
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

　「知ってなっ得！スタ
ジオトーク」はワールド
マスターズゲームズボラ
ンティア募集について。

「元気です！」は小倉天
体物理観測所をご紹介。

「Amazing 調査班が行く 
それ、鳥取市だよ」では
さじアストロパークの魅
力を再発見します !

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♪

コミュニティFM
FM鳥取 RADIO BIRD

 http://www.radiobird.net/

　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	 	0857-20-3040

インターネット
サイマルラジオ

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		 	haikibutsu@city.tottori.lg.jp

　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

8月10日（月）
（山の日） 収集します

お休みします
※12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、災害や新型コロナウィル
ス感染症の影響により、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
8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。

月8

事業所ごみ（可燃ごみ）の透明袋使用の基準を見直します

ゴミ減量のヒント
■ごみの有効活用にご協力ください
　そのまま捨ててしまえばごみとなってしまうものも、
取り組み次第で資源となります。
●生ごみの堆肥化に取り組んでみませんか？
　家庭で毎日大量に出る生ごみ。これを堆肥化するこ
とでエコにつながり、野菜や花の栽培に適した肥料を
作ることができるとともにごみの減量化にもつながり
ます。
●生ごみ堆肥化に関する補助制度について
　本市では生ごみ堆肥化容器や段ボールコンポストを
使用して堆肥化を行う取り組みに対し、購入費の一部
補助を行っています。
補助額（家庭用生ごみ堆肥化容器等購入費補助制度）

補助対象 補助額 補助回数

生ごみ堆肥化容器
（コンポスト容器・EM菌
使用タイプ）

購入費の 2/3
上限 4000 円 5年間に2回

段ボールコンポストセット 購入費の 2/3
上限 1000 円 1年間に4回

ピートモス・もみ殻くん炭

※詳細は廃棄物対策課までお問い合わせください。

　6月 1 日以降、事業所ごみ（可燃ごみ）を
一般廃棄物収集運搬業許可業者と契約して排
出する場合に使用するごみ袋は、「透明袋」に
限定しましたが、「透明の基準が不明瞭」との
ご指摘や、「鳥取市の家庭用可燃ごみ指定袋と
の整合性」を求められるご意見を多くいただ
きました。その後再検討した結果、7月 1 日
から使用できる袋の基準を見直しました。

【見直しを行った点】
無色の半透明袋も使用可能にしました

【見直し後の使用できる袋の基準】
・無色の透明袋
・無色の半透明袋（中身が確認できるもので、透明度は鳥取
市家庭用可燃ごみ指定袋程度まで）

【使用できない袋】
色付きの袋（白、黒、青など）、色付き半透明袋、レジ袋など

令和元年度鳥取市のごみ排出量
　令和元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ごみの合計）は 59495㌧となり、
前年度の 59314㌧から 181㌧の増量となりました（前
年度比約 0.3％増）。
　令和元年度の家庭ごみ排出量は 33135㌧となり、前
年度の 32960㌧から 175㌧の増量となりました（前年
度比 0.5％増）。

0

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

R 元H30H29H28H27
0

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

59,31461,662 60,768 60,906

32,96032,960

59,495

33,13533,135
34,77634,776 34,04234,042 33,55033,550

ごみ排出量の推移

一人一日あたり
の 家 庭 ご み の

排　出　量

H27 H28 H29 H30 R元

498g 491g 487g 482g 488g

麒麟のまちパートナーステッカー
をご利用ください

問	本庁舎政策企画課
	0857-30-8013		 	0857-20-3040

　本市は、岩美町・若桜町・智頭町・八頭町、兵庫県
香美町・新温泉町との経済・生活圏を一体とした「麒
麟のまち」圏域を形成していますが、新型コロナウイ
ルスを原因とした県外ナンバーの車に対する嫌がらせ
を危惧する声が寄せられるなど、圏域の一体感をさら
に高めていく必要があります。
　麒麟のまち圏域におけるパートナーシップの醸成、
新たな交流が始まる中での嫌がらせの防止と来訪者へ
のおもてなしの心を PRすることを目的として、車両
用ステッカー（マグネット・シール）を作成しました。
　思いやりと絆を大切にする気持ちと「麒麟のまち」
の一体感を高めていくため、麒麟のまちパートナース
テッカーをご利用ください。
配布場所	 本庁舎政策企画課、各総合支所

麒麟のまち圏域各町役場（岩美町・若桜町・
智頭町・八頭町、兵庫県香美町・新温泉町）
※希望者に無料配布

梨のご注文は「とっとり市
いち

」へ !
ふるさとの味を全国にお届けします

問	本庁舎経済・雇用戦略課
	0857-30-8283		 	0857-20-3947

問	とっとり市カスタマーセンター
	0857-54-1952		 	0857-29-1000

　鳥取市公式インターネットショップ「とっとり市
いち

」で
は、梨の代表品種の二十世紀梨を始め、新

しんかんせん

甘泉、あき
づき、秋

あきばえ

栄など、農家自慢の梨を各種取り揃えました。
　鳥取の採れたてのおいしい梨を買いたい、贈りたい
という人は、ぜひ、インターネットショップ「とっと
り市」をご利用ください。
　また、期間限定で梨の事前予約をファクシミリで受
付します。詳しくは、とっとり市カスタマーセンター
までご相談ください。

 https://tottori-ichi.jp/
とっとり市

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

Tottori City News Letter  2020.8 とっとり市報  2020.817 16※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントや講座などは中止・延期・内容が 変更になる場合があります。最新の情報は、本市公式ホームページか、各問合せ先でご確認ください。


