
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

　新庁舎誕生 1 周年を
記念し FM 鳥取とのコ
ラボ企画をお送りしま
す。「元気です！」では
認知症の「希望大使」
として活動する藤田さ
んをご紹介。そのほか

「Amazing ! 調 査 員 が
行く  それ、鳥取市だよ」
などをお伝えします。

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♪

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

11月3日（火）
（文化の日） 収集します

お休みします
※4日（水）に振替

お休みします

11月23日（月）
（勤労感謝の日） 収集します

お休みします
※25日（水）に振替

お休みします

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。

【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イル
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
12月1日（火）～ 7日（月）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12

出前講座「段ボールコンポスト講習会」受講団体募集
　地域や友人などのグループで、段
ボールコンポストの作り方を学びま
せんか？講師が出向き、段ボールを
使ったコンポスト容器の作り方や生
ごみをたい肥化させるコツなどをお
伝えします。
　出前講座をご希望の人（団体）は、
廃棄物対策課へご連絡ください。

申し込み	 開催希望日の 3週間前まで
参 加 料	 無料
	 （コンポスト容器の材料は提供）
参加人数	 5 人〜 20人
所要時間	 2 時間
※ごみ処理施設の見学と合わせて行うこ
とも可能

8月に実施した国府町あおば地区での講習会

フクシ×アート WEEK2020
問	本庁舎文化交流課		 	0857-30-8021		 	0857-20-3040

　「障がい者アート」をテーマに、市内の福祉作業所な
どに通うみなさんが制作したアート作品を中心市街地
商店街の店舗に展示。「アーケードフラッグアート展」、
「フクシ×アートフォーラム」なども同時開催。まちな
か散策と作品鑑賞をお楽しみください。
■まちなか美術展2020
と　き	 11 月 1日（日）〜 23日（月・祝）
※時間、休業日、展示期間は各店舗により異なります。
ところ	 中心市街地商店街店舗など（11カ所）
内　容	 アート作品を商店街振興組合加盟店舗に展示
■アーケードフラッグアート展
と　き	 11 月 23日（月・祝）まで
ところ	 各商店街アーケードほか
内　容	 ①アート作品をフラッグにして、商店街の店

頭に飾ります。
	 ②駅前のバード・ハットやサンロードにビッ

グフラッグを掲げています。

■その他のイベント
〇シャッターアート
　商店街のシャッターをアートで彩ります。
〇若桜橋ナイトスライドショー
若桜橋たもとの土手にアート作品をスライドショー
で投影します。麒麟 Square では大型モニターでご
覧いただけます。

〇フクシ×アートフォーラム
YouTube でライブ無料配信します。
「アートの可能性	〜新しいフクシとまちづくり〜」
出演：東

あずま

ちづるさん・平
ひら	た 	

田オリザさん・妹
せ の お

尾恵
え い こ

依子
さん・山

やました

下弥
や よ い

生さんほか

〇オンラインマルシェ・まちなかダンス・
　鳥取福祉会保育園作品展なども
　開催予定
　詳しくはフクシ×アート
WEEK 公式インスタグラムやチ
ラシなどをご覧ください。

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	 10 月 23日（金）
配布場所	 ▷建築住宅課（本庁舎 2階 )
	 ▷各総合支所産業建設課
提出期間	 10 月 30日（金）〜 11月 9日（月）
提出場所	 ▷建築住宅課　▷各総合支所産業建設課
※申込書に添付する書類は申込者の家族構成、収入状
況、住宅事情などによって異なりますので申込書配
布時に説明を受けてください。また、添付書類の中
には取得に日数を要するものもありますので早めの
手続きをお願いします。
※駅南庁舎総合案内は申込書の配布のみで必要添付書
類の説明、申込書の提出はできませんのでご注意く
ださい。
※住宅の種別や規格によって入居資格要件が異なりま
すので、詳しくは申込書をご覧ください。

◆ 11 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

材　　木 3DK 4 21,600 〜 49,800

西品治北 3DK 1 29,000 〜 38,300

西品治北 3DK 3 29,000 〜 38,300

河原	下佐貫 3K 1,2 15,000 〜 15,000

気高	西浜 3DK 3 19,500 〜 38,200

気高	西浜 3DK 3 19,500 〜 38,200

国府	法花寺 3DK 1,2 24,000 〜 47,200

※1K、2K、2DK は単身者優先（吉成 2DK 除く）、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

下味野B 3DK 1,2 22,800 〜 30,100

鹿野	出合 3DK 1,2 16,800 〜 29,000

用瀬	城山 2DK 1 15,800 〜 36,400

高齢者
世話付 湖　　山 2LDK 2 26,100 〜 34,500

受託県営 高　　草 3DK 2 24,100 〜 48,300

※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。

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）

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

アカウント名
fukushiartweek

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  2020.11 とっとり市報  2020.1117 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。


