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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 『鳥取市からのお知らせ』
【放送】毎日放送

　『知ってなっ得！スタジオ
トーク』は第 21代とっとり
しゃんしゃん鈴の音大使のみ
なさんが出演して祭をPR♪
『元気です』は令和で盛り上が
る「いなば国府ガイドクラブ」
と、ダンスチーム「桜

お ー ど り ー

道里」
をご紹介します！『にこにこ子育て』は産前産後
をサポートする取り組みについてです。どうぞご
覧ください！

かなこ

みやっち

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

いなば
ぴょんぴょんネット

デジタル 12ch
《8月の番組ガイド》

鳥 取 市 広 報 番 組
　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

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	 	kankyo@city.tottori.lg.jp

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12日（月）
（振替休日） 収集します お休みします

※14日（水）に振替 お休みします

【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、災害や大雪時は、
ごみ収集を中止する場合があります。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。

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。

■段ボールコンポストをご紹介します
　生ごみを堆肥化する方法のひとつの段ボールコンポ
スト。鳥取市では材料購入費の一部補助を行っていま
す（市報7月号に掲載）。
●段ボールコンポストとは
　段ボールで容器をつくり、園芸用資材（ピートモス・
もみ殻くん炭）と生ごみを混ぜ、微生物などの力で堆
肥化する方法です。
●特徴
・電気を使わず環境にやさしい
・室内に置いて管理ができる
・手に入りやすい材料で安価に作ることができる
　日々の管理が大切ですが、熟成期間を含む約4カ月
で堆肥となり、生ごみの大幅な減量につながります。
　容器の作り方や管理方法などの詳細につきましては、
本市公式ホームページをご覧いただくか、生活環境課
までお問い合わせください。

シリーズ  ごみ減量のヒント【第 4 回】 平成30年度鳥取市のごみ排出量
についてお知らせします

　平成 30 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一般廃棄物の合計）は
59314㌧となり、前年度の 60906㌧から 1592㌧の
減量となりました（前年度比約 2.6㌫減）。
　平成30年度の家庭ごみ排出量は32,960㌧となり、
前年度の 33550㌧から 590㌧の減量となりました
（前年度比 1.8㌫減）。
　今後も引き続き、ごみの減量にご協力ください。
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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）

と　き　8月 22日（木）13:00 〜 17:00
ところ　鳥取県東部環境クリーンセンター（リファー

レンいなば）、市役所本庁舎
内　容　家庭でできる生ごみの減量・堆肥化方法「段

ボールコンポスト」やリサイクル施設見学を
行い、4R・食品ロスについて学びます。

募　集　8月 15日（木）までに問い合わせ先まで

学ぼう！エコ研修会（無料）

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（木）〜７日（水）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。

8月
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住宅の耐震改修に伴う
固定資産税の減額制度

問	駅南庁舎固定資産税課
	0857-20-3424	 	0857-20-3401

　改修工事が完了した年の翌年度 1年間に限り、床面
積120平方㍍相当分を上限として、家屋の固定資産税
の 2分の 1を減額します（通行障害既存耐震不適格建
築物であった場合は2年間）。
１．対象となる家屋
　昭和 57年 1月 1日以前に建てられた住宅
２．対象となる工事
　（1）	 現行の耐震基準に適合すること
　（2）	 耐震改修の費用が 50万円を超えること
　（3）	 令和２年 3月 31 日までに行われた改修であ

ること
３．減額を受けるための手続き
　次の書類を工事完了後３カ月以内に、固定資産税
課家屋係へ提出してください。
１．固定資産税減額申告書
２．工事費明細書、改修箇所の平面図
３．増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書※

※住宅耐震改修証明書の発行については、	建築指導課
（問 0857-20-3282）にご相談ください。

◆長期優良住宅化リフォームを行った場合
　前述の耐震改修により、長期優良住宅に認定された
場合には、工事が完了した年の翌年度１年間、床面積
120 平方㍍相当分を上限として、家屋の固定資産税
の 3分の 2を減額します（通行障害既存耐震不適格
建築物であった場合は、改修工事完了年の翌年度から
２年間、１年目は 3分の 2、2 年目は 2分の 1を減
額します）。前述の申請書類に長期優良住宅認定通知
書の写しを添付してください。 　気温の高い日が続くこの時期には、食中毒の原因と

なる細菌が増殖しやすくなりますので、より注意する
必要があります。次のことに注意して食中毒予防に努
めましょう。
①買い物をするときは、新鮮なものを選ぶ。

②冷蔵庫の温度は 10℃以下、冷凍庫はマイナス 15℃
以下。

③調理を始める前には、よく手を洗い、包丁やまな板
は、一度熱湯で殺菌。

④加熱するときは、「中心部を 75℃で 1分間以上」。
調理後の食品は、室温で長く放置しない。

⑤盛付けは、清潔な手で、清潔な器具と清潔な食器を
使用。

⑥残った食品は、早く冷えるように浅い容器に小分け
して保存。時間が経ちすぎたら思い切って捨てる。

８月は『食品衛生月間』です！
問	生活安全課（鳥取県東部庁舎内）
	0857-20-3678	 	0857-20-3687

第9回 鳥取方式®芝生化アカデミー
〜 芝生のある人生をはじめよう！〜

問	鳥取方式®の芝生化全国サポートネットワーク事務局
	 （鳥取県地域づくり推進部スポーツ課内）
	0857-26-7919	 	0857-26-8129
	https://tottoristyle-shibafu.org/

　鳥取方式の芝生化事例や、鳥取県産の芝生の生産圃
場を巡りながら、芝生について一緒に学びましょう。
と　き	 9 月 15 日（日）9:00 〜 17:00（雨天決行）
	 ※鳥取県庁から貸切バスを運行
内　容 事例視察（鳥取市内）、芝生の生産圃場見学（北

栄町内）、福
ふく	だ	まさひろ

田正博の芝
しばとも

友サッカー教室（視察・
東郷小学校）

定　員	 先着 50人　　参加費　無料
申込み	 8 月 23 日（金）までに申込先ホームページ

の申込フォームからお申込みください。

こてざえもん

地域情報番組『とっとりウォーキング』【放送】毎週日・月
　小学校新一年生を紹介する「こんにちは一年生」や市内各
地に散歩に出かける「ゆいさんぽ」をお送りしています。

生活情報番組『ぴょんぴょんワイド』【放送】毎週火
　イベントや講演会の模様や、第２火曜は鳥取県内のケー
ブルテレビ局から届いた話題をお送りします。

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ぴょんぴょんネットのス
タッフが農作業をお手伝いする「アグリ応援団」を放送中。

手話番組『手話でコミュニケーション』【放送】毎週日・月
　ニュースやお知らせを手話や字幕で紹介、またあいさつ
など初歩の手話を1年にわたり紹介します。

 122ch（第２放送）
　とっとりウォーキングと連動企画「ぴょんぴょん運動部・
実践編」を毎日放送！（11:30〜、13:30〜、19:30〜）
ぴょんぴょんネットオリジナル体操も毎日やってます！

6:00〜	ストレッチ　11:50〜	フィットネス　19:50〜	マッスル

※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）、データ放送などをご覧ください。

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

（注）減額措置を受けられるのは、1戸につき 1度
に限ります。他の減額措置と重複して受けることは
できません。また、都市計画税は減額になりません。


