
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）

■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。

「知ってなっ得！スタ
ジオトーク」では、本
市が選ばれたSDGs
未来都市について。そ
のほか、「Amazing!
調査班が行く『それ、
鳥取市だよ』」、「元気
です」などをお送り
します。

長谷長谷
田中田中

松岡松岡

網田網田
「とっとり知らせ隊」も見てね♪

特殊詐欺を撃退 !
通話録音機能付電話機等の

購入補助
問	鳥取市消費生活センター
	0857-20-3863		 	0857-20-3919

【対　象】　※以下のすべてにあてはまる人
・鳥取市内に住所があり居住している人
・65 歳以上の単身世帯または 65 歳以上のみ
の世帯

・市民税などを滞納していない人
【補助対象となる機器】
電話着信時に通話内容を録音することを自動で
相手に伝える「事前予告機能」と「通話録音機
能」を有する固定電話機または通話録音装置

【補助内容】
購入および設置に要する費用の 2分の 1
※上限 1万円・1世帯あたり 1台

【申請について】
■申請期間
　10月11日（月）〜令和4年2月14日（月）
※交付総額以内でおおむね 20件程度。先着
順で受付し、予算の上限に達し次第、終了
する場合があります。

■申請方法
　※制度を利用するには、購入前に申請が必要
①「補助金交付申請書」に購入を予定する機
器の「見積書」「カタログなどの写し」を
添付して提出。

②補助金の交付が決定し、「補助金交付決定
通知書」を受けた後、対象機器を購入し設
置する。
※設置後は「実績報告書」や「領収書」な
どの提出が必要。

■提 出 先
　提出書類に必要事項を記入し、添付書類を
添えて問い合わせ先まで持参か郵送で提出。

J アラート
第 2 回全国一斉情報伝達試験

問	本庁舎危機管理課
	0857-30-8033		 	0857-20-3042

　地震・津波や武力攻撃などの発生に備えた、内
閣府・消防庁で実施されるＪアラートの全国一斉
情報伝達試験にあわせて、防災行政無線および防
災ラジオの放送を行います。試験放送ですので、
実災害ではないこと、ご了承くださいますようお
願いします。
と　き　10月 6日（水）11:00 予定

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10月1日（ 金 ）〜 7日（ 木 ）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10

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

【注意事項】
　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。

■ 10 月のごみ収集
　10月のごみ収集は、通常どおり収集します（10
月 11 日（月）は平日です。国民の祝日「スポー
ツの日」ではありません）。

マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます
問	本庁舎保険年金課
	0857-30-8221		 	0857-20-3906

■どんないいことがあるの？
・本人が同意をすれば、初めての医療機関などで
も、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が、
医師などと共有できます（医療機関によって開
始時期が異なります）。

・マイナポータル※で、10 月（予定）から自身
の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できます。
※政府が運営するオンラインサービス。行政手
続きの検索や、お知らせを受け取れたりする
自分専用のサイト。

■利用には申込が必要です
・スマートフォンからマイナポータルで申込︎
※アプリのインストールが必要

・セブン銀行ATMで申込︎
　詳しい申込︎み方法などは、特設ページ
をご覧いただくか、下記電話番号まで。

第3弾 お買い物全品
30％OFFクーポンキャンペーン
問	とっとり市カスタマーセンター
	0857-54-1952		 	support@tottori-ichi.jp

　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 30％ OFF クーポンキャンペー
ンを実施します。
　旬のモサエビや輝太郎柿まで、全品お得にお買
い物できる、インターネットショップ「とっとり
市」をご利用下さい。
期　間　10月 1日（金）〜

（最長 11月 30日（火）まで）
※予算上限に達し次第終了

 https://tottori-ichi.jp/

令和4年度 保育所の入所申込み
問	本庁舎こども家庭課
	0857-30-8457・8238		 	0857-20-3907

問	各総合支所（ 	12 ページ）、各保育所

■令和 4 年 4 月 1 日入所申込み
受付期間	 10 月 25日（月）〜 11月 17日（水）
入所基準
①本市に在住し、住民登録をしていること
②保護者が次のいずれかの理由に該当し、お子
さんの保育が必要であること
▷就労（64時間以上 /月）　　▷妊娠・出産
▷疾病・障がい　　　▷介護・看護など
▷災害復旧　　　　　▷就学
▷求職活動　　　　　▷その他

提 出 先
第1希望の保育所（認定こども園・地域型保育
事業所含む）
※申込︎書類は、10 月 11 日（月）より本庁舎
13番窓口、各総合支所市民福祉課、各保育
所などで配布。
※認定こども園へ幼稚園籍で入所希望の場合
は、直接施設へお問い合わせください。

■令和 4 年度途中入所（4 月 2 日以降）申込み
受付期間	 令和 4年 2月 1日（火）〜
※申込︎み締切日は入所希望月によって異なり
ますので、ご注意ください。詳しくは令和 4
年度保育所等入所案内、本市公式ホームペー
ジをご覧ください。

提 出 先	 本庁舎 13番窓口・各総合支所
※認定こども園が第１希望の場合は、直接施設
にご提出ください。

※各施設の定員・開所時間などは本市公式ホーム
ページにてご確認ください。

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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