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Facebook Instagram Twitter YouTube LINE

米子市SNSでリアルタイムに情報発
信しています！

Please Follow Us! ▶▶▶

６月12日に「令和４年度 中海・宍道湖一斉清掃」
を実施しました。
米子会場では約1,000人のボランティアの方にご
参加いただき、たくさんのゴミを回収し、中海を
きれいにすることができました。
ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうござ
いました！
（環境政策課）

４月に開設した「米子市ふれあいの里総合相談支
援センター」の愛称を募集したところ、米子市は
もとより、全国から208件のご応募をいただき
ました。このたび、選考の結果、愛称を「えしこに」
に決定しました。
「えしこに」は、米子弁で「いい具合に」という意
味です。良い方向に、前向きに進んで行けるよう
な支援を行う場所になれたらという思いを込めま
した。また、米子弁を使うことによって、皆さん
に親しみを込めて呼んでいただければと思いま
す。どうぞ、福祉の困りごとは「えしこに」へご
相談ください！
（福祉政策課）

子どもを狙った犯罪が多発する中、全国的に地域
で子どもたちを見守る「地域の目」が注目されて
います。米子市少年指導委員は、子どもたちの登
下校を中心とした見守り活動や通学路の安全点検
など、子どもたちの安心安全を守るとともに、健
全育成のため日々活動しています。
今年は少年指導委員の２年の任期の改選期にあた
り、６月１日付で新たに215人を少年指導委員
に委嘱しました。
皆さんも少年指導委員の活動についてご理解いた
だき、子どもたちの見守り活動にご協力をお願い
します。
（こども政策課）



11

Yonago Diary 
米子市の出来事を市役所の各課がお伝えします！（６月分）

米子駅の南北自由通路の工事が着々と進んでいま
す。写真は、６月21日に工事現場から撮影しま
した。現在は鉄骨の骨組みが進んでおり、お盆前
には組み立てが完了する予定です。
自由通路は令和 5年 8月ごろの供用開始を予定
しています。
今後もますます変化していく米子駅の様子にご注
目ください！
市ホームページで定期的に工事の進
ちょく情報を掲載しています。
（都市整備課）

JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大
会が 4月下旬に神奈川県で開催され、本大会に
出場し活躍された 3人の選手が、表敬訪問に来
てくれました！
門脇選手／長拳 Bで３位
瀧田選手／南拳 Bで優勝
森山選手／南拳 Bで３位
今後益々ご活躍されますようお祈りいたします！
がんばってください！
※写真左から、指導者の林さん、瀧田選手、門
脇選手、森山選手、伊木市長

（スポーツ振興課）

学校給食の食育の取り組み「いきいきこめっこプ
ロジェクト」が今年で５周年を迎えるにあたり、
６月22日に市長と学校給食キャラクター「こめ
太・こめ子」が福米東小学校を訪問し、児童と一
緒に給食を食べました。
米子市でとれたおいしい白ねぎをたっぷり使った
「米子っこラーメン」や、米子市のキャラクター
であるヨネギーズの白ねぎをイメージした白と緑
の２層ゼリー「ヨネギーズゼリー」など、米子の
ことをもっと好きになる献立で、おいしく楽しい
ひとときを過ごしました。
（学校給食課）
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南公園墓地行き臨時バスを運行します
お盆に南公園墓地行きの臨時バスを運行します。交通渋
滞解消にもつながりますので、積極的にご利用ください。
■運行期間　８月13日（土）～ 15日（月）
■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　日ノ丸バス
問日ノ丸自動車（株）（☎３２－２１２３）
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）

男女共同参画をテーマにした
作品をご紹介します
男女共同参画をテーマにした絵はがきや標語につ
いて、今年度ご応募をいただいた作品の一部をご
紹介します。なお、応募作品は男女共同参画セン
ター“かぷりあ”（市役所旧庁舎１階）に展示して
います。ぜひご覧ください！
問男女共同参画推進課
（☎２３－５４１９、 ２３－５３９２）

「多様性 違いを理解 分かり合う」
「参画で 増える会話と 減る不満」
「共同参画　いつでもどこでも　誰とでも」
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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。
■非核平和都市宣言
真の恒久平和は、私たち人類共通の願いです。
しかし、世界各地で今なお紛争が絶えず、依然として
軍備の拡大が続けられ、世界平和に深刻な脅威をもた
らしていることに、世界中の人々が等しく憂えていま
す。
我が国は、世界で唯一の核被爆国として、再びあの広
島、長崎の惨禍を繰り返してはなりません。また、日
本国憲法の恒久平和主義の理念を市民生活の中に生か
し、継承しなければなりません。
したがって、米子市は、核兵器を持たず、つくらず、
持ち込ませずという非核三原則の完全実施と、すべて
の核兵器の廃絶を全世界に向かって訴えるとともに、
ここに「非核平和都市」を宣言します。

（平成18年３月28日議決）
■追悼と平和を祈る黙とうを
昭和20年に広島市と長崎市に原爆が投下され、終戦を
迎えてから今年で77年目になります。原爆死没者と戦
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。
▶原爆被災の日
▷広島市　８月６日（土）午前８時15分
▷長崎市　８月９日（火）午前11時２分

▶終戦の日　８月15日（月）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１日（月）～15日（月）

▶ところ
市役所本庁舎１階　会計課前通路

※原爆パネルを貸し出ししています。くわしくは、お
問い合わせください。

■問い合わせ
総務管財課（☎２３－５３３１、 ２３－５３９０）

　

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）

インターネットと同和問題

　近年急速に情報化社会が進む中、インター
ネット ( 以下「ネット」と呼ぶ。) 上では悪質
な誹謗中傷やいじめ、差別的な書き込みなど
人権に関するさまざまな問題が発生していま
す。
　その中で、同和地区関係者への誹謗中傷や
地名を公表するなどの差別を助長する内容の
書き込みがなされるといった事案が発生して
います。
　同和問題は、同和地区に生まれたとか住ん
でいるというだけで、日常生活のさまざまな
面で差別を受け、本来憲法で国民誰もが保障
されている「基本的人権」が不当に侵害されて
いる、わが国固有の人権問題です。
　同和問題をいまさら取り上げる必要はなく、
そっとしておけば自然に解消するという「寝た
子をおこすな」のような考え方があります。し
かし、何も知らない人がネット上の悪質な書
き込みを信じて偏見をもってしまう懸念があ
ります。
～「誰か」のことではない～
　人権問題は、自分以外の「誰かのこと」でも
「自分には関係ないこと」でもありません。
　ネットの誤った情報などに惑わされないよ
う、誰もが学び、正しく理解して、みんなで
差別を解消していきましょう。

―すべての拉致被害者の一刻も早い帰国実現をめざして―　<県民メッセージ抜粋>

被害者家族の方々の胸の痛みを想うと、一日も早く、家族の元に帰って欲しいと願う。
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特別医療費受給資格証は更新しましたか
青色の特別医療費受給資格証の「ひとり親家庭」の方と黄
色または紫色の特別医療費受給資格証をお持ちの方は、
受給資格証の更新手続きが必要です。まだ更新がお済み
でない方は、郵送または窓口で手続きしてください。
■郵送で更新手続きをする方
お送りした通知をご確認ください。

■窓口で更新手続きをする方
▶受付窓口
市民二課（市役所本庁舎１階６番窓口）
淀江支所地域生活課

▶必要なもの
▷ひとり親家庭の方（青色の特別医療費受給資格証
の「ひとり親家庭」の欄に丸印のある方）
※いずれも本人と18歳未満の子ども全員分が必要
□健康保険証
□特別医療費受給資格証
□各種年金証書

▷身体障がい３級・知的障がい B判定・精神障がい２・
３級の方（黄色または紫色の特別医療費受給資格証
の方）
□受給者本人の健康保険証
□特別医療費受給資格証
□身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保
健福祉手帳

※重度心身障がい者の方（青色の特別医療費受給資格証「重
度心身等」の方）には新しい受給資格証を郵送しました。
まだ届いていない方は、お問い合わせください。

※令和４年１月１日に米子市に住民登録のない方につい
ては、所得課税証明書（世帯全員）を 1月 1日の住民登
録地で発行を受けてお持ちください。

※所得制限などのため受給資格を喪失された方で、令和
３年中の所得状況等に変動があった方は、受給資格を
再取得出来る場合がありますのでご相談ください。

※代理の方がお越しになる場合は、代理の方の運転免許
証や健康保険証、マイナンバーカードなど本人確認が
できるものをご持参ください。

問市民二課年金医療担当
（☎２３－５１２３・２３－５１２７、 ２３－５３９１）

希望者に安定ヨウ素剤を配布します
安定ヨウ素剤は、体内に取り込まれる放射性ヨウ素が甲
状腺に集まることを防ぎ、甲状腺がんの発生リスクを低
減させる効果があります。原子力災害発生時に迅速に配
布できるように、公民館、小中学校などの一時集結所に
備蓄していますが、一定の条件に該当する方に事前配布
を行います。
■事前配布の流れ
申請書入手→申請書提出→案内通知受理→説明会参加
（安定ヨウ素剤受け取り）
■対象者　
島根原子力発電所からおおむね30㎞圏内（UPZ）にお
住まいで、緊急時に安定ヨウ素剤をすみやかに受け取
りに行くことができない理由のある方。
▶島根原子力発電所からおおむね30㎞圏内（UPZ）の
区域
大篠津、崎津、和田、富益、彦名、夜見、河崎の各
公民館区全域、住吉公民館区のうち旗ヶ崎３区南、
旗ヶ崎３区北、上後藤２区、上後藤４区、安倍、中
ノ海１区、中ノ海２区の自治会区域、加茂公民館区
のうち加茂５区西、加茂５区中、加茂住宅、三柳団
地３区、三柳団地４区、三柳北、浜河崎の自治会区
域

※一時集結所は各地区の公民館、小中学校などです。
くわしくはチラシやホームページでご確認ください。

■申請方法　申請書を持参、メール、FAX、または郵送
※申請書は健康対策課、防災安全課にあります。また、
米子市・鳥取県のホームページからもダウンロード
できます。

■申請期間　８月１日（月）～31日（水）
※郵送は31日（水）当日消印有効

■申請窓口
健康対策課（ふれあいの里３階）
防災安全課（市役所本庁舎３階）

■申請の受理・案内の通知
申請が受理された方には、後日、説明会の日程など事
前配布に関する案内文書を送付します。

■事前配布説明会の日程と会場
▶と き　10月16日（日）

①午後２時～４時　②午後７時～９時
※受付は開始30分前から

▶ところ　ふれあいの里 
※事前配布説明会のほか、県西部総合事務所福祉保健
局（米子保健所）でも安定ヨウ素剤の事前配布を実施
しています（毎月第２・４火曜日（祝日を除く）午後３
時～５時、事前予約制）。くわしくは、県のホームペー
ジをご確認ください。

問健康対策課（☎２３－５４５１、 ２３－５４６０）

米子市ホームページ
バナー広告募集中！
■掲載料（月額）
１枠11,000円（税込み）

問秘書広報課
（☎２３－５３７２）



15

City Information

No.50そうめんかぼちゃのサラダ

作り方（所要時間約15分）
① そうめんかぼちゃは輪切りにしてゆでた後、冷
ましてほぐす。

② きゅうりは千切りにして、塩をふり、水気をきっ
ておく。にんじんは千切りにし、ゆでて水気を
きり、冷ましておく。

③ Ａの調味料を混ぜ合わせ、そうめんかぼちゃ、
キュウリ、にんじん、まぐろフレークと和える。

今月のひとくち食育
そうめんかぼちゃは完熟したものをゆでると、そう
めん状にほぐれるので、この名前がついたといわれ
ています。鮮やかな黄色をしているので「金糸瓜」
ともよばれ、シャキシャキとした食感が特徴です。
どの料理にも合うので学校給食ではサラダにした
り、すまし汁にしています。
今回は、きゅうりやにんじんとあわせて彩りを豊か
にし、マヨネーズ味で食欲の落ちやすい夏場にも食
べやすいサラダにしました。
ご家庭で食べる機会が少ないと思いますが、調理す
るにも楽しい食べ物ですので、子どもたちと一緒に
調理されてみてはいかがでしょう。
問学校給食課（☎３３－４７５１、 ３３－４７５７）

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

万能町住宅
（万能町）

304 3K
10,800円
～21,200円

冨士見町住宅
（冨士見町）

104
単身向け

1K
11,200円
～18,500円

東町住宅
（東町）

304
子育て世帯等優先

3LDK
28,800円
～56,600円

西福原住宅
（西福原八丁目）

14R1-408 3LDK
27,300円
～53,600円

※子育て世帯等優先枠は、母子生活支援施設から退所す
る世帯を優先的に選考します。

■受付期間　８月１日（月）～５日（金）
■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　９月１日（木）
※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）
そうめんかぼちゃ

…70g
マヨネーズ…大さじ２
酢…小さじ 1/2

きゅうり…１本 薄口しょうゆ…小さじ 1/4
にんじん…20ｇ きゅうり用当て塩…適量
まぐろフレーク…30ｇ

介護保険サービス費が高額になったら
介護保険サービスの１か月の利用者負担が上限額を超え
た場合は、高額介護サービス費として後日お返しします。
※過去の利用分も２年間さかのぼって申請可能
※施設利用の際の部屋代、食事代等は対象外

区分 世帯上限額

年収約1,160万円以上 140,100円

年収約770万円以上
年収約1,160万円未満 93,000円

住民税課税世帯
年収約770万円未満 44,400円

住民税非課税世帯等

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
の方等は個人上限15,000円

生活保護受給中の方など 15,000円

■申請に必要なもの　介護サービス費の領収書、認印、
高額介護サービス費の振込希望先の預金通帳

問長寿社会課（☎２３－５１３２、 ２３－５０１２）

A


