
鳥取市広報番組のご案内

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。

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 6:00 〜 24:00 まで毎時 00分放送
※ 12:30、19:30 も放送あり

　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・水曜日 12:15 頃〜（30 分間）
　【再放送】毎週火・木曜日 16:00 頃〜

■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）

■鳥取シティインフォメーション
★毎日朝・夕放送（5 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。

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

■ 6 月は環境月間
　5月 30 日（ごみゼロの日）から 6月 5日（環境の
日）まで「ごみ減量・リサイクル推進週間」、「全国ご
み不法投棄監視ウィーク」となっています。ごみの減量・
リサイクルの推進、不法投棄防止監視パトロールの啓
発活動などが一斉に実施されますので、ご家庭でも環
境について考えるきっかけにしてください。

■不法投棄は犯罪です! !
　家庭ごみを不法投棄した場合でも犯罪として厳しく
罰せられます。不法投棄者は、5年以下の懲役または
1000 万円以下の罰金刑 ( 法人
は 3億円以下）に処せられます。
廃棄物対策課では、関係機関な
どの協力により投棄者の究明に
力を入れています。不法投棄は
絶対しないでください。

　新コーナー「Amazing ！
調査班が行く  それ、鳥取市
だよ」や、市内で活躍する人
やグループの活動を紹介する

「元気です！」などをお届け
します。

かなこかなこさきさき さきさき かなこかなこ

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）

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

市営住宅入居者募集
問	本庁舎建築住宅課
	0857-30-8371		 	0857-20-3919

■申込書について
配布開始日	 5 月 22日（金）
配布場所	 ▷建築住宅課（本庁舎 2階 26 番窓口 )	

▷各総合支所産業建設課
提出期間	 5 月 29日（金）〜 6月 5日（金）
提出場所	 ▷建築住宅課　▷各総合支所産業建設課

◆ 6 月募集住宅 （EV）…エレベーター有り
種別 団地名 規格 階数 月額家賃（円）

一　般

賀　　露

2DK 3（EV) 24,000 〜 31,800

2LDK 1 25,700 〜 33,900

3DK 3 27,400 〜 36,200

3DK 1（EV) 28,200 〜 37,300

旭　　町
2DK 4 17,800 〜 23,500

3DK 2 21,200 〜 28,000

玄　　好 2DK 2 14,800 〜 19,600

下味野B

3DK 1.2 22,800 〜 30,100

3DK 1.2 22,800 〜 30,100

3DK 1.2 22,800 〜 30,100

青谷	あさひ
3DK 1 28,200 〜 37,200

2LDK 2 23,500 〜 31,100

鹿野	出合 3DK 1.2 16,800 〜 29,000

鹿野	湯花 3DK 1.2 24,200 〜 55,600

気高	矢口 3DK 1.2 24,300 〜 55,800

気高	勝見 3DK 1.2 26,100 〜 60,000

改　良 下 味 野 3DK 1.2 25,800 〜 34,000

受託県住
高　　草

2DK 1 19,000 〜 37,400

3DK 2 24,100 〜 47,300

西 品 治 3DK 1 24,000 〜 47,100

国 安 南 3DK 1.2 23,000 〜 45,100

※2DKは単身者優先、それ以外は家族世帯優先です。

◆随時募集住宅
種別 団地名 規格 階数 月額家賃（円）

一　般
用瀬	城山 2DK 1 15,800〜36,400

旭　　町 3DK 5 24,300〜32,000

身障者
( 車いす用 ) 材　　木 2LDK 1 27,400〜36,100

高齢者
世話付 湖　　山 2LDK 2 26,100〜34,500

※先着順のためすでに入居者が決まっている場合があ
ります。最新の受付状況については、お問い合わせ
ください。
※この他に、勤労者住宅、若者向住宅、特公賃住宅も
随時募集しています。詳しくは本市公式ホームペー
ジをご覧ください。

　鳥取市議会 6 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

【ごみ収集全市共通事項】
　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、新型コロナウィルスの影
響や災害などの場合、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。

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
6月1日（月）〜 5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。

月6

マスクなどの処分について
　鼻水などが付着したマスクやティッシュなどのごみ
を捨てる際は、次の点を心がけていただき、可燃ごみ
の日に出してください。
●ごみに直接触れない
ごみ箱にごみ袋をかぶせ、いっぱいになる前に早め
にごみ袋をしばって封をしましょう。

●ごみ袋はしっかりしばる
マスクなどのごみに直接触れることがないよう、しっ
かりしばりましょう。

●ごみを捨てた後は手を洗う。
ごみを捨てた後は石鹸を使っ
て、流水で手をよく洗いま
しょう。

『マイナンバーカード出張申請受付』
を希望する企業・団体などを募集

問	本庁舎市民課
	0857-30-8196		 	0857-20-3909

　「忙しくて市役所に行く時間がない。」「マイナンバー
カードの申請方法がわからない。」という人も安心で
す。市役所職員が企業や団体・地域の公民館などを訪
問し、マイナンバーカードの申請を受け付けます。で
きあがったカードは、再度市役所職員が出向いてお渡
しするか、ご自宅に本人限定受取郵便によりお届けし
ます。市役所窓口にお越しいただく必要はありません。

【対　象】
・市内に事業所がある企業・団体
・市内の自治会、サークルなど

【申込み条件】
・希望者がおおむね 10 人以上見込まれる企業・団体
など（受付会場、机・椅子の準備をおねがいします）。

【申込みからカードお渡しまでの流れ】
①	申請受付希望日の約 1カ月前までに申込み
②	鳥取市と日程調整・事前打ち合わせ
③	企業・団体などで申請者のとりまとめ
④	出張申請受付
⑤	カードお渡し

認知症になっても、安心して生活できるよう
認知症初期集中支援チーム

がお手伝い
問	本庁舎長寿社会課
	0857-30-8213		 	0857-20-3906

　認知症初期集中支援チームは、認知症の知識を持つ
医療や介護の専門職がチームを組み、認知症の初期段
階の人や、認知症と診断をされていても医療や介護サー
ビスを受けていない人などに集中的に支援を行います。
　認知症は早期に気づき、早期に対応することが大切
です。認知症に関する困りごとや心配ごとは、お住ま
いの地域の地域包括支援センターにご相談ください。

鳥取中央地域包括支援センター
幸町 71番地（本庁舎１階）

0857-20-3457

鳥取こやま地域包括支援センター
湖山町西一丁目 512
（学習・交流センター鳥取 2階）

0857-32-2727

鳥取南地域包括支援センター
用瀬町別府 96-2

0858-76-2351

鳥取西地域包括支援センター
気高町浜村 50-22
（気高地区保健センター内）

0857-82-6571

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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