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　鳥取市議会 2 月定例会
　市議会定例会の開会・一般質問などの模様を終了まで生
中継、当日午後6時から122ch（第2放送）で再放送します。

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！

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

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
　卒業・卒園行事の模様や、地元ならではの魅力を紹介す
る「名○○を探せ！ 3　目指せ100」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
　旬の食材で手軽な料理を紹介する「いなばの旬をいただ
きます」や、栽培情報は水稲の育苗などをお送りします。

　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

『食育らくらくクッキング』
は、「ひじきのサラダ」。春菊
やささみ、にんじんも入って
栄養満点、彩り豊かな一品で
す。『市報深読み』は、中核市
移行に向けた動きなどをお送
りします。待ち遠しい春はす
ぐそば。番組を通じてたくさ
んの春をお届けします！ 「とっとり知らせ隊」も見てね♪

しょうこしょうこ

いなば
ぴょんぴょんネット

　　　　  《3月の番組ガイド》
鳥　取　市　広　報　番　組

デジタル 12ch

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

■4Rについて学ぶ研修会を実施しました。
　平成28年度より、今までの「段ボールコンポスト講
習会」を「学ぼう！エコ研修会」とし、合計6回（平成28
年12月末時点）実施しました。
○実施内容
• 段ボールコンポストの作り方・管理方法・利用方法
の説明・質疑応答

• 4R（R
リ フ ュ ー ズ

efuse・R
リ デ ュ ー ス

educe・R
リ ユ ー ス

euse・R
リ サ イ ク ル

ecycle）の概要
説明

　参加者の中には、初めて段ボールコンポストの存在を
知ったという人もおられましたが、ぜひ家庭で実践し
てみたいという声も多く聞か
れました。
※研修会についての詳細は、
生活環境課までお問い合わ
せください。

シリーズ 4R のススメ    第 11 回

■引っ越しごみなど、一時多量ごみの処分について
　引っ越しに伴う多量ごみを一度にごみステーションに
出されますと、ごみステーションの管理やごみ収集など
に支障をきたします。引っ越しごみなどの多量ごみを一
度に出される場合には、本市一般廃棄物収集運搬業許可
業者に収集を依頼していただくか、もしくは、直接、処
理施設に搬入してください。（処理施設につきましては、
市報および総合支所だより付録の「平成 29年度ごみの
収集計画表」に記載していますので、ご確認ください。）

　また、やむを得ず、ごみステーションに引っ越しごみ
などの多量ごみを出される場合には、２、３袋ずつ、何
度かの収集日に分けて出してください。
　なお、本市ごみステーションでの収集は、家庭ごみを
対象としています。事務所、店舗、飲食店などの事業活
動に伴って発生する事業所ごみは、ごみステーションに
出さないでください。

　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

ごみ
食 品トレ イ
資 源 ご み
小型破砕ごみ

3月20日（月）
（春分の日） 収集します

お休みします
※22日（水）に振り
替えて収集します

お休みします

※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4月3日

（月）～ 7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、出してください。

 4月

水道局からのお知らせ
問	水道局料金課
	0857-53-7922	 	0857-53-7801

金婚・ダイヤモンド婚記念祝賀式典
問	駅南庁舎高齢社会課
	0857-20-3451	 	0857-20-3404

問	各総合支所市民福祉課	（ 14ページ）
本市にお住まいで次に該当するご夫婦が対象です。
●金婚　結婚 50周年を迎える（昭和 42年中に結婚）
●ダイヤモンド婚　結婚 60周年を迎える
　　　　　　　　　（昭和 32年中に結婚）
申込方法　各地区社会福祉協議会を通じて、お申し込みく

ださい。

居 住 地 域 と　　き ところ

鳥取・国府・福部地域 5月25日（木）
10:00 〜 鳥取市民会館

河原・用瀬・佐治地域 5月26日（金）
10:00 〜 用瀬地区保健センター

気高・鹿野・青谷地域 5月26日（金）
14:00 〜 気高地区保健センター

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請
問鳥取市臨時福祉給付金コールセンター	 	0857-20-3845
　	厚生労働省		給付金専用ダイヤル	 	0570-037-192
	http://www.2kyufu.jp（検索ワード『臨時福祉給付金』)

　消費税率 8％への引き上げに伴い、暫定的・臨時的な
措置として、臨時福祉給付金を支給します。このたび、
国の経済対策の一環として、平成 29 年 4 月から平成
31年 9月分相当を一括して給付します。
◇臨時福祉給付金　お1人につき  1万5000円
【臨時福祉給付金（経済対策分）の給付要件】
◆平成 28年 1月 1日時点、鳥取市内に住民票がある人
※平成 28年 1月 2日以降に転入された人は転入前の
市町村にお問い合わせください。

◆平成28年度の個人市民税（均等割）が課税されていない人
※ただし、以下の場合は対象外
• あなたを扶養している人が平成 28年度分の市町村
民税（均等割）が課税されている場合
• 生活保護制度の被保護者（平成 28年 1月 1日〜 9
月 30日まで受給を受けた人を含む）となっている
場合	など

■申請方法
　対象となり得る人には、3月上旬に申請書（返信用封
筒入り）を送付いたします（全ての人に送付するもので
はありません）。申請書が届きましたら、必要事項をご記
入のうえ、本人確認書類などを添えて返送してください。
※窓口受付は相当な混雑が予想されますので、申請は郵
送でお願いします（3月 15 日（水）までの期間は、
確定申告の窓口開設期間であり、特に混雑します）。
※金融機関に口座がないなど、口座振込による給付が困
難な場合のみ、本市窓口で現金給付します。
※代理申請受給権者と同じ世帯にお住まいの人、法定代
理人などは、代理申請ができます。
■申請受付期間　3月 1日（水）〜 6月 9日（金）
　口座振込・現金給付ともに、申請から給付まで、2〜
3カ月程度かかります。
※市町村や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニな
どの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、絶
対にありません。
※ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んで
もらうことは絶対にできません。
※市や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金」の給付のため
に、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。 ～転入・転出時にはお早めに届け出を～

　次の場合、水道局へご連絡ください。
▷新築や転入などで、新たに水道を使用するとき
▷転出などで、水道の使用をやめるとき
▷改築や長期不在などで、当分の間、水道の使用をや
めるとき
▷使用者の名義を変更するとき
●届け出の際には、使用水量のお知らせなどに記載
の水栓番号をお知らせください。
※簡易水道給水区域については、第二庁舎農村整
備課（ 0857-20-3241	 0857-20-3047）
または各総合支所産業
建設課へご連絡くださ
い。なお、4月以降の
連絡先は水道局になり
ます。

用瀬町春の川遊びフェスティバル
春の千代川をゴムボートで川下り
問	用瀬町総合支所地域振興課
	0858-87-2111	 	0858-87-2270

と　き	 3月18日（土）10:30〜15:00（午前４回・午後４回）
	 ▷受付：午前	9:30 〜、午後	12:30 〜
ところ	 ▷受付場所：用瀬地区保健センター
	 　コース：用瀬地内千代川1000メートル
対　象	 小学4年生以上　　参加費　1回500円
募　集	 ３月17日（金）まで　※要申込み・先着順
その他	 ぬれても良い服装でお越しください。ラフト・

ライフジャケットなどは主催者で用意します。
ウェットスーツレンタルあり（1着300円）


