
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。

　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

7月22日（木）
（海の日） 収集します

お休みします
※7月29日（木）に振替

お休みします

7月23日（金）
（スポーツの日） 収集します

お休みします
※7月30日（金）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
8月2日（ 月 ）〜 6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8

　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！
　本市と連携し、FM 鳥取と CATV「とっ
とり知らせたい」内で放送中。「鳥取市公
式動画チャンネル」でも公開しています。

♥人が好き、鳥取市が好きキャンペーン ♥

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

野焼きは禁止されています
　法律により、家庭ごみや事業所ごみの野外焼
却（野焼き）は、一部を除いて禁止されています。
　生活環境の保全上支障を与えたり、近隣から
苦情のある場合は改善命令や各種行政指導の対
象になります。また、違反した場合は罰則を科
されることもあります。
※ホームセンターなどで販売されている落ち葉

用焼却機で、家庭や事業所から出るごみを焼
却することはできませんのでご注意ください。

ごみステーションの回収容器や
防鳥ネットなどの利用について

　強風などの悪天候のときは、ごみ収集後の容器な
どの適正な保管を心掛けて頂きますようお願いしま
す。回収容器が壊れたり不要になった場合は、本市
が回収します。また、希望される町内会には回収容
器や防鳥ネットを提供します。なお、防鳥ネットを
処分する場合は、可燃ごみ指定袋に入れて可燃ごみ
に出してください。詳しくは廃棄物対策課または各
総合支所市民福祉課までお問い合わせください。

神谷清掃工場の排ガスは安全です
　本市の可燃物を焼却処理している神谷清掃工場
の、排ガス中に含まれる有害物質（ダイオキシン
など）の濃度を調査しました。その結果、法律に
定められた排出基準を大幅に下回り、安全が確認
されました。

《単位の意味》
ng（ナノグラム）：10 億分の 1 グラム
μg（マイクログラム）：百万分の１グラム

mg（ミリグラム）：千分の 1 グラム
PPM（ピーピーエム）：百万分の１
TEQ（ティーイーキュー）：

毒性等量。ダイオキシン類にはさまざまな種類
があるため、それぞれの毒性の強さを換算した
係数による毒性を足し合わせた値

m3N（ノルマル立方メートル）：
摂氏 0 度、1 気圧の状態に換算した気体の体積

調査項目 ダイオキシン類
（ng-TEQ/m3N）

ばいじん
（g/m3N）

窒素酸化物
（PPM）

硫黄酸化物
（m3N/h）

塩化水素
（mg/m3N）

水銀
（μg/m3N)

排出基準 1 以下 0.08 以下 250 以下 110.3 以下 700 以下 50 以下

測定値 0.098 0.0011 70.8 0.760 105.6 4.6

熱中症警戒アラートが
全国でスタートしました !

問 駅南庁舎保健総務課
 0857-30-8521   0857-20-3964

　「熱中症警戒アラート」は、暑さ指数（WBGT）
の値が 33 以上になり熱中症の危険性が極めて高
くなると予想されるときに、環境省と気象庁が発
表します。危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中
症予防行動をとるよう促すための情報です。

【暑さ指数（WBGT）とは】
　人間の体の熱バランスに影響の大きい「湿度」

「日射・輻射など周辺の熱環境」「気温」の 3 つ
を取り入れた指標です。暑さ指数 28 以上は厳重
警戒レベル、中でも 33 以上は極めて危険な状況
とされています。

【熱中症警戒アラートが発表されたら、いつも以
上に努めるべきこと】
●不要不急の外出は避け、昼夜を問わずエアコン

などを使用しましょう
●高齢者や子ども、障がいのある人など、熱中症

リスクが高い人に声かけをしましょう
●のどが渇く前にこまめに水分補給するなど、普

段以上の熱中症予防をこころがけましょう
●屋外や、空調のない屋内での運動は、原則、中

止や延期をしましょう
【熱中症警戒アラートの発表状況を知るには】
　気象庁の発表する他の防災情報や気象情報と同
様に、ニュースや天気予報など多くの手段で知る
ことができます。また、下記のサイトでは、熱中
症に関する情報の配信サービスに登録できます。

　熱中症を予防するためには「危険な暑さを避
ける」ことが重要です。天気予報や鳥取県が
発令する熱中症警報などの情報を活用し、十
分な対策をとりましょう。

環境省
熱中症予防情報サイト

熱中症警戒アラート発
表時に登録者に情報が
配信されます。

鳥取県
あんしんトリピーメール

熱中症警報などの発令
時に登録者に情報が配
信されます。

網田美弥網田美弥 松岡遼平 田中奏子長谷早紀

復帰! 毎週

続投 必見!

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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