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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

　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

5月1日（水）
（天皇即位の日） 収集します お休みします

※8日（水）に振替 お休みします

5月2日（木）
（国民の休日） 収集します お休みします

※9日（木）に振替 お休みします

5月3日（金）
（憲法記念日） 収集します お休みします

※10日（金）に振替 お休みします

5月4日（土）
（みどりの日） 収集します 収集地区はありません

5月6日（月）
（振替休日） 収集します

【全市共通事項】
　ごみを出すときは必ず収集曜日を守り、午前８
時までに出してください。ただし、自然災害などで、
ごみ出しやごみ収集が困難と思われる場合は、次
回の収集日（安全な日）に出すようにしてください。

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
6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。

6月

■生ごみを減らしましょう！
　生ごみを減らすために、ひと工夫してみませんか？
◆まずは生ごみをださない工夫を！
・食品は無駄に買わず、必要な分だけ買うようにする。
・食べ残しを減らす。
・野菜や果物の皮をむくとき、厚く切りすぎない。
・野菜の皮や根本、葉などのうち、利用できるもの
は捨てずに工夫して調理する。

◆水切りをしましょう
　可燃ごみの約半分は水分です。生ごみの十分な水
切りをすることにより、悪臭や腐敗の防止になり、
ごみ袋を軽くすることができます。
　市販の水切りネット・水切りグッズなどを使用す
るのも効果的です。
◆ワンポイント
　生ごみは、濡らさないことがポイントです。野菜な
どは水洗いする前に、食べられる部分と使わない部分
（生ごみになるもの）とを切り分けておきましょう。

シリーズ  ごみ減量のヒント【第 2 回】

医療系廃棄物をごみステーションに出さないでください
　ごみステーションに医療系廃棄物（注射器など）を出されますと、ごみステーショ
ンを管理されている住民のみなさんやごみの収集員、処理場の作業員に危険がお
よぶおそれがありますので、出さないでください。
　医療系廃棄物は、かかりつけの医療機関に処理を依頼して下さい。

地域福祉の身近な相談窓口  地域福祉相談センター
問	駅南庁舎地域福祉課		 	0857-20-3451	 	0857-20-3404

　地域福祉相談センターは、4月から次の 2施設が増え、さらに相談しやすくなりました。地域福祉に関する
悩みや不安などを抱えておられましたら、お気軽にご相談ください。

中学校区域 と　　こ　　ろ 電話番号 運営主体
北 はまゆう中町デイサービスセンター内（中町 49） （0857）37-0881 （医）賛幸会

高草 居宅介護支援センターはまゆう内（服部 204-1） （0857）51-7873 （福）賛幸会

※その他の施設については、とっとり市報平成 30 年 12 月号をご覧ください。
※湖南地域福祉相談センターの連絡先が	 	0857-39-1800（高草あすなろ）に変更になりました。

販売単価	 3.3平方㍍（1坪）当たり12.6万円～19.0万円
	 1 平方㍍当たり 38,100 円～ 57,400 円
販売価格	 900万円台（1区画）～1,700万円台（1区画）
	 最多価格帯　1,500 万円台	−	8 区画
	 　　　　　		（1,000 万円台	−	4 区画）
面　　積	 219.42 平方㍍（66.3 坪）

～ 312.87 平方㍍（94.6 坪）
●所在地／鳥取市円護寺
●学　校／市立中ノ郷小学校・市立中ノ郷中学校
●道　路／幹線道路：幅員 17㍍・12.5㍍
	 区画道路幅員 6㍍
※団地内は概ね「土砂災害警戒区域」に指定されています。

【望町団地（青谷町）】
　山陰自動車道青谷 ICにも近く、「因州和紙の里」に
広がる快適なバリアフリーの街づくりをめざしていま
す。
※定期借地権付土地制度を活用し、より少ない資金で

マイホームが取得できます。
販売区画数	 16 区画
販売単価	 3.3平方㍍（1坪）当たり4.4万円～5.0万円
	 1平方㍍当たり13,200円～15,100円
販売価格	 400万円台（15区画）～500万円台（1区画）
面　　積	 298.85平方㍍（90.4 坪）

～ 357.78平方㍍（108.2 坪）
月額賃料　4,300 円～ 5,500 円
●所在地／鳥取市青谷町養郷
●学　校／市立青谷小学校・市立青谷中学校
●道　路／区画道路幅員 6㍍
※団地内は概ね「土砂災害警戒区域」に指定されています。

円護寺団地・望町団地（青谷町）

問	鳥取県住宅供給公社事務局
	0857-27-7333	 	http://www.jkk-tottori.or.jp

【円護寺団地】
　市内中心部にも近く、山辺の景観と都市機能が調和
する街づくりをめざしています。
販売区画数	 26 区画

湯川団地（鹿野町）

問	鳥取市土地開発公社事務局		 	0857-22-4742
問	本庁舎建築住宅課
	0857-20-3291	 	0857-20-3059

　「のんびり・ゆったり」鹿野町で“温泉生活”はい
かがですか？
※定期借地権付土地制度を活用し、より少ない資金で

マイホームが取得できます。
販売区画数	 26 区画
販売単価	 3.3平方㍍（1坪）当たり10.5万円
	 1平方㍍当たり31,760円
販売価格	 7,556,800円～10,354,000円
面　　積	 237.94平方㍍（72.1 坪）

～ 326.00平方㍍（98.8 坪）
月額賃料　9,900 円～ 13,600 円（最多 11,000 円台）
●所在地／鳥取市鹿野町今市
●学　校／市立鹿野学園（小中一貫校）
●道　路／区画道路幅員 6㍍

宅地分譲

鳥取地域の祝日のごみ収集 ※国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷地域については
総合支所だよりをご覧ください。

新本庁舎新築工事現場見学会（第 3 回）
問	駅南庁舎庁舎整備局（〒 680-0845	富安二丁目 138-4）		 	0857-20-3012	 	0857-20-3029

と　　き	 6 月 1日（土）10:00 ～
	 （所要時間 120分程度）
内　　容	 建築中の新本庁舎の内部見学と、壁の色塗

りや照明の点灯、水道管の接続など簡単な
作業を体験
※作業内容は変更する場合があります。

対　　象	 市内在住の小学 3年生以上の人（小中学生
は保護者同伴、一つの申し込みで 2人まで）

定　　員	 40 人
申 込 み	 参加申込書に必要事項を記載のうえ、持参

（庁舎整備局、本庁舎総合案内所、駅南庁
舎総合案内、各総合支所地域振興課窓口）、
郵送（庁舎整備局宛）、本市公式ホームペー
ジの専用応募フォームのいずれかによりご
応募ください。
参加申込書は、本市公式ホームページ、本
庁舎総合案内所、駅南庁舎総合案内、各総
合支所地域振興課にあります。
応募者多数の場合は、抽選により決定。参
加決定者には、5月中旬に案内状を発送。

募集締切	 5 月 13 日（月）まで

【注意事項】
・作業体験で塗料や接着剤を使用するため、汚れても
よい服装、運動靴などでお越しください。

・大人用のヘルメットを貸与しますが、小学生はヘル
メットの下に帽子などの着用をお勧めします。

・介護が必要な人は、介助者同伴でお申込みくださ
い。

・傷害保険範囲外の事故の場合は責任を負いかねます
ので、あらかじめご了承ください。

・荒天の場合は中止する場合があります。
・参加申込書に記載いただいた内容は、本業務にのみ
利用し、他に転用・利用することはありません。

・見学会の写真は、
広報のため公開
しますので、ご
了承のうえご応
募ください。

現場見学会
（第 2回）


