
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

「元気です!」は今年発足 40 周
年を迎える鳥取県警察音楽隊の
元気な活動を、「Amazing! 調
査員が行く  それ、鳥取市だよ」
では、鹿野町の Amazing ! を
ご紹介します！

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♪

鳥取市議会 12 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。

　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		 	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

12月29日（火） 収集します 該当地区はありません お休みします

12月30日（水） 収集します 該当地区はありません お休みします

12月31日（木） 収集します 該当地区はありません お休みします

1月1日（金）
（元日） お休みします お休みします　 	※8日（金）に振替 お休みします

1月2日（土） お休みします 該当地区はありません 該当地区はありません

1月4日（月）以降 通常どおり収集します

【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、災害や大雪、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
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年末年始のごみ処理施設などの
受入れについて

■神谷清掃工場 直接搬入
年末　12月 31日（木）16:30 まで
年始　1月 4日（月）8:30 から

■東部環境クリーンセンター 直接搬入
年末　12月 28日（月）16:00 まで
年始　1月 4日（月）8:30 から

■大型ごみ受付センター
年末　12月 28日（月）16:30 まで
年始　1月 4日（月）8:30 から

家庭ごみ（可燃・プラスチック）上半期（４月から９月）排出量
問	本庁舎廃棄物対策課		 	0857-30-8091		 	0857-20-3918

　本市の令和2年4月から令和2年9月までに家庭から出された可燃ごみは前年度から約56㌧の増量、プラスチッ
クごみは約 92㌧の増量となっています。引き続き、本市のさらなる減量にご協力ください。

可燃ごみ排出量実績

重
量
　ト
ン

：

プラスチックごみ排出量実績

重
量
　ト
ン

：

  上半期合計

 平成30年 13043.81㌧

 令和元年 13412.28㌧

 令和２年 13468.71㌧

  上半期合計

 平成30年 1234.18㌧

 令和元年 1258.02㌧

 令和２年 1350.39㌧
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新型コロナウイルス感染症対策に伴う
物品などの寄附をいただきました

問	本庁舎危機管理課
	0857-30-8032		 	0857-20-3042

　本市に対し温かいご支援をいただき、誠にありがと
うございます。寄附いただいた物品などは、有効に活
用いたします。

■（株）澤寿運輸	 代表取締役	 澤
さわ	だ 	けん 	ご 	

田健吾

■汐さいの会	 会長	 西
にしやまひろ	え 	

山宏恵

■ほっとカフェの会	 会長	 高
たかはらとしかず

原利和

■（株）鳥取県情報センター
	 代表取締役社長	 湊

みなと

　正
まさひこ

彦
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　麗
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■鳥取砂丘ライオンズクラブ	 会長	 岡
おかむら

村　均
ひとし

■田
	た	なか

中　亨
とおる

■旭紙工（株）	 代表取締役社長	 橋
はし	の 	まさゆき

野昌幸

■ドン・キホーテ鳥取本店	 店長	 菊
きく	ち 	たか 	し 	

池隆司

■日本たばこ産業（株）鳥取支店	 支店長	 森
もりもと

本　篤
あつし

■マルイチ（株）鳥取営業所	 営業所長	 池
いけはらのぶひろ

原展広

■（株）光和電工	 代表取締役社長	 四
よつ	い 	

井　勉
つとむ

■（有）大志	 代表取締役	 谷
たにぐちけん	じ 	

口健二

■（株）ユニオンエージェンシー
	 代表取締役	 今

いま	だ 	まさひろ

田晶博

■藪
やぶ	た	ゆうだい

田優大

■鳥取市上水道事業協同組合	 代表理事	 吉
よし	だ 	みね 	お 	

田峰雄

■松井酒造（名）	 代表社員	 松
まつ	い 	

井　薫
かおる

■鳥取県板金工業組合	 理事長	 山
やま	ね 	

根　実
みのる

（順不同・敬称略）

鳥取市上水道事業協同組合

会計年度任用職員募集
問	本庁舎職員課
	0857-30-8116		 	0857-20-3957

任用期間 令和3年4月1日〜令和4年3月31日（予定）
受付期間	 12 月 24日（木）まで
試 験 日	 令和 3年 1月中旬予定
受験案内	 本庁舎総合案内、各総合支所など
※詳しくは受験案内・本市公式ホームページをご確認
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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