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祝日のごみ収集（鳥取地域）
問 本庁舎生活環境課  0857-20-3217  0857-20-3045

祝日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。

月 日 可燃ごみ 古紙類 ペットボトル プラスチック 食品トレイ・資源ごみ
小型破砕ごみ

4月29日（水） 該当地区は
収集します 収集地区はありません 該当地区は収集します

5月  4日（月） 該当地区は収集します 該当地区は11日（月）に
振り替えて収集します お休みします

5月  5日（火） 該当地区は収集します 該当地区は12日（火）に
振り替えて収集します お休みします

5月  6日（水） 該当地区は収集します 該当地区は13日（水）に
振り替えて収集します お休みします

5月7日（木）以降 平常どおり収集します

乾電池・蛍光管の収集
　他のごみと区別し、それ
ぞれ別の透明または半透明
な袋などに入れ、4月1日

（水）～ 7日（火）の小型破
砕ごみの収集日（鳥取地域）
にごみステーションに出し
てください。蛍光管は購入
時のケースに入れるなど、
壊れないようにしてくださ
い。

4月

※ごみは必ず朝８時までに出してください。
※新市域については総合支所だよりをご覧になるか、各総合支所市民福祉課（  12 ページ）までお問い合わせください。

　本市公式ホームページに平成
27年4月～ 平成28年3月のごみ
カレンダーを掲載しました。（鳥
取市公式ウェブサイト⇒よく利用
される情報・ごみの出し方⇒収集
曜日一覧に掲載）
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1357776059978/
index.html

平成27年度ごみカレンダーをホームページでご覧いただけます

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

可燃 資源 可燃
食品トレイ 小型破砕
ペットボトル プラスチック

乾電池等

5 6 7 8 9 10 11
可燃 資源 可燃
食品トレイ 小型破砕

プラスチック

12 13 14 15 16 17 18
可燃 資源 可燃
食品トレイ 小型破砕
ペットボトル プラスチック

19 20 21 22 23 24 25
可燃 資源 可燃
食品トレイ 小型破砕
古紙 プラスチック

26 27 28 29 30
可燃
食品トレイ

昭和の日

④台所の生ごみは水切りをしましょう

４月 平成２７年（２０１５年）
⑤可燃ごみ・プラスチックごみは指定袋で出しましょう

⑥ごみを収集する人の安全も考えましょう

ごみ収集カレンダー
相生町１～４丁目・青葉町１～３丁目・有富・北村・高
路・篠坂・田島(県道田島片原線の北側）・中村・西今在
家・松並町１丁目・本高・薬師町

①午前８時までに出しましょう

②収集日以外にごみは出さないようにしましょう

③ごみはきちんと分別しましょう

　本市のごみステーションは町内会やアパートなどの管理の
もと、住民のみなさんが、お互いに協力して利用されていま
す。新しい季節となり、ごみステーションの利用に際し、ご
み出しのルール違反が発生する可能性があります。
　定められた方法でごみをきちんと分別していただき、出し
てはいけないごみを置き去らない、午前8時までに各地区に
定められたごみステーションに出すなど、改めてごみ出しの
ルールをご確認ください。

ごみステーション利用の際のルールを守りましょう

鳥取県知事選挙および県議会議員選挙
問 選挙管理委員会   0857-20-3386  0857-20-3051

◆投票日・時間
　平成 27 年 4 月 12 日（日）7:00 ～ 20:00
　ただし、一部の投票所では閉鎖時刻が繰り上げられます。

◆各種不在者投票ができます
　不在者投票の指定を受けている病院などの施設に入
院・入所している人、市外に滞在している人、郵便等投
票証明書の交付を受けた人は、不在者投票ができます。
詳しくは本市ホームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。

◆投票日に都合が悪い場合は、期日前投票を
〈期日前投票ができる場所と期間〉

場　　所 期　　間

鳥取市福祉文化会館
3月27日（金）～4月11日（土）
投票時間：8：30～20：00

 ※3/27～4/3は県知事選挙のみ

各総合支所
※用瀬地域は用瀬地区

保健センター

4月4日（土）～11日（土）
投票時間：8：30～20：00

イオンモール鳥取北
（2階インフォメーション前）

4月4日（土）～11日（土）
投票時間：10：00～20：00
※最終日は19：00まで

投票所入場券は 4月4日（土）までに
ハガキで郵送する予定です

　入場券は県議会議員選挙に合わせて郵送します。
　県知事選挙の期日前投票開始時には入場券を発送
していませんが、入場券がなくても選挙人名簿に登
録されている人は投票できます。

鳥取市学校給食ソングイラスト
最優秀作品・入賞者

問 第二庁舎体育課   0857-20-3372  0857-20-3050
　全国学校給食週間（1月２４日～３０日）に合わせて、昨
年1月に誕生した“鳥取市学校給食ソング　とっとりっ子の

「いただきます！」”のイラストを、市立小中学校児童生徒
に募集しました。小学校566点、中学校33点の応募の中
から選ばれた最優秀作品、入賞者の
紹介をします。

【小学生の部】
最優秀賞

田
た

中
なか

美
み う

羽さん（面影小学校6年）
優秀賞

佐
さ さ き

々木栞
しおり

さん（明徳小学校1年）
松
まつやま

山橙
とう

子
こ

さん（面影小学校1年）
岩
いわなが

永雪
ゆき

那
な

さん（美保南小学校3年）
髙
たか

木
ぎ

響
ゆ ら る

來さん（美保南小学校3年）
尾
 お さき

﨑愛
ま な

奈さん（美保南小学校3年）
小
 こ だに

谷　綾
あや

さん（明徳小学校3年）
田
 た むら

村瑠
る な

菜さん（富桑小学校4年）
大
おおくま

熊和
かず

代
よ

さん（美和小学校4年）
蓮
れんぶつ

佛　蒼
あおい

さん（湖山西小学校6年）
横
よこやま

山遼
はる か 

果さん（面影小学校6年）

【中学校の部】
最優秀賞

森
もり た 

田真
ま ほ

帆さん
（高草中学校１年）

優秀賞

太
おお た 

田桃
もも え 

恵さん
（北中学校１年）
真
 ま さき

先　瞳
ひとみ

さん
（北中学校１年）
池
いけなが

長愛
あい り 

吏さん
（河原中学校２年）
※上記は平成 26 年度の学校名・学年です。
※鳥取市学校給食ソング とっとりっ子の「いただきま

す !」は、本市公式ホームページで視聴できます。

飼い犬登録と狂犬病予防注射のお知らせ
問 本庁舎生活環境課  0857-20-3216  0857-20-3045

　平成27年度の狂犬病予防注射（集合注射）の日程は、
下表のとおりです。3月下旬に送付した案内ハガキ・手
数料を持参のうえ、会場に飼い犬を連れてきてください。
※飼い犬は、生涯1回登録を行い、毎年1回、4月～ 6月の間

に狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。
【料金】
▶新規： 6050円 
　           （登録料:3000円＋予防注射料:2500円＋手数料:550円）
▶継続： 3050円 
　           （予防注射料:2500円＋手数料:550円）

※  の飼い犬表示シールは、別途80円が必要です。

●注射のとき犬が暴れる場合があります。必ず、押さえるこ
とのできる飼い主が連れてきてください。

●犬同士がケンカをしないよう、十分注意してください。
●ふんの始末は、飼い主が責任を持って行なってください。
（「鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例」でふんの放
置は禁止されています。）

●体調の悪い犬、病気治療中の犬は、獣医などと相談のうえ、
後日注射を受けてください。

注射会場内での注意事項

飼い犬の死亡、住所変更などの連絡
本庁舎生活環境課  0857-20-3216
各総合支所市民福祉課（ 12ページ）

飼えなくなった犬や猫についての相談
東部生活環境事務所生活安全課  0857-20-3675

【集合注射日程（鳥取地域）】
実施日 時　間 会　場

4/1(水)
 9:30 ～   9:40 岩坪公民館
10:00 ～ 10:10 神戸地区公民館
10:30 ～ 10:40 大和地区公民館

4/2(木)
 9:30 ～   9:50 面影地区公民館
10:10 ～ 10:30 大杙2区集会所
10:50 ～ 11:10 修立地区公民館

4/3(金)
 9:30 ～   9:45 明治地区公民館
10:10 ～ 10:25 豊実地区公民館
10:45 ～ 11:00 西里仁公民館

4/6(月)
 9:30 ～ 10:00 城北地区公民館
10:20 ～ 11:00 浜坂地区公民館

4/7(火)
 9:30 ～   9:50 東吉成会館
10:10 ～ 10:30 雲山南団地集会所
10:45 ～ 11:00 大覚寺公民館

4/8(水)
 9:30 ～   9:50 JA鳥取支店
10:05 ～ 10:20 中吉成集会所
10:40 ～ 11:00 美穂地区公民館

実施日 時　間 会　場

4/9(木)
 9:30 ～   9:50 賀露7区公民館
10:10 ～ 10:30 賀露6区公民館
10:50 ～ 11:10 千代水地区公民館

4/10(金)
 9:30 ～   9:40 円通寺児童館
10:00 ～ 10:20 国安集会所
10:40 ～ 10:50 東馬場集会所

4/13(月)
 9:30 ～ 10:00 若葉台地区公民館
10:20 ～ 10:40 津ノ井地区公民館
11:00 ～ 11:10 米里地区公民館

4/14(火)
 9:30 ～ 10:00 旧岩倉地区公民館跡地
10:20 ～ 10:50 稲葉山地区公民館

4/15(水)
 9:30 ～   9:50 湖南地区公民館
10:00 ～ 10:20 JA大郷ふれあい館
10:35 ～ 11:00 松保地区公民館

4/16(木)
 9:30 ～   9:50 東郷地区公民館
10:10 ～ 10:30 大正地区公民館
10:50 ～ 11:00 高草人権福祉センター

実施日 時　間 会　場
4/19(日) 9:00 ～ 11:30 鳥取市役所（本庁舎）

4/22(水)
 9:30 ～ 10:10 湖山西地区公民館

（国際交流プラザ）
10:30 ～ 11:00 旧湖山地区公民館

4/23(木)
 9:30 ～   9:45 江山人権福祉センター
10:15 ～ 10:35 聖神社駐車場
10:50 ～ 11:00 西人権福祉センター

4/24(金)
 9:30 ～ 10:10 美萩野一丁目集会所

10:30 ～ 10:50 末恒地区公民館
（末恒体育館横）

4/27(月)

 9:30 ～   9:50 大森団地集会所

10:10 ～ 10:20 八幡池スポーツセンター
城北体育館

10:40 ～ 11:00 北園ふれあい会館
※いずれの会場でも受けられます。
※新市域の日程は、各総合支所だより・本市

公式ホームページ・案内ハガキをご覧くだ
さい。

　市内在住で犬を飼っている人は、市内の指定動物病院で、
狂犬病予防注射と併せ、犬の登録と狂犬病予防注射済票の交
付ができます。
　既に登録済みの犬の狂犬病予防注射済票の交付手続きには、
3月下旬に市から送付した案内ハガキ（狂犬病予防注射済票交
付申請書）が必要ですので、必ず動物病院にお持ちください。
　案内ハガキがない場合は、生活環境課（本庁舎１階）、駅南
庁舎総合案内、各総合支所市民福祉課での注射済票交付手続
きになります。
※転居などにより案内ハガキが届いていない人は、生活環境課ま

たは各総合支所市民福祉課（ 12ページ）までご連絡ください。

動物病院でも予防注射を受けられます

市民政策コメントを募集します
中核市移行に伴う「鳥取市保健所設置基本構想（案）」

問 さざんか会館保健所準備室（〒680-0845 富安二丁目104-2）
 0857-20-3914   0857-20-3915
 hokenshojyunbi@city.tottori.lg.jp

　標記構想（案）についてみなさんのご意見を募集します。
資料公開　本庁舎、駅南庁舎、各総合支所の窓口、本

市公式ホームページなど
公開期間　4月中旬～ 5月15日（金）
提出方法　様式は問いません。住所、氏名、電話番号

を明記のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メー
ル、持参のいずれかで問合せ先まで

提出期限　5月15日（金）必着

インターネットモニターを募集します
問 本庁舎広報室   0857-20-3132  0857-20-3056
　市が依頼するインターネットアンケート（年10回程度）
モニターを募集します。
募集対象・人数　18歳以上の市内居住者100人以内
報 酬　活動期間終了時に鳥取市が運営する公式イン

ターネットショップ「とっとり市」のポイン
トを最大で5000円相当進呈　※回答1回あ
たり500円

応募方法　４月15日（水）までに本市公式ホームページ
の専用フォームにてご応募ください。地域・
年齢・性別などを考慮のうえ決定します。詳
しくは「鳥取市インターネットモニター設置
要綱」をご覧ください。


