
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

　10 月は河原町西郷地
区の話題が盛りだくさ
ん !「Amazing ! 調 査
班が行く それ、鳥取市
だよ」では西郷地区を調
査します。「元気です !」
で は、 河 原 町 北 村 に

「三
さんさんがま

々窯」を開いた廣
ひろ せ 

瀬
さん、小

 こ ぶち

渕さんご夫婦
をご紹介します。

かなこ さき

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」（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

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

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

【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。

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
10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。

月10

計量器（はかり）の定期検査
問	本庁舎経済・雇用戦略課
	0857-30-8282		 	0857-20-3947

　取引および証明に使用している計量器は、2年に 1
回定期検査を受検しなければなりません。本年度の対
象地域のうち、福部地域は 5月に実施しました。国府・
河原・用瀬・佐治地域は 10 月に実施しますので、該
当する人は受検してください。
対象地域　国府・河原・用瀬・佐治地域
持 ち 物　定期検査受検票（前回の該当者には事前に

通知）、計量器、検査手数料

検査日
（10 月） 検査時間 検査会場

6日(火)
10:00〜12:00 佐治町コミュニティセンター

13:30〜16:00 用瀬町民会館

7日(水) 10:00〜16:00 国府町総合支所

8日(木) 10:00〜16:00 河原町総合支所	

県外学生支援
「トットリー氏からの
がんばる出身学生応援便」
問	本庁舎政策企画課
	0857-30-8012	 	0857-20-3040

　本市では、コロナ禍の中、県外で学生生活を送る本
市出身の学生に、特産品の米や農産物、加工品などを
詰め合わせた「トットリー氏からのがんばる出身学生
応援便」をお送りしています。
※対象者など、詳しくは本市公式ホームペー
ジか市報 8月号 8㌻をご覧ください。

秋便申込締切り　10月 15日（木）
応援便内容予定
秋便（10 月末頃発送）　●星空舞		●どっさり豚肉の
梨キーマカレー		●鳥取県産牛ほほ肉カレー		●とっとり
駄菓子おいり		●刻みあまから炊き		●らっきょう甘酢漬		
●シイタケチップス原木育ち		●ベルフルバラエティセット

冬便（令和 3 年1月末頃発送）　●コシヒカリ		●美歎
牛カレー		●鳥取和牛ビーフカレー		●らっきょうピリ
辛		●梨フルーツらっきょうディップ		●ぎゅっと丸ご
と梨搾り		●カレーせんべい		●スティックケーキ

※内容が一部変更になる場合があります。

令和 2 年度鳥取市職員採用試験【土木（社会人経験者対象）】
問	本庁舎職員課		 	0857-30-8116	 	0857-20-3957

受　　験　　資　　格
1 次試験 2 次試験

試 験 日 合格発表 試験日 合格発表

昭和 55年 4月 2日以降に生まれた人で、民間企業などにおけ
る職務経験（土木工事の設計、積算、施工管理の経験）年数が
通算５年以上ある人

11月15日（日） 12月2日 12月
中旬

12月
下旬

【受付期間】	 9 月 28 日（月）〜 10 月 23 日（金）
※試験についての詳しい内容は、受付開始日より本庁舎１階総合案内・6階職員課、駅南庁舎、各総合支所、鳥取
市関西事務所で配布する受験案内または本市公式ホームページでご確認ください。

※同一年度内に実施する採用試験の同一職種の試験区分に申し込むことはできません。

わっか秋号 vol.41 を発行しました
問	本庁舎中心市街地整備課
	0857-30-8331		 	0857-20-3953

　「わっか」秋号 vol.41 ができました。「わっか」は、
本市の取組みやまちなかの情報など、
まちなかに関わる人や出来事、まちな
かで開催されるイベントなどを紹介し
ています。
　公共施設や、中心市街地
提携店舗に設置しているほ
か、本市公式ホームページ
からもご覧になれます。

国史跡梶山古墳壁画一般公開
問	本庁舎文化財課
	0857-30-8421		 	0857-20-3954

　毎年恒例となっている梶山古墳壁画の一般公開。壁
画の実物を見られるのは年に一度、この機会だけです。
3日（土）は国史跡栃本廃寺跡特別公開も行います。
■梶山古墳壁画一般公開（地元特産品の販売）

と　き	 10 月 3・4日（土・日）9:00 〜 16:00
	 ※少雨決行
ところ	 梶山古墳（国府町岡益）

■栃本廃寺跡特別公開
と　き	 10月3日（土）10:00〜15:00　※少雨決行
ところ	 栃本廃寺跡（国府町栃本）

砂だけじゃない !
遊びと学びの世界を楽しもう

鳥取砂丘ビジターセンターフェスティバル2020
問	山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター
	0857-22-0021		 	https://www.sakyu-vc.com/jp/

と　き	 10 月 17日（土）〜 11月 3日（火）
	 9:00 〜 17:00（年中無休）
入館料	 無料
※詳しくはビジターセンターホームページをご覧ください。
■イベント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ビジターセンターファンカード
来館やワークショップでスタンプを集めると、オリ
ジナルグッズをプレゼント。

■おてがるワンコインガイド
あなたの知りたい！に答えるスペシャルツアー
料金　1人 500 円　　所要時間　30分

■鳥取砂丘スマホでスタンプラリー
鳥取砂丘にある 6つのポイントをめぐってスタンプ
をゲット。抽選でアクティビティ体験チケットや鳥
取砂丘の名産品が当たります。

■#鳥取砂丘 VC2020 フォトコンテスト
インスタグラム公式アカウント（@sakyu_visitor）
をフォローして、「#鳥取砂丘VC2020」で投稿しよう。

■鳥取県民限定企画【紙石鹸をもらおう】
住所がわかるものをカウンターで提示してください。
先着 200人
その他、期間中の土日祝日に参加無料のワークショッ
プを開催。
■企画展示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■もしかして、そうなの？ SDGs 展
10 月 17日（土）〜 11月 3日（火・祝）

■砂丘の遊びは俺たちにまかせろ ! Yes! 鳥取砂丘ア
クティビティ展
10 月 17日（土）〜 11月 3日（火・祝）

■日本遺産認定記念 麒麟獅子展
10 月 17日（土）〜 11月 3日（火・祝）
（関連イベント）10月 25日（日）13:00 〜

麒麟獅子の舞　※雨天中止
■多鯰ヶ池にひみつのトンネル !? 展
10 月 25日（日）〜 11月 3日（火・祝）

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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