
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/

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）

　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

※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。

今月の「つどう・まな
ぶ・むすぶ『ワクワク
公民館』」は、青谷町
の日置谷地区公民館を
ご紹介します。

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♪

総合支所の外線番号変更
問 本庁舎財産経営課（42 番窓口）

 0857-30-8131   0857-20-3948

　電話システムの変更に伴い、各総合支所の外線番
号が変更になります（一部１月から変更していま
す）。※代表番号、ファクシミリは変更ありません。
■１月 11 日（火）～
河原町総合支所 （新）外線番号

地域振興課 0858-71-1722
市民福祉課 0858-71-1724
産業建設課 0858-71-1726
南地域工事事務所 0858-71-1729

用瀬町総合支所
地域振興課 0858-71-1892
市民福祉課 0858-71-1894
産業建設課 0858-71-1896
南道路管理センター 0858-71-1899

佐治町総合支所
地域振興課 0858-71-1912
市民福祉課 0858-71-1914
産業建設課 0858-71-1916

■ 2 月 14 日（月）～
国府町総合支所 （新）外線番号

地域振興課 0857-30-8652
市民福祉課 0857-30-8654
産業建設課 0857-30-8656
東保健センター 0857-30-8659

福部町総合支所
地域振興課 0857-30-8662
市民福祉課 0857-30-8664
産業建設課 0857-30-8666

気高町総合支所
地域振興課 0857-30-8672
市民福祉課 0857-30-8674
産業建設課 0857-30-8676
西地域工事事務所 0857-30-8679

鹿野町総合支所
地域振興課 0857-30-8682
市民福祉課 0857-30-8684
産業建設課 0857-30-8686

青谷町総合支所
地域振興課 0857-30-8692
市民福祉課 0857-30-8694
産業建設課 0857-30-8696
西道路管理センター 0857-30-8699

鳥取市議会 2 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

　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

2月11日（金）
（建国記念の日） 収集します

お休みします
※18日（金）に振替

お休みします

2月23日（水）
（天皇誕生日） 該当地域はありません お休みします

【注意事項】
　ごみを出すときは必ず収集曜日を守り、午前 8 時
までに出してください。特に、1 月 31 日から鳥取地
域の収集時間帯が変更になりましたので、厳守してく
ださい。また、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2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2

ごみステーションの回収容器や防鳥ネットなどの取扱いにご注意ください
　大雪や強風などの悪天候により、ごみステー
ションの回収容器やネットなどが散乱しないよ
う、引き続き適正な管理をお願いします。

　回収容器が破損したり不要になったりした場合
は、廃棄物対策課または各総合支所市民福祉課へ
ご連絡ください。

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
だよりをご覧いただくか、各総合支所市民福祉課にお問い合わせください

引っ越しにともなう手続きを簡単に ! 住民異動受付システム
問 本庁舎市民課（6 番窓口）   0857-30-8193   0857-20-3909

　１月 14 日（金）から、本庁舎市民総合窓口に「住
民異動受付システム」を導入しました。引っ越し
にともなう住所変更の手続きが、窓口のタブレッ
トを利用して簡単にできます。
　職員と一緒にタブレットを見ながら住民情報な
どを入力し、最後に電子ペンでサインをすると手
続きは完了。また、事前にパソコンやスマホを使っ
て「とっとり電子申請サービス」で必要事項を入

力しておくと、入力内容がタブレットの画面に反
映され、窓口での手続きがさらに簡単になります。
　受付システムで手続きをすると、住民票の写し
の請求書や国民健康保険などの申請書類を何度も
書かなくてもすむように、基本情報を印字した書
類をお渡しします。窓口で記入する項目が少なく
なり、滞在時間が短縮されます。

おうちで電子申請すると……
窓口で手続きがより簡単に

オススメ 市役所窓口の
タブレットで
異動届を作成

関連手続き
お名前や住所が
印字された申請書を
使うことができる

とっとり電子
申請サービス

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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