
1617 Tottori City News Letter  2016.8 とっとり市報 2016.8

2013

11
2016

8
2016

8

情報をお寄せください！
　いなばぴょんぴょんネット  0857-22-6111
※放送内容は予告なく変更することがあります。
　番組の放送時間は、ホームページでも紹介しています。
　http://www.inabapyonpyon.net

※番組の放送時間や内容はホームページまたはデジタル放送の
電子番組表（EPG）をご覧ください。

 122ch（第２放送）
　週替わりでリクエスト番組やイベント番組を再放送。
また、テレビでしゃんしゃん体操を毎日放送中！

手話番組『手話でコミュニケーション』【放送】毎週日・月
　ニュースや話題、行事、お知らせを手話や字幕で
紹介します。

生活情報番組『ぴょんぴょんワイド』【放送】毎週火
　市内各地で開催されたイベントや講演会の模様、鳥取
県内のケーブルテレビ局から届いた話題をお送りします。

地域情報番組『とっとりウォーキング』【放送】毎週日・月
　小学校新一年生の元気な様子を紹介する『こんにちは一年
生』や、夏休みや夏祭りなど各地の話題などをお送りします。

農業番組『いなばアグリタイム』【放送】毎週水・木
　ブドウや梨など収穫の話題や栽培技術情報、魚食普
及番組「開講！とっとり魚乙女塾2」をお送りします。

いなばぴょんぴょんネット
自主制作番組

　静止画文字情報（音声付き）
　『鳥取市からのお知らせ』【放送】毎週水・木・金・土

いなば
ぴょんぴょんネット

　市民と行政がつながるTV「とっ とり知らせた
い！」。さまざまな情報をお送りしています。
　みなさんの知らせたい！情報も待っていま〜す。

【放送】毎週金・土

　　　　  《8月の番組ガイド》
鳥　取　市　広　報　番　組

デジタル 12ch

　「とっとりぶらり」では
佐治町のたんぽり荘で夏の
レジャーを体当たりレポー
ト！　鳥取しゃんしゃん祭
の盛り上がりも、特集でた
っぷりお伝えします。その
ほか、相撲とホッケーの全
国高校総体や各地域の夏祭
りと、番組も熱くなります
よ。お楽しみに！ 「とっとり知らせ隊」も見てね♪

しょうこ

あきこ

任期付短時間勤務職員募集
問 本庁舎職員課

 0857-20-3107  0857-20-3040
【任期付短時間勤務職員】
　任期が 3 年であること、勤務時間が週 31 時間である
こと、定期昇給がないこと、生活関連手当（扶養手当・
住居手当など）や退職手当が支給さ
れないことを除き、任期の定めのな
い職員と勤務条件や業務内容はおお
むね同じです。
【申込受付期間】
事務・調理員・生活保護ケースワーカー
　　　：8 月 19 日（金）〜 9 月 15 日（木）
※試験についての詳しい内容は、受験案内をご確認くだ
さい。受験案内は、申込受付期間中に市役所本庁舎1
階総合案内所・2階職員課、駅南庁舎1階総合案内所、
各総合支所、鳥取市関西事務所などで配布します。

鳥取県東部広域行政管理組合
職員採用試験

問 鳥取県東部広域行政管理組合事務局総務課
 0857-20-0119  0857-29-2759
 http://www.east.tottori.tottori.jp

【事務職（大学卒業程度）】
採用予定人数 受験資格

1 人程度 昭和 62 年 4 月 2 日から平成 7 年 4 月 1 日
までに生まれた人 ※その他要件あり

【消防職（高校卒業程度）】
区分 採用予定人数 受験資格

区分⑴
【一般枠】 9 人程度

平成 2 年 4 月 2 日から平成 11 年 4
月 1 日までに生まれた人 ※その他
要件あり

区分⑵
【高校新卒枠】 2 人程度 平成 29 年 3 月に高等学校を卒業

見込みの人 ※その他要件あり
※区分⑴、区分⑵とも同一の試験を行います。なお、平
成 29年 3月に高等学校を卒業見込の人は、申込み
時に区分⑴、区分⑵のいずれかを選択してください。

■受験案内・受験申込書配布場所
鳥取県東部広域行政管理組合事務局総務課、消防局消
防総務課および鳥取県東部各市町役場または本組合
ホームページ

■受付期間
7 月 25 日（月）〜 8 月 18 日（木）17:15 必着

■第１次試験概要
実施期日：9 月 18 日（日）
実施場所：鳥取大学（湖山町南四丁目）
試験内容：事務職　教養試験（大学卒業程度）、適性

検査
消防職　教養試験（高校卒業程度）、適性

検査、体力試験
※詳しくは受験案内または本組合ホームページをご覧く
ださい。

 梨のご注文は「とっとり市」へ！
～送料無料キャンペーン（3000円以上お買い上げの人対象）～

問 第二庁舎経済・雇用戦略課   0857-20-3222  0857-20-3046
　 とっとり市

いち

カスタマーサポートセンター   0857-54-1952  0857-29-1000

　インターネットショップ「とっとり市
い ち

」では、二十世
紀梨のシーズン到来に合わせ、総額3000円以上お買い
上げの人を対象とする「夏の送料無料キャンペーン」を
実施します。
　ニ十世紀梨をお買い求めの際は、ぜひ、「とっとり市

い ち

」
をご利用ください。
　また、二十世紀梨の事前予約をファクシミリでも受付
します。ファクシミリでの事前予約につきましては、とっ

とり市カスタマーセンター までご
相談ください。
期　間　8 月 1 日（月）〜 31 日（水）

※梨の発送は、8 月下旬〜 9 月 30 日頃となり
ます。

対　象　お届け先 1 カ所につき合計 3000 円以上お買い
上げの人

対象商品　とっとり市
い ち

で販売する全商品

生活環境課からのお知らせ
問 本庁舎生活環境課   0857-20-3217  0857-20-3045

　8月の収集日は、お盆の時期を含め、平常どおりとなっています。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次のようになります。

月 日 可燃ごみ 古紙類 ペットボトル プラスチック
ごみ

食 品トレ イ
資 源 ご み
小 型 破 砕ご み

8月11日（木）
（山の日） 収集します

お休みします
8月18日（木）に振り
替えて収集します

お休みします

8月13日（土）
以降 平常どおりの収集を行います

※ごみを出す時は必ず収集曜日を守り、朝８時までに出してください。

祝日のごみ収集（鳥取地域） ※鳥取地域以外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（ 14 ページ）までお問い合わせください。

乾電池・蛍光管の収集
　鳥取地域の次の乾電池・
蛍光管の収集は8月1日

（月）～ 5日（金）の小型破
砕ごみの収集日です。乾
電池は透明または半透明
の袋に入れ、蛍光管は壊
れないよう購入時のケー
スなどに入れて、出して
下さい。

8月

平成27年度鳥取市のごみ量についてお知らせします
　平成 27 年度の本市のごみ総排出量（家
庭から出るごみと事業所から出るごみの
合計）は、61,653㌧となり、前年度の
61,181㌧から 472㌧の増量となりまし
た。（前年度比 0.8% 増）
　また、家庭ごみ排出量は 34,592㌧と
なり、前年度の 34,853㌧から 261㌧の
減量となりました。（前年度比 0.7% 減）
　今後も引き続き、ごみの減量にご協力
ください。 0
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ごみ排出量の推移
ごみ総排出量
（単位：トン）
家庭ごみ排出量
（単位：トン）

■4Rとは
Refuse（リフューズ） ごみになるものは断る
Reduce（リデュース） ごみを発生させない
Reuse（リユース） 繰り返し使う
Recycle（リサイクル） 資源に戻す
これを４つの頭文字をとって、4Rと呼んでいます。
●職場での4Rに取り組んでみましょう
　本市で排出される事業所ごみの量は増減を繰り返し
ています。職場でのごみ減量化の取り組みにご協力を
お願いします。

〈4Rの具体例〉
・お弁当を購入する時は自分の箸を持参し、お店で箸

を断る。マイバッグを持参し、レジ袋を断る。（Refuse）
・コピーを取る際は両面コピーを積極的に行う。また、

コピーする前に設定の確認を行い、ミスコピーを減
らす。水筒や自分専用のカップを用意する。（Reduce）

・使用済み用紙の裏面を利用する。詰め替え製品を使
用する。（Reuse）

・なるべく再生品を選ぶ。ごみを出すときは分別して
資源回収業者へ引き渡す。（Recycle）

　ごみの減量化のためには、身近なところから取り組みを進
めていくことが大切です。できることから始めてみましょう。

シリーズ 4R のススメ    第 4 回


