
二十歳の

門出を祝う
　二十歳を迎えた皆さんの門出を祝し、「令和５年米子市二十歳
（はたち）を祝う会」を、１月３日に米子コンベンションセンター
で開催しました。
　このたび二十歳を迎えるのは市内在住の平成14年４月２日か
ら平成15年４月１日生まれの方で、計1,376人でした。
　祝う会には1,008人の二十歳を迎える方が出席し、社会人と
しての決意を新たにしました。
問生涯学習課（☎ 23－5442）

令和５年二十歳を祝う会記念感想文　入賞者

最優秀賞　松
ま つ い

井 菜
な な

夏さん「感謝と決意」／優秀賞　木
き ど

戸 将
まさひろ

大さ

ん「成人を迎えて」／入選　岡
お か だ

田 彩
あ や か

花さん「成人を迎えて」／

入選　花
はなかわ

川 京
きょうのすけ

之輔さん「今の自分と将来」
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有

料

広

告

確 定 申 告 は

お 早 め に
所得税の確定申告、市県民税の申告の受付期間が始まりま
す。早めに準備をしましょう。申告に必要なものは、広報
よなご１月号や市ホームページをご確認ください。また、
確定申告は自宅から、スマホやパソコンでもできます。
【所得税の申告について】問米子税務署（☎ 32－4121）
【市県民税の申告について】問市民税課（☎ 23－5114）

▶会場で申告 ▶Webで申告
■会場設置期間
▶米子地方合同庁舎　５階会議室
１月30日（月）～２月13日（月）

▶米子コンベンションセンター　２階国際会議室
２月16日（木）～３月15日（水）

■会場への入場には「入場整理券」が必要です
▶入場整理券は国税庁の公式 LINEアカウントから事
前に入手するか、当日会場で入手してください。

▶配布される入場券は枚数の上限があります。
▶上限に達した場合は後日の来場をお願いすること
があります。当日の配布状況は、国税庁ホームペー
ジで確認できます。

※申告期間中は、米子市役所・米子税務署での申告相
談は行いません。

※市県民税申告コーナーは、入場整理券は不要です。
（米子コンベンションセンターのみ設置）

■自宅からの電子申告が便利です！
マイナンバーカードと、ICカードリーダライタまた
はマイナンバーカード対応のスマートフォンがあれ
ば、e-Tax（電子申告）を利用して申告書を提出で
きます。感染症対策の観点からも、ぜひご自宅から
e-Taxをご利用ください。
▶マイナンバーカードをお持ちではない場合
事前に税務署や申告会場でIDとパスワードを設定
する手続きをすれば、e-Taxを利用することがで
きます。

■「確定申告書等作成コーナー」をご活用ください
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで
は、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで、
申告書や決算書などを作成し、e-Taxによる送信・
印刷ができます。
ぜひご活用ください。

◀国税庁公式 LINE アカウント

◀国税庁確定申告書等作成コーナー
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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
認印、高額介護サービス費の振込希望先の預金通帳

※領収書の添付は原則必要ありません。ただし、自己負
担分を支払わなければ支給できません。

問長寿社会課（☎ 23－5131 23－5012）

City Information

防災ラジオ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。
■防災ラジオの３つのポイント
①自動起動機能　自動で電源が付き放送が流れます。
※公民館の地区放送や自治会の放送は流れません。
②ライト点灯機能　停電時に非常灯として利用可能。
③録音機能　緊急放送などを自動録音します。

■申し込める方
市内にお住まいの方、市内の事業所・自治会

■費用　1台 2,000 円
※１世帯１台まで（事業所・自治会は複数可）
※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。通常の手続きと異なり
ますのでお問い合わせのうえ、お申し込みください。

■申込方法
▶一般家庭　申請書の郵送、Web申込み
※申請書は市ホームページ、市役所、公
民館、ふれあいの里で入手できます。

▶事業所・自治体　Web申込み
問防災安全課（☎ 23－5337 23－5387）

Web
申込み

子育て世帯へ給付金を支給しています
ひとり親世帯や低所得の子育て世帯を支援するため、次
の２つの給付金を支給しています。
①子育て世帯生活支援特別給付金（児童１人あたり５万円）
②子育て世帯への生活支援給付金（１世帯あたり５万円）
受け取るために申請が必要な場合がありますので、手続
きをしてください。（申請が不要な方には既に支給済み）
■申請が必要な方
▶ひとり親世帯分
▷公的年金などを受給していることにより、児童扶
養手当の支給を受けていない方

▷新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、
令和４年１月以降の収入が児童扶養手当を受給し
ている方と同じ水準となっている方

▶ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
平成16年４月２日以降（障がいのある場合は平成14
年４月２日以降）令和５年２月28日までに生まれた
児童を養育する方で、次のいずれかに該当する方
▷令和４年度住民税均等割が非課税の方
▷新型コロナウイルスなどの影響を受けて家計が急
変し、令和４年１月以降の収入が、令和４年度住
民税均等割非課税者と同じ水準となっている方

■申請手続き
申請書に必要書類を添付し、申請（郵送可）してください。

■申請期限　２月28日（火）
問給付金窓口（☎ 21－4561 23－5392）

廃車の手続きは３月末までに
すでに使わなくなった軽自動車や原動機付自転車などは、
３月末までに廃車の届出をしていないと軽自動車税がか
かります。まだの方は手続きをしてください。
■廃車届出窓口
▶原動機付自転車（125cc以下のオートバイ）
農耕作業車、小型特殊作業車
市民税課、淀江支所地域生活課

▶軽自動車
軽自動車検査協会鳥取事務所
（鳥取市安長 77番地１、☎ 050－3816－3082）
※税申告窓口は（社）全国軽自動車協会連合会鳥取県
事務取扱所（☎ 0857－28－7021）

▶軽二輪（125ccを超え250cc以下のオートバイ）
二輪の小型自動車（250ccを超えるオートバイ）
鳥取運輸支局
（鳥取市丸山町224番地、☎ 050－5540－2070）
※税申告窓口は鳥取県自動車整備振興会建物内11番
窓口（鳥取運輸支局隣り　鳥取市丸山町233番地）

問市民税課（☎ 23－5111 23－5397）
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市からのお知らせ
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淀江の四季フォトコンテスト巡回展示
「淀江の四季フォトコンテスト 2022」の応募作品を巡回
展示します。皆さんが撮影した四季折々の淀江の美しい
風景写真を、ぜひご鑑賞ください。
■会場・開催期間
▶米子市淀江文化センター
２月９日（木）午後 1時～ 2月24日（金）正午

▶米子市淀江支所 1階ホール
３月１日（水）午後 1時～ 3月14日（火）正午

▶米子市立図書館 2階ギャラリー
３月22日（水）午後 1時～４月５日（水）正午

■観覧料　無料
※各施設で休館日、開館時間が異なります。
※期間中に作品の入れ替えを行う場合があります。
問淀江振興課（☎ 56－3164 56－5201）

　

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）

誰もが住みよい社会をつくる
ために～障がいと人権～

　皆さんは、障がいと聞いてどのようなイメー
ジを持たれますか？
　現在の米子市の人口は約14万６千人ですが、
このうち障害者手帳を持っておられる人は約
8,100人で、全市民の5.5％にあたります。
　障害者手帳は持っておられなくても、日常
生活で何らかの不便や生きづらさ、不安を抱
えておられる方もいます。障がいは、誰もが
病気や事故で当事者になる可能性があります。
　障がいのある人が、日々の買い物や外出、
旅行だけでなく、アパートの契約など、自分
らしく生きるためにしたいことが、障がいが
あることでできなかったり、断られることが
あるのはなぜでしょうか。
　その理由の一つが、障がいのある人を取り
巻く周囲の人々が、見えない壁、つまり社会
的障壁（バリア）を築いていることと言われて
います。この障壁を築いたのが人間であるな
ら、これを崩すことができるのも人間です。
　「何かお困りですか？」「何かお手伝いでき
ることはありますか？」
　誰かが困っていたら、障がいの有無に関わ
らず、声をかけましょう。そして、必要があ
れば、行動しましょう。少しの勇気で、誰も
が住みよい社会づくりにつなげていけたら良
いですね。

―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>

今私たちにできることは、声を上げ続けることであろうと思います。

紹介したい公共施設
米子市景観審議会が選ぶ

米子市景観審議会が選出した、市内の優れた都市
景観の形成に貢献している公共施設を、皆さんに
ご紹介します。
問建築相談課（☎ 23－5293）

【米子ケヤキ通り】
国道431号の西福原から新開の約1.5㎞の区間で、
両側の歩道部、道路中央を流れる新開川の両側に
植樹された大きなケヤキは、春から夏にかけては
緑色、秋には黄色のトンネルができます。近くの
歩道橋からの眺めは素晴らしく、また車の中から
も季節感を味わえる樹木の景観となっています。

米子市景観審議会委員を募集します→P18



City Information

No.56香味サラダ

作り方（所要時間約10分）
① ベーコンは短冊切りに、きゅうりは輪切りに、キャ
ベツは８㎜幅に切り、ブロッコリーは小房にわけ
る。

② キャベツ、ブロッコリー、スイートコーンをゆで、
冷やしておく。きゅうりは塩もみをして、よく絞っ
て水気を切っておく。

③ すりおろしにんにくを炒め、そこにベーコンを加
えてカラッとなるまで炒める。

④ Aの調味料をよく混ぜ合わせ、②と③を和える。

今月のひとくち食育
学校給食で人気のある、にんにくやベーコンをカ
ラッと香ばしく炒めたサラダです。にんにくと粒マ
スタードを使ったドレッシングがアクセントになっ
て、野菜をたくさん食べてくれます。学校給食では、
季節の旬の野菜を使って１年を通して登場します。
ベーコンのかわりに、ハムやささみなどを使っても
おいしくいただけます。ご家庭にある食べ物でアレ
ンジしてみてください。
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

錦海町
（錦海町）

4R2-303 3LDK
22,800円
～42,900円

加茂
（両三柳）

11R2-405 2LDK
20,800円
～40,800円

五千石
（福市）

25R2-103 3LDK
29,900円
～58,700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　２月１日（水）～７日（火）
■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　３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
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）
きゅうり…70g サラダ油…小さじ２
キャベツ…80g 酢…小さじ２
ブロッコリー…60g 砂糖…小さじ１弱
スイートコーン…20g 薄口しょうゆ

…小さじ 2/3ベーコン…20g
すりおろしにんにく

…少々
粒マスタード…少々
こしょう…少々
塩…少々

A
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ろう医師による講演会
西部ろうあ仲間サロン会では、社会課題や障がい者福祉
をテーマにした映画を上映し、ろう者と地域住民との交
流を図る「まちの映画館」を開催しています。今回は、難
聴の医師・今川竜二さんを講師に迎え、今川さんが医師
として働く姿を追ったドキュメンタリー映像の上映を含
めた講演会を開催します。
■講演名
ろう医師として働くうえでの愉しみと苦しみ

■講 師　今川 竜二さん
（岩手県立中央病院総合診療科医師）
■と き
２月11日（土・祝）午後２時～４時30分
（受付：午後１時30分～）
■ところ
ヘルスケアタウンさかいみなと
ナマステホール（境港市誠道町 2083）

■参加費　無料（要事前申込）
■申込方法　FAX、郵送、メール
■申込締切　２月７日（火）
問特定非営利活動法人西部ろうあ仲間サロン会
〒 683-0845　米子市旗ヶ崎６丁目 15-26
（☎ 090－5702－1356 57－4137）


