
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。

　「食育らくらくクッキ
ング」は、お正月で余り
がちなおもちを使った

『ピザ風野菜もち』、「元
気です !」では『キラリ
★さきがけ塾』を運営す
る実行委員会のみなさん
の元気な活動をご紹介し
ます。今年もよろしくお
願いします！

さき

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♪

わっか冬号 vol.42 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」は、まちなかの動きや人、お店
などを紹介する情報誌です。鳥取市の取組
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。この情報誌を
通じて、まちなかの人やモノがつながり、

わっかができ、まちが元気になっていけば
と考えています。
　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
公式ホームページでもご覧にな
れます。

姫路市による
姉妹都市等観光推進キャンペーン
問	姫路市役所観光推進課
	079-221-1520（平日 9:00 〜 17:00）

　姫路市が、姉妹都市である
鳥取市民を対象に、姫路市の
観光施設である姫路城や好古
園、市立動物園への入場料を
無料とし、記念のノベルティ
配布を行います。
と　き　3月 31 日（水）まで
※住所がわかる身分証などの提示が必要
※記念ノベルティは入場者 1人 1つ限り（なくなり次
第終了）
※団体扱いの人は別のプレゼントになります

記念ノベルティ
（本革コインケース）

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

【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。

【年始のごみ処理施設などの受入れ開始】　1 月 4 日（月）8:30 〜
■神谷清掃工場（可燃ごみ）直接搬入　■鳥取県東部環境クリーンセンター（不燃ごみ）直接搬入
■大型ごみ受付センター受付

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
2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2

４R のすすめ
■使用済みインクカートリッジをリサイクルしよう
　本市では、使用済インクカートリッジの回収・リサ
イクルを推進するプリンターメーカーの共同活動『イ
ンクカートリッジ里帰りプロジェクト』に参加し、使
用済インクカートリッジの回収を行っています。リサ
イクルにご協力をお願いします。
回収場所	 本庁舎西口玄関、駅南庁舎東玄関
対象インクカートリッジ
　家庭用プリンター使用済インクカートリッジ
対象メーカー
　ブラザー、キャノン、エプソン、日本HP
※対象外のインクカートリッジ(純正品でないもの)や
インクカートリッジ以外のもの(ビニールや箱など)
を回収箱に入れないでください。

カセットボンベ缶・スプレー缶
の出し方

　中身の残っているカセットボンベ缶やスプレー缶な
どがごみに出されると、収集車や処理施設での火災の
原因になります。下記の方法でごみステーションに出
してください。

・必ず中身を使い切る。
・風通しのよい屋外で穴を開ける。
・「小型破砕ごみ」の日に出す。

　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

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

1月4日（月）以降 通常どおり収集します

1月11日（月）
（成人の日） 収集します お休みします

※13日（水）に振替 収集します 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。

鳥取市立学校の適正規模・
適正配置基本方針（素案）の説明会
問	本庁舎校区審議室
	0857-30-8405		 	0857-20-3952
	kokushingi@city.tottori.lg.jp

　現在、本市の基本方針（素案）について市民政策コ
メント（市報 12月号 18㌻）を実施中です。少子化に
ともなう今後の学校の在り方を踏まえ、その内容をご
説明します。
　多くのみなさんにご参加いただき、20年後の本市の
子どもたちの教育環境について一緒に考えましょう！

と　き（1 月） と　こ　ろ

13 日（水）19:00 〜 市役所本庁舎

14日（木）19:00 〜 福部町コミュニティセンター

15日（金）19:00 〜 国府町コミュニティセンター

16日（土）10:00 〜 鳥取市文化センター

18日（月）19:00 〜 国際交流プラザ

19日（火）19:00 〜 鹿野町総合支所

20日（水）19:00 〜 青谷町総合支所

21日（木）19:00 〜 気高町総合支所

※河原町・用瀬町会場は開催済み
定　員	 各会場 30〜 50人　※要申込み
	 （申込み状況によっては当日参加可能）
条　件	 市内在住の人
	 ※18歳未満の人は保護者の同

意が必要
募　集	 住所・氏名・年齢・電話番号・

希望会場（第 1希望〜第 3希
望）を明記のうえ、持参・郵送・ファクシミリ・
電子メールのいずれかで問い合わせ先まで。

※お住いのブロックの日程以外でも参加可能。
※参加状況や新型コロナウイルス感染状況により、日
程が変更となる可能性があります。

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

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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