
鳥取市広報番組のご案内

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

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。

　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！

★毎週月曜日・水曜日 12:15 頃〜（30 分間）
■深掘り! ! シティインフォメーション・トーク! !

★毎週金曜日 12:15 頃〜（20 分間）
■鳥取おでかけナビ

★毎週土曜日の 9:15 頃〜（15 分間）
■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。

「来ました  元気人！」出演希望者募集中！
　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	 	0857-20-3041

コミュニティFM
FM鳥取 RADIO BIRD

 http://www.radiobird.net/

インターネット
サイマルラジオ

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）

　新年度から新コーナーが
スタート !!「それ、鳥取市
だよ」とコラボレーション
した特集では、トットリー
氏と一緒に鳥取市の魅力を
再発見！災害への備えなど
についてわかりやすくご紹
介する「防災ワンポイント」
のコーナーも始まります。
お見逃しなく！

かなこかなこ

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

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

　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

4月29日（水）
（昭和の日） 収集します 収集地区はありません 収集します

5月4日（月）
（みどりの日） 収集します お休みします

※5月11日（月）に振替 お休みします

5月5日（火）
（こどもの日） 収集します お休みします

※5月12日（火）に振替 お休みします

5月6日（水）
（振替休日） 収集します お休みします

※5月13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日を守り、午前８時ま
でに出してください。ただし、災害などの場合、ご
み収集を中止することがあります。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でご確認ください。

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。

便利で見やすくわかりやすい、
地域別「ごみカレンダー」を活用しましょう

　本市公式ホーム
ページに 4月〜令和
3 年 3 月の地域別の
ごみカレンダーを掲
載しました。
本市公式ホームペー
ジトップページ⇒く
らしの情報⇒くらし・
環境⇒ごみ・リサイクル⇒家庭ごみ⇒収集曜日一覧に
掲載

ごみステーション利用の際の
ルールを守りましょう
　本市のごみステーションは、町内会やアパートなど
の管理のもと、住民のみなさんが、お互いに協力し合っ
て共同で利用していただいています。
　4月は他の地域からの転入などで、本市のごみ出し
に不慣れな人が、間違った方法でごみを出されること
があります。定められた方法でごみをきちんと分別し
ていただき、出してはいけないごみを出さない、午前
8時までに各町内会やアパートなどで定められたごみ
ステーションに出すなど、改めてごみ出しのルールを
ご確認いただきますようお願いします。

月4

鳥取西道路開通一周年  観光キャンペーン実施中
問	鳥取西道路開通観光キャンペーン実行委員会事務局（一般社団法人	鳥取市観光コンベンション協会内）
	0857-26-0756		 	http://torinishiroad.com

■とっとり・西いなば　
周遊スタンプラリー

　山陰道「鳥取西道路」の全線
開通を記念して昨年実施され
た「とっとり・西いなば周遊ス
タンプラリー」がさらに魅力を
増して好評実施中です。
　見どころ満載の西いなば地
域をはじめ市内各所や東部地
区一円の主な道の駅などを周
遊し、スタンプを集めると抽
選で100人に各種地元特産品をプレゼント。
実施期間　5月31日（日）まで

応募条件　専用の応募はがきに「西いなばエリア」と「そ
の他エリア」それぞれ１つスタンプを押して
応募してください

スタンプ設置場所
あおや和紙工房、鹿野そば道場、気高町遊漁センター、
道の駅西いなば気楽里、道の駅神話の里白うさぎ、
吉岡温泉一ノ湯、鳥取砂丘ビジターセンター、仁風
閣など市内の各種観光施設など33カ所に設置

■鳥取西道路開通一周年記念ウォーキング
　詳細は決定次第、鳥取西道路開通観光キャンペーン
ポータルサイトでお知らせします。お楽しみに。
と　き　5月9日（土）
ところ　主会場：道の駅西いなば気楽里

令和２年度に
戸籍の届出をされる人へのお願い
問	本庁舎市民課
	0857-30-8194		 	0857-20-3909

　5 年に一度、国勢調査の行われる年度には、「人口動
態調査（職業・産業）」が実施され、出生・死亡・死産・
婚姻・離婚の各戸籍届書に職業の記入を（死亡届には
産業の記入も）お願いしています。届出は厚生労働省
が実施している「人口動態調査」として、各施策のた
めの重要な基礎資料として活用されています。
　市民課・支所市民福祉課の窓口に「職業･産業例示表」
を備え付けています。わからない場合は、窓口でおた
ずねください。
対　　象　令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日

までの出生・死亡・死産・婚姻・離婚
調査方法　各届書の届出をされるときに、それぞれ職

業をご記入ください。死亡届にはこのほか、
産業も併せてご記入ください。

成人男性の風しんを予防
問	さざんか会館保健医療課
	0857-20-3191		 	0857-20-3199

　風しんは軽い病気と思われがちですが、大人は子ども
より重症化しやすく、また、妊娠初期の女性がかかると
赤ちゃんの目や耳、心臓などに障がいが出る（先天性風
しん症候群）恐れがあり、注意が必要です。予防接種で
防ぐことができる病気ですので、ご自身や周りの人を守
るために、接種を検討してください。
■成人男性を対象とした風しん抗体検査・予防接種事業
　令和 3年度までの残り 2年間、これまで公的に風し
ん予防接種を受ける機会のなかった年代の男性を対象
に、風しんの抗体検査と予防接種を無料で受けていた
だけます。予防接種は、抗体検査の結果、風しんに対
する抗体価が基準より低い人のみが対象となります。抗
体検査は特定健診や職場の健診の機会にも受けられま
すので、まずは検査を受けてください。

【対象者】
本市に住民票があり、昭和 37 年 4 月 2 日〜昭和 54
年 4月 1日の間に生まれた男性

【実施期間】
令和 4年 3月 31日まで

【抗体検査・予防接種の受け方】
　この事業に参加する全国の健診会場、医療機関で受
けることができます。実施機関によっては、曜日や時
間帯、対象者に制限のある場合があるため、事前に「クー
ポン券がある」ことを伝えたうえで、確認もしくは予約
をしてください。

【クーポン券の発送】
①昭和 37年 4月 2日〜昭和 47年 4月 1日生まれの男性
→ 3月末にクーポン券を発送しました。
②昭和47年 4月 2日〜昭和54年 4月 1日生まれの男
性、事前発行でクーポン券を受け取ったが未使用の人
→新しいクーポン券を 6月末頃に発送します。それ
までに使用したい場合は、事前発行ができますの
で、お問い合わせください。

ピックアップインフォメーション ピックアップインフォメーション
Pick up information Pick up information
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