
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。

　『元気です！』では、
青谷町の「愛ファクト
リー」をご紹介。また、
市政10大ニュースも
発表します。

松岡松岡網田網田

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

鳥取市議会 12 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（25 番窓口）   0857-30-8091   0857-20-3918

年末年始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

12月29日（水） 収集します お休みします

12月30日（木） 収集します お休みします

12月31日（金） 収集します お休みします

 1月 1日（土）
（元日） お休みします

 1月 2日（日） お休みします

 1月 3日（月） お休みします
お休みします

※10日（月祝）に振替
お休みします

※5日（水）に振替
お休みします

1月4日（火）以降 収集します

【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、災害や大雪、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
12月1日（ 水 ）〜 7日（ 火 ）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12年末年始のごみ処理施設などの受入れ

■神谷清掃工場 直接搬入
年末　12 月 31 日（金）16:30 まで
年始　1 月 4 日（火）8:30 から

■東部環境クリーンセンター 直接搬入
年末　12 月 28 日（火）16:00 まで
年始　1 月 4 日（火）8:30 から

■大型ごみ受付センター
年末　12 月 28 日（火）16:30 まで
年始　1 月 4 日（火）8:30 から

鳥取地域の年末年始のごみ収集 ※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
だよりをご確認いただくか、各総合支所市民福祉課にお問い合わせください

年末年始のお休み

【市庁舎など】
問 鳥取市コールセンター

 0857-22-8111   0857-32-2170

■市役所本庁舎※・駅南庁舎、各総合支所、水道局
休業日　12月29日（水）～令和４年1月3日（月）
※本庁舎市民総合窓口（証明書交付など）も休

業します
※出生・死亡など戸籍の届け出は、休日・夜間

でも市役所本庁舎や各総合支所の警備員室で
受け付けます

■中央・用瀬・気高図書館
休業日　12月28日（火）～令和４年1月4日（火）

【バス】
問 本庁舎交通政策課（54 番窓口）

 0857-30-8326   0857-20-3953

■ 100 円循環バス「くる梨」
運休日　令和４年 1 月 1 日（土）
※令和４年 1 月 2 日（日）・3 日（月）は 10:00 ～

17:15 の間、臨時ダイヤで運行します。

■気高循環バス、絹見バス、南部支線バス
運休日　12月29日（水）～令和４年1月3日（月）

【体育施設】
問 本庁舎生涯学習・スポーツ課（58 番窓口）

 0857-30-8428   0857-20-3954

休 業 日　12月29日（水）～令和４年1月3日（月）
対象施設

鳥取市武道館  0857-26-8038
鳥取市弓道場  0857-30-7100
教育センター体育館  0857-36-6060
鳥取地域地区体育館
国府町大茅・成器体育館
河原町総合・勤労者体育館  0858-85-0666
用瀬町勤労者体育センター  0858-87-2288
気高町農業者トレセン・勤労者体育センター
  0857-82-3434
鹿野町農業者トレセン  0857-84-2131
青谷町農林漁業者トレセン・町体育館
  0857-85-2359

　コミュニティ施設、観光施設などの年末
年始のお休みは、直接各施設にお問い合わ
せください。

12 月 1 日は「世界エイズデー」
問 駅南庁舎保健医療課

 0857-30-8532  0857-20-3962

　エイズは予防のできる感染症です。自分と大切な人
を守るために、HIV 検査を受けましょう。
◆定例検査　※要予約（電話）・無料・匿名

と　き 第 2・4 月曜日（祝日の場合、翌日実施）
 13:30 ～ 15:30
ところ 駅南庁舎
内　容 HIV 検査（血液検査）
※性感染症（梅毒、クラミジア）もあわせて検査で

きます。検査の他、エイズや性感染症に関する相
談も受け付けています。

システムメンテナンスに伴う
「コンビニ交付」の停止情報

問 本庁舎市民課（6 番窓口）
 0857-22-8111   0857-20-3909

　システムメンテナンスのため、下記の日
程で、証明書の「コンビニ交付」を停止し
ます。
　ご不便をおかけいたしますが、ご理解い
ただきますようお願い申し上げます。

【コンビニ交付停止日（終日）】
12月29日（水）～令和4年1月3日（月）、
令和 4 年 1 月 19 日（水）

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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