
鳥取市広報番組のご案内

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

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

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）

※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。

　新年度も、市民の
みなさんに役立つ情
報や鳥取市の取り組
みや魅力、地域に密
着した話題などを盛
りだくさんでお届け
します。ぜひご期待
ください！ さきさきかなこかなこ

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

鳥取市体育協会 令和 2 年度
鳥取市スポーツ表彰受賞者

問	鳥取市体育協会
	0857-20-3363		 	0857-20-3954

　今年度のスポーツ表彰は、個人 80 人、団体
11組が受賞されました（敬称略）。
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※詳しくは本市公式ホームページをご覧ください。

証明書のコンビニ交付を
ご利用ください

問	本庁舎市民課
	0857-22-8111（鳥取市コールセンター）
	0857-20-3909

　マイナンバーカードを利用して、コンビニなど
で住民票などが取得できます。
鳥取市内で利用できる場所
イオン、セブンイレブン、ファミ
リーマート、ローソン、ローソン
ポプラ、若葉台郵便局

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

　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

4月29日（木）
（昭和の日） 収集します お休みします

5月3日（月）
（憲法記念日） 収集します

お休みします
※5月10日（月）に振替

お休みします

5月4日（火）
（みどりの日） 収集します

お休みします
※5月11日（火）に振替

お休みします

5月5日（水）
（こどもの日） 収集します

お休みします
※5月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
4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4

地域別「ごみカレンダー」をご活用ください

　本市公式ホーム
ページに 4 月〜
12 月の地域別の
ごみカレンダーを
掲載しました。
本市公式ホーム
ページトップペー
ジ⇒くらしの情報⇒くらし・環境⇒ごみ・リサイ
クル⇒家庭ごみ⇒収集曜日一覧に掲載

ルールを守ってごみステーションを
清潔に管理・利用しましょう
　本市のごみステーションは、町内会やアパート
などの管理のもと、住民のみなさんがお互いに協
力し合い共同で利用していただいています。
　4月は他の地域からの転入などで、本市のごみ
出しに不慣れな人が誤った方法でごみを出される
場合があります。「きちんと分別する」「出しては
いけないものを出さない」「定められたごみステー
ションに午前 8時までに出す」など、改めてご
み出しのルールをご確認いただき、協力して利用
するようお願いします。

（株）サンインマルイ国府店が
ごみ減量等推進優良事業所に認定

　本市では、ごみ減量やリサイクルに積極的に取
り組んでいる事業所を「鳥取市ごみ減量等推進優
良事業所」として認定しています。
　令和 3年 2月 1日付で（株）サンインマルイ国
府店が新たに認定されました。同社は店舗内のご
みの分別徹底や減量化の取り組みだけでなく、古
紙やトレイなどの店頭回収を行うなど、消費者の
リサイクル推進にも積極的に取り組んでいます。
　この度の認定で、本市ごみ減量等推進優良事業
所は 23社となりました。
※詳細は本市公式ホームページをご覧ください。

認定証交付　（左）石谷店長

わっか春号 vol.43 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
かに関わる人や出来事、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、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。
　43号の特集では、まちなかで自分らしいカタ
チを実現している人を取材しました。
　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。

「コンビニ交付」
について

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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