
■問い合わせ 防災安全課（☎２３−５３３７、 ２３−５３８７）

１ 避難の備え

３ 土砂災害の備え

天気予報などを通じて天候に注意し、避難に備

近年、土砂災害に備えて避難所を開設すること

えて準備をしましょう。

が多くなっています。自分の行動範囲に土砂災

▶ハザードマップで、危険な場所を確認する。

害警戒区域がないか確認しておきましょう。

▶停電時や外出困難な状況を想定して、食料な

▶土砂災害警戒区域の場所は、
「洪水ハザード

どを備蓄する。

マップ」や「とっとり Web マップ」で確認

▶緊急時の連絡先や避難先（避難所以外を含む）
を決めておく。

ができます。
▶土砂災害警戒区域以外であっても、土砂の崩
落などの危険を感じたらすぐに避難しましょ
う。

２ 防災情報の備え

▶土砂災害が起こる前には、地鳴りや斜面から
水が出てくるなど普段と違う予兆が現れま

災害発生の恐れがある場合、防災行政無線放送

す。日頃から地域の様子を知っておくことも

などを通じて避難情報を発信します。

災害への備えにつながります。

▶防災行政無線が聞き取れない場合は、市ホー
ムページ・あんしんトリピーメール・防災ラ
ジオで内容を確認できます。
▶テレビのｄボタンから、気象や災害情報を確

▲洪水ハザードマップ

認することができます。

▲鳥取 Web マップ

も

自宅でも、職場で
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で災害情報を

聞き逃さない！

防災行政無線を聞くことができる「防災ラジオ」をご家庭や企業などに有料で配布します。
■問い合わせ 防災安全課（☎２３−５３３７、 ２３−５３８７）
■防災ラジオの３つのポイント
１自動起動機能

■費用

１台 2,000 円

※ご家庭は１世帯につき１台

防災行政無線が流れる際は、自動で電源が付
き放送が流れます。

※生活保護または非課税世帯のうち、視覚障が
い（１・２級）の方がいる世帯は無料です。お

２ライト点灯機能

問い合わせください。

停電時に、照明ボタンを押して非常灯として
利用可能です。

■申込方法
▶電子申請

３録音機能

次の QR コードを読み取り。

放送を聞き逃した時など、自動録音された緊
急情報を再生できます。
■申し込める方
□市内にお住まいの方
□市内の自治会

▲申請（ご家庭の方）

▶申込書を郵送（ご家庭のみ）
申込書は市ホームページ・市

□市内の事業所

役所・公民館などから取得で
きます。

▲申請（企業・自治会）

10

書かない・分かりやすい

次世代の窓口サービス

スマート窓口

が

10 月からスタート！

出生や引っ越しなどのライフイベントは、手続きが多くとても大変 ！
そんな手続きの手間を減らすシステム、スマート窓口を10月から導入します。
■問い合わせ

市民課（☎２１ー５８５３、 ２１ー５８５０）

スマート窓口でどう変わるの ?
市民課での手続き後の、申請者の記入の手間が省けます。

これまでの窓口

スマート窓口

住所・名前など何度も申請書

タブレット端末で手続きするの

に書かなければならず大変。

で、記入する手間が減る。

複数の窓口で記入したり、説

各窓口でＱＲコードを読み取

明したりと、時間がかかる。

り、スムーズに手続きができる。

手続きの流れ
市民課の手続き → スマート窓口 → 各窓口 の順番です（スマート窓口で完了する手続きもあります）
。

１

市民課

２

スマート窓口

届出書を記入し発券機で番

職員のサポートに沿って、

号札を取ります。転入・転出・

タブレット端末に入力しま

転居・出生・死亡・世帯主

す。手続きの内容を確認し、

変更の手続きをします。

最後に署名します。

３

４

案内シート受け取り

各窓口へ

案内シートをお渡ししま

各窓口で案内シートを見せ

す。シートには手続きの窓

てください。ＱＲコードの

口・必要なもの・QR コー

読み取りで、スムーズに手

ドが印刷されます。

続きできます。

利用できる方と手続き
最初は子育て世帯の手続きから利用が始まります。今後は多くの方の手続きに拡大予定です。

10月からスタート

来年度以降の予定

●利用できる方

●利用できる方

転入・転出・転居・出生・死亡・世帯主変更をした

主に18歳以下の方がいる世帯 が利用できます。

●予定している手続き

□高齢者福祉に関わる手続き

●対象の手続き

□特別医療費

□保育園退所

□医療保険・年金に関わる手続き

□国民健康保険の加入

□児童手当

□障がい者福祉に関わる手続き

（出生のみ）

□子育て応援パスポート
など

11

子育て世帯以外の方も利用できるよう拡大予定です。

など

