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歩いて楽しいまちづくり
―ウォーカブルな“まちなか”をめざして―
米子市がめざす「歩いて楽しいまちづくり」。これを実現するための方法の一つ
がウォーカブル推進事業です。ウォーカブル推進事業は、まちなかを車中心か
らひと中心の空間へと転換し、人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広げられ
る場へ生まれ変わらせていく新しい取り組みです。
問都市創造課（☎２３－５３５６、 ２３－５３９２）

単にまちなかの道路を歩きやすく整備するというのでは
なく、人が自然と集まってくるような、居心地が良く歩
きたくなるまちなかを形成することで、まち全体の魅力
向上に繋げるものです。これまで、地域の方々と共に長
い年月をかけて作り守ってきた大切なまちの資源を有効
に使い、ひと中心のまちをめざします。

“ウォーカブルなまちなかづくり”とは

ウォーカブルで何が変わる？
ひと中心の豊かな生活空間を実現させるだけでなく、次
のような効果も考えられます。
▶歩行者が増えることによる地域消費の拡大
▶まちなかの価値が上がることによる民間投資の拡大
▶歩くことによる健康寿命の延伸
▶偶然の出会いから孤独・孤立の防止につながる
居心地が良いまちなかから発生する効果の連鎖、好循環
によりまちなかの生産性を上げることで、持続可能なま
ち米子をつくっていきます。

▶ウォーカブル推進都市に！
世界中の多くの都市で進められているこのウォーカブ
ルの取り組み。国内でも国交省が旗振り役となり、多
くの自治体がウォーカブルなまちづくりを推進してい
ます。米子市でもこのまちづくりの方向性に賛同し、
令和元年８月に“ウォーカブル推進都市”になりました。

▶ウォーカブル推進事業に本格的に着手
まちなかのにぎわい創出のための方法の一つとして
ウォーカブル推進事業に本格的に着手します。米子の
まちなか（中心市街地周辺）を３つのエリア（米子駅周
辺エリア、角盤町周辺エリア、米子港・城下町周辺エ
リア）に分け、それぞれのエリアの特色を生かした「居
心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成をめざしてい
ます。まずは安全で歩きやすく快適な歩行者優先の空
間の整備から始まり、まちなかを「居心地が良い空間」
に変えていきます。

米子市の取り組み
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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）

社会の理解が
立ち直ろうとする心を支えます

イラスト：人権政策課職員

※ BBS会は、兄や姉のような身近な立場から非行少年など
の成長を手助けする青年ボランティア団体です。

　７月は“社会を明るくする運動”～犯罪や非
行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
の強調月間です。この運動は、すべての国民が
犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの立ち
直りについて理解を深め、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、安全で安心な明るい地域社会
を築こうとする全国的な運動で、今年で72回
目を迎えます。
　罪を犯した人が更生に向けて、居住・就労環
境を整え、地域社会の一員として暮らすには、
本人の努力だけでなく、家族・職場・地域住民
など地域のすべての人の理解と協力が大切で
す。
　米子市では推進委員会を組織し、強調月間期
間中に広報活動などさまざまな活動を行ってい
ます。今年度は、新型コロナウイルスの感染状
況を見ながら、啓発活動を中心とした取り組み
を行います。
　犯罪や非行のない安心・安全な地域社会づく
りに向けて、「何ができるか」を一人ひとりが
考えてみませんか。

悪循環を断ち切るには社会の理解が必要です



市からのお知らせ

特別医療費受給資格証（重度心身等）
公簿で資格が確認できた方へ、８月から有効の「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。
■受給資格証の有効期限について
障害者手帳（身体、療育、精神）の更新が必要な方は、
受給資格証の有効期限が障害者手帳の有効期限の月末
となっています。該当の方は、障害者手帳の更新手続
き後に、市民二課で受給資格証の更新手続きをしてく
ださい。

■受給資格証を郵送できない方
令和３年度の受給資格証をお持ちの方のうち、公簿で
資格が確認できない方には、受給資格証を郵送できま
せん。郵送できない方には、事前にお知らせします。

※受給資格証または受給資格証を郵送できないというお
知らせが７月末までに届かない方は、市民二課年金医
療担当にお問い合わせください。

※所得制限のため特別医療費受給資格を喪失した方でも、
令和３年中の所得状況に変動があった方は、受給資格
を再取得できる場合がありますので、ご相談ください。

問市民二課年金医療担当
（☎２３－５１２３・２３－５１２７、 ２３－５３９１）
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市営墓地の随時募集を始めます
市民の皆さんが利用しやすい墓地をめざし、市営墓地の
区画の随時募集を始めます。
■新たに随時募集を始める市営墓地
▶南公園墓地（石井490番地）
▶北公園墓地（彦名町6566番地）
▶西ノ原墓苑（淀江町西原913番地）
※淀江佐陀墓苑（淀江町佐陀1451番地12）も随時募集
中です。

■募集開始日　７月１日（金）
■申込資格　次のいずれかに該当する方
▶米子市に住所または本籍がある方
▶米子市にあるお墓を移転しようとする方

■申込先　建設企画課（市役所本庁舎２階）
※書類提出の先着順。電話申込みは受け付けません。

■提出書類
墓地使用許可申請書、申請者の本人確認書類、本籍の
記載のある住民票（市外にお住まいの方のみ）、印鑑（申
請書に自署される場合は不要）

※墓地使用時には使用料と令和４年度分の管理料（月割）
を納付してください。

※南公園墓地を米子市外にお住まいの方が使用する場合
は、使用料と管理料の額が 2倍になります。

※北公園墓地を米子市外にお住まいの方が使用する場合
は、使用料と管理料の額が 1.5 倍になります。

問建設企画課（☎２３－５５２９、 ２３－５３９６）

マイナポイント第２弾を実施中
マイナンバーカード
を申請した方のうち、
対象の方は合計最大
20,000円分のマイナポ
イントがもらえます。
■対象者
令和４年９月末までにマイナンバーカードの申請をし
た方

■マイナポイント第２弾でもらえるポイント
①第１弾のポイントをまだ申し込んでいない方
…最大 5,000円分

②健康保険証として利用申込みした方…7,500円分
③公金口座の登録をした方…7,500円分

■申込期限　令和５年２月末
■相談場所
マイナポイント特設ブース（市役所本庁舎１階）
▶特設ブースでできること
マイナポイントの説明や申込手続き

▶開設時間（土、祝日、第３土曜日の翌日は休み）
月～金　午前８時30 分～午後 5時15 分
日　午前９時～正午

問マイナンバー総合フリーダイヤル（総務省）
（☎０１２０－９５－０１７８）
問（マイナンバーカードについて）マイナンバーカード
特設ブース（☎２１－７７６５、 ２３－５３９１）

問（マイナポイントについて）マイナポイント特設ブー
ス（☎３６－８７５０、 ２３－５３９１）

段ボール堆肥作りに挑戦！
生ごみは有機質に富む良質
な堆肥として再利用でき、
可燃ごみの量を減らすこと
にもつながります。生ごみ
の堆肥化には、手軽な「段ボー
ル堆肥」がお勧めです。
■段ボール堆肥作りに挑戦しよう
段ボール箱を使った生ごみ堆肥（段ボール堆肥）作りは、
段ボール箱にピートモスやもみ殻くん炭などで微生物
のすみかを作り、自然界と同じようなしくみで生ごみ
を分解し、堆肥化しようというものです。

■段ボール堆肥作り入門セットをプレゼント
段ボール箱とピートモス、もみ殻くん炭のセットをク
リーン推進課（クリーンセンター内）で７月12日（火）
から無料プレゼントします。

※ 1世帯１セット。先着200セット。
問クリーン推進課（☎２３－５２５９、 ３０－０２７１）



No.49あごの南蛮漬

作り方（所要時間約20分）
① とびうおに片栗粉をまんべんなくまぶす。
② ①の余分な片栗粉を落として油で揚げる。
③ 南蛮酢を作る。
ピーマン、赤ピーマンはみじん切りにする。赤
たまねぎもみじん切りにして水にさらし、しば
らくしてからザルにあげて軽くしぼる。Ａの調
味料をさっと煮立て、野菜を入れて火を止める。

④ ②のとびうおに③の南蛮酢をかける。

今月のひとくち食育
夏は「とびうお」が旬をむかえます。とびうおは、鳥
取県で多く水揚げされ、山陰地方では「あご」という
名前で親しまれています。旬のとびうおを、暑い夏
でも食べやすいように、さっぱりとした南蛮漬けに
しました。子どもたちがあまり得意でない青魚です
が、ピーマンや赤ピーマンなどのカラフルな野菜で
彩ると食欲アップにつながるようです。食欲が落ち
やすい夏ですが、視覚的に工夫すると効果的です。
問学校給食課（☎３３－４７５１、 ３３－４７５７）

City Information

米子市営住宅入居者募集
■所在地、規格、家賃など

住宅名（所在地） 部屋番号 間取り 家賃月額

青木住宅
（永江）

59R1-101
高齢者等向住宅

3DK
17,200円
～33,700円

錦海町住宅
（錦海町）

5R1-304 3DK
22,100円
～43,500円

西福原住宅
（西福原８丁目）

13R1-101
車いす世帯等優先

2LDK
29,000円
～56,900円

※車いす世帯等優先枠は、常時車いすを使用する必要の
ある方の世帯を優先的に選考します。

■受付期間　７月１日（金）～７日（木）
■受付場所　住宅政策課（市役所本庁舎２階）
　　　　　　淀江支所地域生活課（淀江支所１階）
■必要書類
マイナンバーを確認できるものと本人確認書類
※申込理由により添付書類が必要な場合があります。

■入居可能予定日　８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
敷金として家賃３か月分が必要です。

問住宅政策課（☎２３－５２６３、 ２３－５３９６）

材料（４人分）
とびうお（あご）…

50g程度を４切れ
赤たまねぎ…1/4 個
三温糖…大さじ１

片栗粉…大さじ３ 酢…大さじ１
揚げ油…適量 しょうゆ…大さじ１強
ピーマン…1/2 個 みりん…小さじ１
赤ピーマン…1/4 個 水…少々

A
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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）
サマージャンボミニ3,000万円

7月５日●火2種類同時発売! 発売期間7/ 5 ●火～8/5●金抽せん日8/17●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

行政窓口サービスセンターが移転します
これまで市役所第２庁舎１階に開設していた行政窓口
サービスセンターが、このたび本庁舎へ移転します。
■移転する場所　市役所本庁舎 1階（市民一課内）
■新しい窓口での業務開始日　７月３日（日）
■開所日　日曜日と振替休日　（祝日、年末年始を除く）
■受付時間　午前８時30分～午後５時
■取扱業務
▶住民票、記載事項証明、戸籍、除籍（戸籍）
▶印鑑登録証明書（印鑑登録は扱っていません）
▶所得証明書・資産証明書
▶戸籍の附票（戸籍電算化前のものは発行できません）
▶身分証明書

問市民一課（☎２３－５１４４、 ２３－５３９８）



東大人文・淀江プロジェクト始動！
東京大学大学院人文社会系研究科・文学部は「日本海沿
岸地域における考古学・歴史遺産の研究～鳥取県米子市
淀江町域を中心として～」（東大人文・淀江プロジェクト）
を今年４月に開始しました。このたび、プロジェクト開
始を記念したキックオフ・シンポジウムを企画しました
ので、奮ってご参加ください。
■淀江の石馬と継体天皇
―九州・北陸と淀江を繋ぐ日本海交流―
▶と き　７月16日（土）午後１時～４時30分
▶ところ　淀江文化センターさなめホール　大ホール
▶参加費　無料
▶申込方法
氏名、年齢、住所、連絡先、「石馬シンポ参加希望」
と明記して、往復ハガキまたはメールで申し込み
※オンライン受講希望の方はメールで申し込み。
※申し込みされた方には参加票をお送りします。
※定員になり次第、締め切ります。

▶申込みハガキの送付先　
〒 113-0033　東京都文京区本郷 7-3-1　　
東京大学大学院人文社会系研究科　次世代人文学開
発センター　人文学応用連携推進室
東大人文・淀江プロジェクト事務局　宛

▶メール申込み先　hsato@l
エル

.u-tokyo.ac.jp
問東大人文・淀江プロジェクト事務局
プロジェクト室　佐藤（☎０３－５８４１－４０４６）
事務担当　土田（☎０３－５８４１－４０２８）

有毒植物を食べないように
毎年、スイセン・イヌサフランなどの有毒植物を誤って
食べてしまうことによる食中毒が報告されています。食
用と確実に判断できない植物については絶対に「採らな
い」「売らない」「人にあげない」よう注意しましょう！
問健康対策課（☎２３－５４７２、 ２３－５４６０）

写真撮影会&写真講座 in よどえ
現在作品を募集している「淀江の四季フォトコンテスト
2022」の一環として、「写真撮影会&写真講座 in よどえ」
を開催します。プロの写真家から写真の楽しみ方や構図
のとり方などのアドバイスがもらえます。撮影会のみ、
講座のみの参加も可能です。
■と き　７月23日（土）午前８時～正午

写真撮影会　午前８時～ 10時
写真講座　　午前10時30分～正午

■ところ　伯耆古代の丘公園（淀江町福岡 1529）
■参加料　無料
■定 員　写真撮影会 20人、写真講座 10人（先着）
■申込方法　電話、FAX（淀江振興課へ）
■淀江の四季フォトコンテスト 2022作品募集中！
▶申込締切　令和 5年 1月 6日（金）
※令和４年１月からおおむね１年以内に淀江町内で撮
影された自作の未発表の作品。サイズはB4（４切り
ワイドを含む）のみ。カラー・白黒は不問。

問淀江振興課（☎５６－３１６４、 ５６－５２０１）
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皆生温泉海遊ビーチ ７月９日 海開き！
今年も皆生温泉海遊ビーチが海開きします。海浜施設「ビーチリゾート KAIKE」も開設！
楽しいアクティビティが盛りだくさんです。くわしくは米子市観光協会ホームページで！

BEACH RESORT KAIKE
７月９日（土）～８月28日（日）

有料休憩スペース／水上アスレチック「海
皆－ KAI・KAI －」／シーカヤック／サッ
プ／ビーチスポーツ／アクアボール／バナ
ナボート／浮き輪・カイトなどレンタル

充実の飲食メニュー！
皆生花火大会も復活します！

人にやさしい

「ユニバーサルビーチ」
障がいのあるなしに関わらず、
レジャーを楽しむことができます。
７月16日（土）～８月21日（日）
期間中の土日のみ 午前10時～午後４時
ヒッポキャンプ（水陸両用アウトドア車
いす）無料貸出、子ども用ライフジャケッ
ト無料貸出、アクセスマット設置

NEW!!
アクセス
マット

ヒッポ
キャンプ

問米子市観光協会 海浜事務所（７月９日～８月28日）（☎０９０－５６９１－６３９６）※期間外（☎３７－２３１１）

市からのお知らせ
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第40回
全日本トライアスロン
皆生大会
７月17日（日）開催！
コロナ禍で２年間中止となった第40回全日本トライアスロン皆生
大会が、今年いよいよ開催されます！新型コロナウイルス感染症
対策のため、コースなどを変更。安心安全な運営をめざします。
大会はたくさんのボランティアに支えられ、選手はひたむきにゴー
ルに向かいます。選手の皆さんのご健闘をお祈りしています。
問皆生トライアスロン協会（☎３４－２８１９）
この大会は、スポーツ振興くじ助成金を受けて開催
されます。

当日は渋滞やゴール付近での駐車場不足が
予想されます
陸上競技場にお越しの場合は公共交通機関をお使いください。
（最寄り駅：JR山陰本線「東山公園駅」）

SWIM3km

BIKE115km

RUN32km


