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１　諸行事の対応

行　　　　　事　　　　　名年　　月　　日

 1日4月平成21年 

3日

6日

6日

6日

9日

10日

16日

17日

18日

21日

25日

25日

26日

27日

29日

29日

8日

14日5月

15日

16日

18日

20日

20日

21日

21日

22日

23日

24日

25日

25日

26日

26日

29日

30日

YMCA米子医療福祉専門学校入学式

鳥取大学医学部入学時オリエンテーション

春の全国交通安全運動推進式・街頭広報活動

平成21年度米子市情報公開･個人情報保護審査会

平成21年度米子更生保護女性会総会

中学校入学式

第51回新協展オープニングセレモニー

日本たばこ産業㈱灰皿等目録贈呈

2009鳥取･因幡の祭典開幕式典

とっとり花回廊開園10周年記念セレモニー

米子市長登庁式

平成21年度春季鳥取県高等学校野球大会開会式

第22回米子つつじ祭米川会場開会式

第22回米子つつじ祭五千石会場開会式

｢第29回全日本トライアスロン皆生大会｣大会本部事務所開き

第80回鳥取県中央メーデー大会

鳥取西部農業協同組合第15回通常総代会

米子がいな祭企画実行本部事務所開き

平成21年度米子市観光協会通常総会

米子市議会　5月臨時会

平成21年度米子市自治連合会定例総会

米子市日吉津村中学校組合議会

加茂川を美しくする運動連絡協議会総会

米子市公民館連合会総会

平成21年度米子市民生児童委員協議会定例総会

(社)米子広域シルバー人材センター平成21年度通常総会

米子市自治連合会新年度役員会

美保基地航空祭前夜祝賀会

日南町制施行50周年記念式典

第59回社会を明るくする運動米子市実施委員会

平成21年度(財)中海水鳥国際交流基金財団理事会

平成21年度米子市人権･同和教育推進協議会総会

中海市長会

米子市議会 5月臨時会

中浦水門撤去・森山堤防開削完成報告会

■■　企 画 部 秘 書 広 報 課　■■
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行　　　　　事　　　　　名年　　月　　日

2日6月平成21年 

3日

3日

5日

6日

7日

10日

14日

14日

6/19～7/13日

21日

21日

28日

30日

8日7月

8日

8日

8日

8日

12日

14日

15日

18～20日

19日

21日

22日

22日

22日

23.24日

24日

27日

30日

4日8月

4日

5日

6日

7日

8日

10日

12日

全国市長会議 温泉所在都市協議会役員会

全国市長会議 総会

伊藤外務副大臣主催｢自治体国際交流活動支援レセプション｣

第49回米子市美術展覧会開会式

フラワーフェスティバル2009｢花と遊ぼう｣

中海写真展表彰式

大助・花子健康ウォ キーング実行委員会

中海・宍道湖一斉清掃

第５回米子消防ポンプ操法大会

米子市議会　6月定例会

皆生海岸周辺清掃ボランティア活動

ガイナーレ鳥取ホームゲーム応援

第59回社会を明るくする運動開始式

環日本海定期貨客船の境港初入港セレモニー

㈱大山どり から寄付金贈呈

皆生温泉｢BAY SIDE square｣オープニングセレモニー

(有)平井工業からマスク15000枚寄贈

米子市建設業協議会からがいな祭振興会へ寄付金贈呈

米子市観光センター展示場実行委員会定期総会

ボランティアロードin米子

第36回米子がいな祭安全祈願祭

米子工業高等専門学校振興協力会総会

第29回全日本トライアスロン皆生大会開会式

第55回鳥取県消防ポンプ操法大会

米子市日吉津村中学校組合議会

米子駅前開発㈱取締役会

鳥取県西部広域行政管理組合正副管理者会議

航空自衛隊美保基地納涼祭

中国治水期成同盟会連合会要望活動

米子市企業誘致推進委員会

｢米子ものづくり道場｣　看板設置式

平成21年鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会

山陰自動車道建設促進懇談会・要望活動

総務省消防庁要望活動

第1回県･市町村行政懇談会

鳥取大学染色体工学研究センター設置記念式典

中海市長会

第36回米子がいな祭

(財)米子市教育文化事業団から美術館へソファーセット贈呈式

ふるさと納税パンフレット配布
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行　　　　　事　　　　　名年　　月　　日

14日8月平成21年 

17日

18～23日

23日

24日

26日

27日

4～30日9月

6日

6日

15日

19日

20日

21日

23日

25日

26日

27日

27日

29日

1日10月

3日

3日

3日

4日

6日

7日

8日

8日

10～16日

17日

17日

20日

21.22日

23日

23日

26日

27日

27日

30日

第43回県指定無形民俗文化財｢米子盆踊り｣大会

福祉の店オープニングセレモニー

第15回環日本海拠点都市会議　

米子のカッパ像除幕式

新規高等学校卒業予定者の求人確保に向け商工会議所へ要望

鳥取県市長会議

第17回よなご文化のよいまつり

米子市議会　9月定例会

平成21年度米子市消防団水防訓練開始式

よなご市民自治まつり

やらいや米子平成ルネッサンス事業記者発表

皆生･大山SEA TO SUMMIT 2009開会式

米子市同和事業推進協議会総会

銀色の雨プレミアム上映会

2009サイクルカーニバルin YODOE開会式

丸京製菓㈱からどらドラパーク美化運動資金贈呈式

平成21年度シニア県展オープニングセレモニー

第30回米子市福祉のつどい～1000人ウォーク～

平成21年度人権協働ネットワーク　ミニシンポジウム

旅行会社招致 鳥取県現地研修会

平成21年度赤い羽根共同募金街頭募金活動

第9回大山と遊ぼう！大助･花子の健康ウオーキング大会

100歳を迎える長寿者宅訪問

米子ものづくり道場創設フォーラム

南部町制施行五周年記念式典

平成21年度米子市防災訓練

中海市長会

平成21年度米子市戦没者慰霊祭

平成21年度米子市戦没者遺族大会

欧州評議会地方自治体会議　

花とみどりのフェア｢グリーンフェスタinよなご｣開会式

米子市ふれあい健康フェスティバル2009

米子市企業誘致推進委員会

全国市長会中国支部秋季役員会

第4回中海圏域産業技術展 展示商談会オープニング式典

米子市日吉津村中学校組合議会

平成21年度鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会

米子市クリーンセンターへの可燃ごみ暫定搬入に伴う地元との覚書調印式

米子市企業誘致推進委員会

国土交通省要望活動
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行　　　　　事　　　　　名年　　月　　日

31日10月平成21年 

31日

2日11月

6日

7日

8日

9日

10日

10日

12日

15日

16日

19日

20日

23日

24日

27日

29日

29日

2～24日12月

12日

12日

13日

16日

16日

17日

18日

22日

22日

3日1月平成22年 

4日

4日

5日

10日

12日

14日

16日

25日

27日

8日2月

よなご下町秋祭りオープニングセレモニー

米子市立就将小学校創立百周年記念式典

高度救助隊発足式

全国アマモサミット2009開会式

第64回米子～鳥取間駅伝競走大会スタート

日野町制施行五十周年記念式典

大洲市｢米子市を訪ねる旅｣交流会

米子市環境美化活動奨励選考会表彰式

鳥取県内四市と鳥取大学との連絡協議会

鳥取大学医学部附属病院がんセンター改修竣工記念式典

ボランティアロードin 米子

平成21年度米子人生大学講演

米子市議会　11月臨時会　

全国市長会温泉所在都市協議会役員会

第38回米子読売マラソン大会開会式

東京大学･米子高専共同によるワークショップ報告会

中海市長会

第5回中海圏四市長座談会

米子がいな太鼓35周年記念コンサート

米子市議会　12月定例会

国道181号岸本バイパス(Ⅰ期)開通式

第30回米子市民余芸大会

米子空港連絡橋竣工記念式典

新防犯パトロール車披露及び祝賀式

米子空港ターミナルビル増改築工事竣工式

美保飛行場（米子空港）滑走路2500ｍ供用開始式典

樹木のオーナー認定による植樹式

米子市民余芸大会収益金寄付

社団法人米子青年会議所から絵本の贈呈

平成22年米子市成人式

仕事始め式

平成22年新年のつどい

米子市議会新年互礼会

平成22年米子市消防出初式

米子市男女共同参画推進審議会答申

丸京製菓㈱からどらドラパーク美化運動資金贈呈式

米子市認知症予防啓発事業｢いのちのまつり｣

鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会

｢米子市くらしのガイド｣発行に関する協定書調印式

米子市議会　臨時会
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来　　　　　訪　　　　　者年　　月　　日

18日5月平成21年 

19日

21日

17日6月

30日

14日
7月

16日

２　来訪者の対応

行　　　　　事　　　　　名年　　月　　日

10日2月平成22年 

13日

13日

15日

17日

17日

18日

20日

22日

23日

24日

2/25～3/25日

7日3月

7日

9日

9日

14日

14日

19日

19日

25日

26日

26日

27日

28日

29日

29日

29日

30日

31日

災害時における緊急輸送の協力に関する協定締結式

JR米子駅バリアフリー化工事安全祈願祭

読谷村交流団歓迎会＆芸能交流会

崎津･流通団地企業誘致協力員会

米子市防災会議

米子がいな祭振興会総会

平成21年度中海市長会シンポジウム

平成21年度米子市体育協会表彰式

鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会

平成21年度鳥取県市長会議

皆生温泉オリジナル日本酒｢皆生温泉 海に降る雪 上代｣新酒発表会

米子市議会　3月定例会

第6回かぷりあ祭

日本たばこ産業㈱米子工場記念碑建立除幕式

中学校卒業式

米子市廃棄物減量等推進審議会　答申

ボランティアロードin米子

就労継続支援A型事業つゆくさ事務所竣工式

小学校卒業式

平成21年度米子市文化奨励賞贈呈式

SKYビルプレオープニングレセプション

DARAZ　CREATE　BOX　オープニングセレモニー

平成21年度(財)中海水鳥国際交流基金財団理事会

新修米子市史完結を祝う会

ガイナーレ鳥取VS流通経済大学FCオープニングセレモニー

丸京製菓㈱からどらドラパーク美化運動資金贈呈式

㈱ナノオプトニクス・エナジーの米子市進出に伴う協定書の調印式

米子市日吉津村中学校組合議会

中海市長会

米子市特別功労者･功労者･善行者表彰式

21世紀東アジア青少年大交流計画インド高校生訪日団表敬訪問

山陰少年少女合唱団表敬訪問

韓国ピアニスト　イ・ヒア　さん　表敬

父の日に牛乳(ちち)を贈ろうキャンペーン酪農家表敬

江原道市郡会議議長協議会表敬

第55回鳥取県消防ポンプ操法大会出場隊による市長申告式

箕蚊屋サッカークラブ全日本少年サッカー大会出場報告
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来　　　　　訪　　　　　者年　　月　　日

3日8月平成21年 

6日

7日

12日

25日

1日9月

25日

18日12月

22日

12日2月平成22年 

19日3月

ガールスカウト韓国連盟　中･高校生表敬訪問

第36回日独スポーツ少年団同時交流ドイツ団表敬訪問

弓ヶ浜小女子バレーボールチーム全日本小学生バレー全国大会出場報告

エフォーツ米子ジュニア　世界キッズトライアスロン大会出場報告

米子北高サッカー部インターハイ準優勝報告

米子高専卓球部全国高専大会優勝報告

小学生陸上全国大会上位入賞報告

JICA海外ボランティア派遣隊員表敬訪問

就将サッカークラブ全日本少年フットサル大会出場報告

米子市子ども会連合会｢冬の読谷交流｣読谷村交流団表敬

JICA青年海外協力隊派遣団員表敬

３　全国市長会諸会議の対応

　(1)　温泉所在都市協議会総会

　　ア　期　　日　平成21年6月2日

　　イ　場　　所　日本都市センター会館

　(2)　全国市長会理事・評議員合同会議

　　ア　期　　日　平成21年6月2日

　　イ　場　　所　全国都市会館

　(3)　第79回全国市長会議（通常総会）

　　ア　期　　日　平成21年6月3日

　　イ　場　　所　プリンスホテル赤坂　五色の間

　　ウ　議　　事

　　　(ア)　会務報告（平成20年11月1日～平成21年4月30日）～配布書類により承認

　　　(イ)　平成19年度全国市長会決算～配布書類により報告

　　　(ウ)　平成21年度全国市長会予算～配布書類により承認

　　　(エ)　各支部提出議案審議経過及び結果報告

　　　　　　　各支部提出議案については、全市長をもって構成する４分科会に審議を付託

　　　　　　　各分科会委員長から順次報告があり、いずれも報告のとおり決定

　　　　　　　本会議において重要要望事項(15件)、要望事項(50件) 及び決議(6件)等が決定された

４　全国市長会中国支部会議の対応

　(1)　全国市長会中国支部総会･春季役員会

　　ア　期　　日　平成21年5月12、13日

　　イ　場　　所　福山ニューキャッスルホテル（福山市）

　　ウ　議　　題

　　　(ア)　第79回全国市長会議提出議案について

　　　(イ)　その他

　(2)　全国市長会中国支部秋季役員会

　　ア　期　　日　平成21年10月21、22日

　　イ　場　　所　下関グランドホテル（下関市）
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　　ウ　議　　題

　　　(ア)　全国市長会理事･評議員合同会議提出議案について

　　　(イ)　その他

５　鳥取県市長会議の対応

　(1)　第1回鳥取県市長会議

　　ア　期　　日　　平成21年8月26日

　　イ　場　　所　　境港市役所　2階　会議室（境港市）

　　ウ　議　　題

　　　(ア)　全国市長会中国支部秋季役員会提出議案について

　　　(イ)　鳥取県に対する要望事項について

　　　(ウ)　その他

　(2)　第2回鳥取県市長会議

　　ア　期　　日　　平成22年2月23日

　　イ　場　　所　　鳥取市国際交流プラザ（鳥取市）

　　ウ　議　　題

　　　(ア)　全国市長会中国支部総会提出議案について

　　　(イ)　役員改選について

　　　(ウ)　鳥取県市長会平成21年度決算、及び平成22年度予算について

　　　(エ)　その他

6　広報関係

　(1)　視覚広報

　　ア　「広報よなご」を12回（№49平成21年4月1日号～№60平成22年３月1日号）制作し、全世帯を対

　　　象に発行した。

　　イ　次の印刷物を「広報よなご」と同時に配布した。

　　　　「県政だより」　　　　　　　　　　　　　　１２回　鳥取県発行

　　　　「米子市議会だより」　　　　　　　　　　　　４回　市議会事務局発行

　　　　「よなごの国保」　　　　　　　　　　　　　　３回　保険年金課発行

　　　　「心ゆたかに」　　　　　　　　　　　　　　　２回　人権政策課発行

　　　　「国民年金特集号」　　　　　　　　　　　　　１回　保険年金課発行

　　　　「高齢者特集号」　　　　　　　　　　　　　  １回　長寿社会課発行

　 (2)　パブリシティ活動

　　ア　市長の定例記者会見を開催するなど、報道機関に対し情報提供を行った。

　　　　　　開催回数　　　14回

　　イ　市政の情報などを市民に周知するため、中海テレビ「米子3チャンネル」及びＮＨＫデータ放送「あな

　　　たの街から」へ情報提供を行ったほか、平成21年度から新たに、生活コミュニティ「よなごアイもーる」

　　　へ情報提供を行った。

　　　　　情報提供件数　　中海テレビ　169件　　ＮＨＫ　96件　　よなごアイもーる　99件

　　ウ　平成22年3月現在の米子市政記者会加盟社は、次の14社。

　　　　　日本海テレビ放送米子支社、山陰放送、読売新聞社米子支局、テレビ朝日米子支局、毎日新聞社米子

　　　　支局、朝日新聞社米子支局、新日本海新聞社西部本社、産経新聞米子通信部、ＮＨＫ米子支局、時事通
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　　　　信社米子支局、山陰中央新報社米子総局、共同通信社米子通信部、山陰中央テレビ放送米子支社、中海

　　　　テレビ放送

　(3)　スクラップの分類

　　　　新聞６紙（読売、毎日、朝日、新日本海、産経、山陰中央）を切り抜きし、日付順に整理した。

7　広聴関係

　(1)　出張説明制度「ふれあい説明会」の開催

　　　　市の担当者が市民の求めに応じて出張し説明を行う「ふれあい説明会」を実施した。

　　　　　平成21年度実績     14回　　参加人数　331人

　(2)　市政提案箱設置事業

　　ア　実施方法

　　　　　市庁舎玄関、淀江支所、図書館、文化ホール、児童文化センター、行政窓口サービスセンター、ふれ

　　　　あいの里と各地区公民館に提案箱を設置して提案を受け付けたほか、市長へひとこと（電子メール）、

　　　　ファクシミリ、郵送による提案も受け付けた。

　　イ　市政提案箱の状況

　　　　　平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に寄せられた提案件数は208件であり、その

　　　　提案状況は次のとおりである。

　　　(ア)　内容別提案件数    　　　

　　　(イ)　提案方法 　   　 

　　　(ウ)　提案箱設置場所と投函件数

計（件）照　　　会苦　　　情提　　　案
区分

内容

５９７２２３０行 政 一 般

４８３２０２５生 活 ・ 環 境 関 係

３９２１７２０福 祉 ・ 保 険 ・ 医 療 関 係

２６０９１７商 工 ・ 観 光 関 係

１５３４８土 木 関 係

２１１８１２教育・スポーツ・文化関係

２０８１６８０１１２合　　　　　　計

合計（件）Ｆａｘ他
その他の
電子メール

市長へひとこと
（電子メール）

郵　　送投　　函

２０８４３０８０８８６

件数設置場所

７６市 庁 舎 玄 関 ホ ー ル

４淀 江 支 所

０図 書 館

１文 化 ホ ー ル

４児 童 文 化 セ ン タ ー

０行 政 窓 口 サ ー ビ ス セ ン タ ー

１ふ れ あ い の 里

０地 区 公 民 館 （ ２ ７ ）

８６合　　　　　　　　計


