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鳥取市広報番組のご案内（ラジオ）

鳥取市広報番組のご案内（ケーブルテレビ）

　コミュニティ FM「FM鳥取」（周波数 82.5MHz）
で鳥取市のさまざまな情報をお送りしています。
■来ました  元気人！

☆生／収録放送
★毎週月曜日・水曜日 12:10 頃〜（30 分間）
　地域活動などを中心に市内で活躍する市民など
が出演の上、活動を伝えたい側と知りたい側をつ
なぐ身近な番組として、パーソナリティとトーク
形式で番組を構成しています。
※それぞれ翌日（火曜日と木曜日）16:00 頃より
再放送あり

■深掘り! !
 シティインフォメーション・トーク! !

☆生／収録放送
★毎週金曜日 12:10 頃〜（20 分間）
　市の担当者とパーソナリティの対話形式で展開
する行政情報解説番組。パーソナリティによる市
民目線での行政への疑問・質問にしっかり時間を
とって解説します。

■鳥取おでかけナビ
☆生／収録放送
★毎週土曜日の 9:15 頃〜（15 分間）
　週末に行われるイベントを中心に、リアルタイ
ムでのイベント情報を提供する番組。観光施設か
らの電話中継などもはさみながら、観光客や地元
の行楽客への耳寄り情報を発信します。

■鳥取市からのお知らせ
 （鳥取シティインフォメーション）

☆生／収録放送
★毎週月〜金曜日の 8:00 〜、17:00 〜（5 分間）
★毎週土曜日の9:30〜10:30、17:00〜18:00
　（番組のなかの 5 分間）
★毎週日曜日の9:30〜10:30、16:55〜18:00
　（番組のなかの 5 分間）
　5分間の放送枠で、3件の行政情報を、月～金
曜日、土曜日、日曜日の 3パターン、1日 2回の
放送に拡充してお届けします。

■きちゃいました！鳥取
☆生／収録放送
★随時（5 〜 30 分間）
　表敬訪問などで来庁した著名人を迎え、鳥取市
の感想や自身のプロモーションなどを語っていた
だく番組です。

「来ました  元気人！」出演希望者募集中！
　地域活動や、文化・芸術、まちづくりなど、さま
ざまな分野で活動されているみなさん（＝元気人！）
のご出演をお待ちしています。ご相談は随時受け付
けていますので、お気軽にご連絡ください。
問	本庁舎広報室
	0857-30-8008	 	0857-20-3040

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

コミュニティFM
FM鳥取 RADIO BIRD
	http://www.radiobird.net/

静止画文字情報 『鳥取市からのお知らせ』
（番組の間に毎日放送しています）

3月の放送予定
●6・７日：「知ってなっ得！スタジオトーク」
　防ごう！住宅火災をテーマに紹介
●13・14 日：「にこにこ子育て」
　子育てコミュニティー
　T

と っ と り

ottori M
ま　ま　ず

ama’s
●20・21 日：「元気です」
　流しびなの館で童謡をうたう会

みやっちみやっちかなこかなこ「とっとり知らせ隊」も見てね♪
鳥取市議会 2 月定例会
　市議会定例会の一般質問の模様を終了まで生中継、当日
の午後6時から122ch（第2放送）で再放送します。

廃棄物対策課からのお知らせ
問	本庁舎廃棄物対策課		 	0857-30-8091	 	0857-20-3918

事業所等から出る可燃ごみの袋は
透明袋で出してください

ごみ減量化地域学習会
　職員・講師が、公民館など地域に出向いて学習会を開催
します。
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」の作り方・使い方、４R・食品
ロスについて学びます。

申 込 み　希望日時、場所、人数、研修項目を電話・ファク
シミリ・電子メールでお問い合わせ先まで

　6月 1日から、本市のごみ収集運搬業者（一般廃棄物収
集運搬業許可業者）と直接、可燃ごみ収集委託契約をされ
ている事業所などは、分別の徹底によるごみの減量化・再
資源化、ごみの適正排出を推進するため、可燃ごみの袋を「透
明袋」に限定することとしますのでご協力をお願いします
（青・黒・白などの色付きごみ袋は、神谷清掃工場で受け入
れできません）。

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。多量の
ごみを一度に処理される場合には、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、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「令和 2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、ごみステーションを利用
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、本市一般廃棄物収集運搬業許可業者と直
接、収集契約を行ってください。

　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（金）
（春分の日） 収集します お休みします

※27日（金）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、自然災害などで、
ゴミ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。

乾電池・蛍光管の収集（鳥取地域）
　鳥取地域の次の乾電池、蛍光管の収集は
４月１日（水）〜 7日（火）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

4月からコミュニティFM
「FM鳥取」の聴取エリアが広がります
問	本庁舎情報政策課
	0857-30-8026	 	0857-20-3943

　コミュニティ FM「FM鳥取」（周波数 82.5MHz）は、
地域情報をはじめとして、市の行政情報や防災情報の
発信を行っています。今までの放送は本陣山に放送局
を置き、市街地を中心としたエリアでお聞きいただい
ていましたが、新たな放送局（「毛無山局」と「小倉
山局」）を整備しました。４月１日以降は、毛無山（矢
矯）の北側や小倉山（用瀬町別府・美成）周辺を中心
に、聴取可能なエリアが広がります。
　また、通常のラジオで聞く以外に次の方法でも聞く
ことができます。
■インターネットで聞く方法
・「インターネットサイマルラジオ配
信」で聞く。
・スマートフォンアプリ「TuneIn	
Radio」で聞く。

■ケーブルテレビで聞く方法
・ケーブルテレビ
「いなばぴょん
ぴょんネット」の
「コミュニティ
データ放送画面」
から、「FM鳥取」
ボタンを押して聞
く。
・テレビアンテナ端
子からラジオにア
ンテナ線を接続し
て聞く。

鳥取市防災ラジオの販売を開始
問	本庁舎危機管理課
	0857-30-8033	 	0857-20-3042

　屋内における情報伝達手段の強化のため、4月から
防災ラジオの販売を開始します。
　防災ラジオとは、災害時に本市が緊急情報を発信し
た際に、ラジオ局（FM鳥取）の電波を利用して、自
動で起動する情報伝達機器です。
※受信の可否は FM鳥取の聴取可能エリアに依存し
ます。受信に不安のある人は、購入前にラジオなど
でご自宅の受信状況をご確認ください。

販 売 金 額　2000 円（税込）
販売対象者　本市を生活の基盤とし、緊急情報の取得

に不安のある人
機 器 概 要　J-ALERT（ジェイアラート）や避難情

報など、防災行政無線と同じ内容が放送
され、自動起動時はライトが点灯します
（電池による動作が可能）。緊急放送の自
動録音機能により、内容を再度確認する
ことができます。

販　売　店　本市公式ホームページをご覧ください。
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インターネット
サイマルラジオ配信

ケーブルテレビ【デジタル 12ch】
いなばぴょんぴょんネット
	http://www.inabapyonpyon.net

※番組の放送時間は、ホームページで
紹介しています。


