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令和4年3月1日現在（前月比）	人口／6,468人（－5）	男／3,118人（＋1）	女／3,350人（－6）	世帯数／2,477世帯（－2）

鳥取市

令和４年度『狂犬病予防集合注射の中止』について令和４年度『狂犬病予防集合注射の中止』について
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に引続き集合注射は中止とさせていただきます。
集合注射を予定されていた飼い主の皆さまには大変申し訳ございませんが、市内指定動物病院（下
記表）において、狂犬病予防注射の接種を受けてください。
　犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付など集合注射と同じ事務手続きが可能です。

【注意事項】
●動物病院に電話等で予防注射の事前予約を行ってください。
●注射を受ける際は、市が発行した案内通知をご持参ください。
●狂犬病予防注射は12月末（期間延長）までに必ず行ってください。

【料　　金】
【新規】６，１００円　　　登録料：3,000円＋予防注射料：2,550円＋手数料：550円
【継続】３，１００円　　　予防注射料：2,550円＋手数料：550円
※初診料等が別途必要となる場合がありますので、事前予約の際に料金をご確認ください。

＜市内指定動物病院＞

動物病院 住所 電話番号
（0857） 動物病院 住所 電話番号

（0857）

アルファ動物病院 湖山町東１丁目 117-13 38-3308 たぶち動物病院 桜谷 638 26-2753

加藤どうぶつ病院 秋里 1168 38-2882 とくおか動物病院 的場 3丁目 87-3 53-7287

くのペットクリニック 南隈 464 32-2828 にしむら動物病院 丸山町 259− 2 21-0115

くぼた動物病院 湖山町東4丁目31-2 32-7600 のび動物病院 桜谷 270 22-1270

ダクタリ動物病院 大覚寺 133-125 26-1008 増田イヌ・ネコ病院 田島 731 27-4488

たなか動物病院 吉方町 2丁目 264 23-0264 もり動物クリニック 吉成 779-17 53-5323

※転居・飼い主の変更などにより案内通知が届いていない方は、案内通知を再発行しますのでご連絡ください。

■連絡先（飼い犬の死亡・住所変更・狂犬病予防接種など）
　鳥取市保健所生活安全課(駅南庁舎１階)　 （0857）30-8551
　河原町総合支所　市民福祉課　 （0858）71-1724
〇電子申請サービスで、飼い犬登録の軽微な変更手続き（市内での転居や飼い主の変更）や死亡
手続きが行えます。本市公式ホームページをご利用ください。
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【問い合わせ先】　広報室（ 0857ー30ー8008）・鳥取市河原町総合支所地域振興課（ 0858ー71ー1722）

　このたび「市報」と「支所だより」の掲載情報の見直しを行い、支所だよりには、主に地域（支所エリア）
の生活に密着した地域限定の情報を掲載していきます。
　とっとり市報には、毎月「特集」や「ピックアップインフォメーション」、「情報ひろば」に全市域のみ
なさんに読んでいただきたい情報を掲載していきますので、こちらもご覧ください。

　市がお知らせしたい情報や、みなさんが知
りたい情報がしっかりと伝えられるよう、多
様な広報媒体を活用して広報を行っています。
とりわけ、いつでも最新の情報をタイムリー
に入手していただけるよう、情報のデジタル
化を推進しています。※各媒体の詳細を次ペー
ジで紹介しています。

・支所だよりの紙面がＡ４両面２ページになりました。
・支所だよりに掲載していた情報を一部市報に変更しました。

・支所だよりの表題をスリム化するなど新たな紙面デザインに変更しました。
・市報の「まちかどだより」のコーナーに各支所のニュースやイベントの記録などを毎
月掲載することにしました。※今月号 28～ 29ページ

４月号からの『市報』・『支所だより』の変更点

今後市報へ掲載する項目 市報の掲載箇所

⃝乳幼児健診情報
⃝集団検診情報

☆健康・病院
※今月号 10～11ページ

さまざまな広報媒体で情報発信を行っています

主な広報媒体
市報、支所だより、市公式ホームページ、ケーブルテレビ・データ放送、FM鳥取（ラジオ
放送）、日本海新聞記事下広告、市公式 LINE（ライン）・YouTube（ユーチューブ）など

令和４年４月号から令和４年４月号から
総合支所だよりが変わりまし総合支所だよりが変わりましたた！！
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鳥取市の各広報媒体のお知らせ

ケーブルテレビデータ放送もご覧ください
ケーブルテレビにご加入の方であればどなたでもご利用いただけます。

　鳥取市のさまざまな情報をお送りしています。
ケーブルテレビデータ放送の「FM鳥取」のボタ
ンからも聞くことができます。
▪来ました　元気人！
　毎週月・水曜日 12：15頃～（30分間）
　【再放送】毎週火・木曜日 16：00頃～
▪深堀り！！シティインフォメーション・トーク！！
　毎週金曜日 12：15頃～（20分間）
　【再放送】毎週土曜日 10：20頃～
▪鳥取シティインフォメーション
　毎日朝・夕放送（５分間）
▪鳥取おでかけナビ
　毎週土曜日９：15頃～（15分間）

FMラジオ「FM鳥取（82.5MHz）」

ケーブルテレビ（CATV）

　市内のニュースやお知らせを伝える市政広報番
組「とっとり知らせたい！」を 30分の番組にまと
めて毎週放送しています。

放送：ケーブルテレビ［デジタル 12ch］
　　　いなばぴょんぴょんネット
日時：毎週金・土曜日
　　　6：00～ 24：00まで毎時 00分放送
　　　※ 12：30、19：30も放送あり

市からの
　お知らせ

… 鳥取市からのイベントや各種案内
が掲載されています。

安 心 安 全 … 防犯・災害などに関する情報を掲
載しています。

交 通 情 報 … 鳥取県内の道路情報・ANAの航空
機運行情報が確認いただけます。

公民館・支所 … 地区を登録すると、公民館などか
らのお知らせが掲載されています。

操作方法
⃝データ放送を表示す
るにはリモコンの
dデータ ボタンを
押してください。

⃝リモコンの上下左右
ボタンで項目の移動
が行えます。

⃝ 決定 ボタンで項目
の選択が行えます。

⃝一つ前の画面に戻る
には 戻る ボタンを
押してください。

※お使いのテレビに
よってボタンの配置
は異なります。

　鳥取市公式 LINE では、市からのお知らせやお
得な情報等をお届けしています。
・市報最新号発刊のお知らせ
・新型コロナ関連情報
・災害等危機管理関連情報
・週末お出かけ（イベント）情報
・食育料理レシピ
・職員募集、保育園入所案内
・各種アンケート調査　など
　お友達登録で、いつでもどこでも最新情報を
チェックできます！

LINE

登録は
こちらから!
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　３月５日（土）、春季火災予防運動の一環として、河原町山手の新可燃物処理施設「リンピアいなば」
で火災を想定した消防訓練が行われました。八頭消防署による救助隊及び鳥取消防署によるはしご

車隊で、逃げ遅れ者の救出
活動を行い、鳥取市消防団
河原地区団による消火活動
が実施されました。

日 月 火 水 木 金 土
１

ビン・缶
白トレー

２

３ ４
可燃ごみ

５
小型破砕

６
プラスチック

７
可燃ごみ

８
ビン・缶
白トレー

９

10 11
可燃ごみ

12
小型破砕
PETボトル

13
プラスチック

14
可燃ごみ

15
ビン・缶
白トレー

16

17 18
可燃ごみ

19
小型破砕
乾電池・蛍光管

20
プラスチック
古紙（河・国）

21
可燃ごみ

22
ビン・缶
白トレー

23

24 25
可燃ごみ

26
プラスチック
PETボトル

27
可燃ごみ
古紙（八･西･散）

28
ビン・缶
白トレー

29
昭和の日

30

●大型ごみは戸別有料収集です。因幡環境整備（ 87-6668）に依
頼してください｡
●古紙類は希望された集落のみ回収します。

４４月　ごみ収集カレンダー月　ごみ収集カレンダー

納税・納入には便利な口座振替をご利用ください。
4月の税金はありません。

「リンピアいなば」で消防訓練「リンピアいなば」で消防訓練

令和4年度
生涯学習の受講生　募集中！
『知る』ことは、『変わる』ことの第一歩
　教育委員会河原町分室では、生涯学習講座の受講
生を募集しています。
　河原地域（河原町）にお住まいのみなさん、一緒
に学びましょう。
●河原町みたき大学
　・対　象　60歳以上
　・入学金　1,500 円

●河原町女性セミナー
　・対　象　女性のみ
　・入学金　2,000 円

〈共通事項〉
　・会場は、河原町コミュニティセンターを中心に
行います。

　・年 5回（講義・研修旅行）
　・県内外の研修費用は別途、実費負担になります。
　・４月 22日（金）までにお申し込みください。

　詳しくは、河原町コミュニティセンターだよりで
ご確認ください。
【問い合わせ先】
河原町コミュニティセンター　  ７６－３１２３

「コウノトリ」が来たよ「コウノトリ」が来たよ
　３月のある日、幸運の象徴と言われるコウノトリの
つがいが、国英地区内に舞い降りました。コウノトリ
は国の特別天然記念物です。コウノトリを見かけたら、
驚かせないよう離れて静かに見守ってくださいね。も
し、巣を作っているのを見かけたら、市教育委員会文
化財課　 0857-30-8422へお知らせください。


