
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）
　【再放送】毎週土曜日 10:20 頃〜

■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

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。

　FM鳥取とCATVい
なばぴょんぴょんネッ
ト、鳥取市が連携し、
本市をこよなく愛する
市民みなさんの声をご
紹介中！新型コロナに

打ち勝つためには、人を信頼し、思いやりの気持ち
を持つことが大切。みなさん一緒に新型コロナに立
ち向かっていきましょう！
　FM鳥取、CATV「とっとり知らせたい！」で放送中。
「鳥取市公式動画チャンネル」でも公開しています。

鳥取市議会 6 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。

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6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6

６月は環境月間
　5月 30日は『ごみゼロの日』、6月 5日は『環
境の日』、6月は『環境月間』です。全国各地で
ごみの減量やリサイクルの推進、不法投棄防止監
視パトロールの啓発活動などが一斉に実施されま
す。ご家庭でもごみの減量や環境について考えて
みましょう。

不法投棄・ポイ捨ては犯罪です
　不法投棄は重大犯罪として厳しく罰せられます。

【不法投棄の具体例】
・山林や川などにごみを投げ捨てる
・資材置き場などにごみを放置する
・たばこの吸い殻や空き缶
などをポイ捨てする

・地面に穴を掘ってごみを
埋める（たい肥化は除く）
　不法投棄者は、5年以下
の懲役または 1000 万円以下の罰金刑 ( 法人は
３億円以下）に処せられます。
　廃棄物対策課では、関係機関などの協力により、
投棄者の究明に力を入れています。不法投棄は絶
対しないでください。

飲食業等緊急支援給付金
問	本庁舎企業立地・支援課
	0857-22-8111（鳥取市コールセンター）
	0857-20-3947

　新型コロナウイルス感染拡大により、売上が大
幅に落ち込んでいる市内の飲食店や旅行関連業者
の事業継続を支援するため、「飲食業等緊急支援
給付金」を給付します。

【対象者】
令和 2年 12 月以前に本市内に本社（個人事
業主の場合は住所）かつ 1カ所以上の事業所・
店舗を置く、中小・小規模事業者、個人事業主

【対象業種】
①飲食関連事業者（飲食店、自動車運転代行業）
②旅行関連事業者（宿泊業、旅客運送業、自動
車賃貸業、旅行代理店、美術館、公衆浴場、
遊漁船業、体験型観光業（アクティビティや
農園などで体験をともなう観光サービス業）、
土産物販売店（全体売上高のうち観光客への
売上高が 5割以上ある小売店））
③上記対象事業者への商品・サービスを提供し
ている者（食品加工業、清掃業、卸売業で、
全体売上のうち上記①②に対する売上高が 3
割以上ある者に限る）
※①②③の対象業種以外にも事業を営んでいる
場合、対象業種の売上高が全体売上高の 5割
以上であること

【申請期限】　6 月 30日（水）まで
※対象要件や給付額など、詳しくは
本市公式ホームページをご覧ください。

第2弾 お買い物全品
30％OFFクーポンキャンペーン
問	本庁舎経済・雇用戦略課
	0857-30-8283		 	0857-20-3947

問	とっとり市カスタマーセンター
	0857-54-1952		 	0857-29-1000

　鳥取市公式インターネットショップ「とっとり市
いち

」
では、会員限定で全品 30％OFFでお買い物がで
きるクーポンキャンペーンを開催します。ご自宅
にいながら、旬の岩ガキや、農家自慢の梨、鳥取米、
老舗のお菓子など、お得にお買い物ができます。
この機会にぜひ、インターネットショップ「とっ
とり市」をご利用ください。
期　間　6月 2日（水）0:00 〜

※予算上限に達し次第終了
（最長 9月 29日（水）まで）

 https://tottori-ichi.jp/

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	 5 月 24日（月）
配布場所	 ▷建築住宅課（本庁舎 2階 )
	 ▷各総合支所産業建設課
提出場所	 ▷建築住宅課
	 ▷各総合支所産業建設課

提出期間	 5 月 31日（月）〜 6月 7日（月）
※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。

◆6 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

駅　南
1K 1 12,600 〜 16,600

3DK 3 23,000 〜 30,400

賀　露

2DK 1 17,100 〜 22,500

3DK 3（EV）28,900 〜 38,100

3DK 3 23,500 〜 31,000

3DK 2 25,500 〜 33,600

湯　所 2DK 3 21,900 〜 28,900

湯　所 2DK 2 24,700 〜 32,600

旭　町

3DK 4 21,200 〜 28,000

3DK 2 21,200 〜 28,000

3DK 4 20,400 〜 26,900

3DK 4 24,600 〜 32,400

湖　山 2LDK 1 26,100 〜 34,500

種別 団地名 規格 階数 月額家賃（円）

一　般

湖　山 3DK 2 26,800 〜 35,400

気高矢口 3DK 1.2 24,000 〜 31,700

国府新麻生 2LDK 1 21,600 〜 28,600

鹿野出合 3K 1.2 18,100 〜 23,800

改　良 湖　山
2DK 3 25,000 〜 33,000

2LDK 3 29,200 〜 38,500

高齢者
世話付

賀　露 2DK 2 22,200 〜 29,300

湖　山 2LDK 1 26,100 〜 34,500

特公賃 青　谷
西町第二 3DK 1 43,000 〜 55,000

受託県住
高　草

3DK 2 24,100 〜 31,800

3DK 3 24,300 〜 32,100

国安南 3DK 1.2 22,700 〜 30,000

♥人が好き、鳥取市が好きキャンペーン ♥

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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