
家庭ごみの分け方・出し方 問合せ 清掃事業課　TEL.51-0796

申込先 環境部清掃事業課　TEL.51-5163

収集しない電池

　地域ごとに路線と収集日を決め、「燃やせるごみ」・「燃やせないごみ」・「プラスチック容器包装」・「缶・びん・ペットボトル」の4分別で収
集しています。ごみは、収集日の午前8時30分（東部4地域は午前8時）までに出してください。分け方と出し方は次のとおりです。

　プラスチック容器包装とは、プラスチック製（ビニール・ナイロ
ン・ポリなど）で商品が入っていたもの（容器）や包んでいたもの

（包装）で、商品を消費したり取り出した時に不要となるものです。

50cm未満の大きさのものは「燃やせるごみ」
50cm以上の大きさのものは「燃やせないごみ」となります。

重量がおおむね10kg以上100kg以下のもの、辺または径が
おおむね２m以下のものが対象です。

紙製のふた・コルク栓は「燃やせるごみ」へ
金属製のふたは「燃やせないごみ」へ
プラスチック製のふたやラベルは「プラスチック容器包装」へ

ごみ処理券は出すものに直接貼ってください燃やせるごみ

ご注意ください
収集できません

有　料
燃やせないごみ

ごみ処理券は出すものに直接貼ってください

このマークのついているもの
※汚れの落ちないものは「燃やせるごみ」へ

マークの
あるボトル

燃やせないごみ
有　料

プラスチック容器包装
無　料

■ プラスチック製品（50cm未満）・皮革・ゴム類など
金具はできるだけ取り除く

■ 金属・ガラス類など

■ 布　素材にかかわらずすべて
■ 衣類　拠点回収もしています

※袋が破れないように、片手で持てる程度の重さにして出してください。

■ 木・枝・板きれ
　太さ又は厚さは
　10cm未満、
　長さ50cm未満
　に切って束ねる

■ ポータブルストーブ
　灯油を完全に
　抜き、電池を
　はずす

■ じゅうたん(6畳未満）
　1辺を50cm未満に切断した
　場合は「燃やせるごみ」へ

■ 缶 20cm以下のもの

■ マンガン電池・アルカリ電池
■ ボタン・コイン電池・ニッケル水素電池
　 リチウムイオン電池・小型バッテリーなど
　 回収箱のある販売店へ

町会館・各支所などに、
回収箱を
常時設置しています

■ びん ■ ペットボトル

中身が見える袋に入れる
●中身を取り除く
●きれいに洗う
●ふたは必ずはずす

■ 家庭園芸や庭掃除などの土・砂・石
　袋が破れない程度に少量ずつ

■ 自転車 ■ 家具類

■ じゅうたん
　（６畳以上）

■ 大型ストーブ
　（煙突式・FF式）

■ ふとん
１枚ごとにしばって

　ごみ処理券を貼る
■ 生ごみ（貝殻を含む）
　十分に水を切る
■ 食用油
　紙・布などに浸すか凝固剤で固めて
■ 草・葉
　土を落とし、乾燥させて指定ごみ袋に
■ ペット用トイレ砂など
■ 紙オムツ 汚物はトイレへ流してから
■ 紙くず

■ カセット式ガスボンベ
　スプレー缶

必ず中身は出し切り、
　出来るだけ他の
　「燃やせないごみ」と
　区別して出してください

■ 50cm以上のプラスチック製品
■ 20cmを超える缶

刃物や割れたガラ
スなどは厚紙に包
んでそれぞれ表示
をする

ダンボール箱や透明袋（指定ごみ袋以外）に
「ごみ処理券」を貼って、ごみを出すことはで
きません。

燃やせるごみ
袋に入ら
ない大き
さの物は

袋に入ら
ない大き
さの物は

■ チューブ類

■ アルミとの
　 複合素材

■ ネット ■ トレイ・パック・
　 カップ類

■ 発泡スチロール

■ ポリ袋・
　 ラップ類

■ プラスチック
　 ボトル・ふた

プラスチック容器包装ってなに？？

上記のものはプラスチック容器包装ではありません！

缶・びん・ペットボトル
無　料

乾電池
無　料

粗大ごみ
有　料中身が見える袋に入れる

●中身を取り除きすすぐ
●びん・ペットボトルの
　ふたは必ずはずす
●ペットボトルのラベルをはがす

申込制
1　電話で申込む
2　指定されたごみ処理券を貼る
3　指定された収集日に出す

子供用三輪車は「燃やせないごみ」で
収集します

注意！

市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8360

ごみ・環境 最新の情報は左の
二次元コードから
市 HP へアクセスし
て入手してください
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家庭ごみの分け方・出し方 問合せ 清掃事業課　TEL.51-0796

申込先 環境部清掃事業課　TEL.51-5163

収集しない電池

　地域ごとに路線と収集日を決め、「燃やせるごみ」・「燃やせないごみ」・「プラスチック容器包装」・「缶・びん・ペットボトル」の4分別で収
集しています。ごみは、収集日の午前8時30分（東部4地域は午前8時）までに出してください。分け方と出し方は次のとおりです。

　プラスチック容器包装とは、プラスチック製（ビニール・ナイロ
ン・ポリなど）で商品が入っていたもの（容器）や包んでいたもの

（包装）で、商品を消費したり取り出した時に不要となるものです。

50cm未満の大きさのものは「燃やせるごみ」
50cm以上の大きさのものは「燃やせないごみ」となります。

重量がおおむね10kg以上100kg以下のもの、辺または径が
おおむね２m以下のものが対象です。

紙製のふた・コルク栓は「燃やせるごみ」へ
金属製のふたは「燃やせないごみ」へ
プラスチック製のふたやラベルは「プラスチック容器包装」へ

ごみ処理券は出すものに直接貼ってください燃やせるごみ

ご注意ください
収集できません

有　料
燃やせないごみ

ごみ処理券は出すものに直接貼ってください

このマークのついているもの
※汚れの落ちないものは「燃やせるごみ」へ

マークの
あるボトル

燃やせないごみ
有　料

プラスチック容器包装
無　料

■ プラスチック製品（50cm未満）・皮革・ゴム類など
金具はできるだけ取り除く

■ 金属・ガラス類など

■ 布　素材にかかわらずすべて
■ 衣類　拠点回収もしています

※袋が破れないように、片手で持てる程度の重さにして出してください。

■ 木・枝・板きれ
　太さ又は厚さは
　10cm未満、
　長さ50cm未満
　に切って束ねる

■ ポータブルストーブ
　灯油を完全に
　抜き、電池を
　はずす

■ じゅうたん(6畳未満）
　1辺を50cm未満に切断した
　場合は「燃やせるごみ」へ

■ 缶 20cm以下のもの

■ マンガン電池・アルカリ電池
■ ボタン・コイン電池・ニッケル水素電池
　 リチウムイオン電池・小型バッテリーなど
　 回収箱のある販売店へ

町会館・各支所などに、
回収箱を
常時設置しています

■ びん ■ ペットボトル

中身が見える袋に入れる
●中身を取り除く
●きれいに洗う
●ふたは必ずはずす

■ 家庭園芸や庭掃除などの土・砂・石
　袋が破れない程度に少量ずつ

■ 自転車 ■ 家具類

■ じゅうたん
　（６畳以上）

■ 大型ストーブ
　（煙突式・FF式）

■ ふとん
１枚ごとにしばって

　ごみ処理券を貼る
■ 生ごみ（貝殻を含む）
　十分に水を切る
■ 食用油
　紙・布などに浸すか凝固剤で固めて
■ 草・葉
　土を落とし、乾燥させて指定ごみ袋に
■ ペット用トイレ砂など
■ 紙オムツ 汚物はトイレへ流してから
■ 紙くず

■ カセット式ガスボンベ
　スプレー缶

必ず中身は出し切り、
　出来るだけ他の
　「燃やせないごみ」と
　区別して出してください

■ 50cm以上のプラスチック製品
■ 20cmを超える缶

刃物や割れたガラ
スなどは厚紙に包
んでそれぞれ表示
をする

ダンボール箱や透明袋（指定ごみ袋以外）に
「ごみ処理券」を貼って、ごみを出すことはで
きません。

燃やせるごみ
袋に入ら
ない大き
さの物は

袋に入ら
ない大き
さの物は

■ チューブ類

■ アルミとの
　 複合素材

■ ネット ■ トレイ・パック・
　 カップ類

■ 発泡スチロール

■ ポリ袋・
　 ラップ類

■ プラスチック
　 ボトル・ふた

プラスチック容器包装ってなに？？

上記のものはプラスチック容器包装ではありません！

缶・びん・ペットボトル
無　料

乾電池
無　料

粗大ごみ
有　料中身が見える袋に入れる

●中身を取り除きすすぐ
●びん・ペットボトルの
　ふたは必ずはずす
●ペットボトルのラベルをはがす

申込制
1　電話で申込む
2　指定されたごみ処理券を貼る
3　指定された収集日に出す

子供用三輪車は「燃やせないごみ」で
収集します

注意！

市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 61
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問合せ 清掃事業課　TEL.51-0796 問合せ 環境推進課　TEL.56-6694

■ テレビ・エアコン・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機（衣類乾燥機）
※カーナビ・車載用テレビや液晶テレビなどを除く。

　一度に出す場合は、自分で処理施設に持ち込むか、収集運搬許
可業者に依頼してください。

　事業所で分別し、直接中間処理施設に
持ち込むか、収集運搬許可業者に収集・運
搬を依頼してください。

引っ越しや大掃除などで大量に出たごみは
収集できません

注意！

事業所から出るごみは、市では収集しません。注意！

市で収集しないごみ 小型家電リサイクル（無料）

家電4品目
■ パソコン・ワープロ

■ 回収対象品目の一例

パソコン・適正処理困難物等
回収対象

処理方法
❶ 購入したお店、または
　 新たに購入するお店に引き取りを依頼する
❷ 収集運搬許可業者に引き取りを依頼する
　 函館清掃事業協同組合（TEL.54-3565）が紹介します。
❸ 自分で持ち込む

■ 指定引取場所に持ち込む場合
　（事前に郵便局で再商品化料金の振り込みが必要）

　　㈱馬場本商店　西桔梗町855-2 TEL.49-6668
日本通運㈱　　万代町18-12　　TEL.43-7772

■ 中間処理施設に持ち込む場合
　　㈱クロダリサイクル　西桔梗町246-27 TEL.49-8880

（全メーカーの家電取扱）
　㈱馬場本商店　　　 西桔梗町855-2　 TEL.49-6668

（再生利用できない家電品に限る）

⃝各メーカーに問い合わせる。（パソコンのみ）
⃝収集運搬許可業者に引き取りを依頼する

函館清掃事業協同組合（TEL.54-3565）が
紹介します。

⃝中間処理施設に持ち込む場合
　 ㈱クロダリサイクル
　 西桔梗町246-27 TEL.49-8880

　携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電に含まれる有用金属をリサイクルするため、市内の公共施設22か所に回収ボックスを
設置し、家庭で不用になった小型家電を無料で回収しています。回収ボックス上部にある投入口から入れてください。

　投入口(30cm×30cm)に入る大きさのもの、奥行50cm未満のもの(ACアダプタやリモコンなどの附属品も対象です）

回収対象外
　次のものは回収しません

⃝市で収集しないごみ（パソコン等、62ページ参照）
⃝小型家電を分解したもの（部品、基板）
⃝事業所で使われていたもの
⃝小型家電を入れてきた袋や箱

⃝電池は、必ず取り出してから入れてください。
⃝携帯電話などの個人情報は、必ず消去してから入れてください。
⃝一度回収ボックスに入れたものは、返却できません。
⃝回収ボックスの容量には限りがありますので、一度に大量の持ち込みはご遠慮ください。
⃝小型家電は、これまでどおり「燃やせないごみ」として出すこともできます。
※詳しくは環境部ホームページでご確認いただくか、お問合せください

回収ボックス設置施設（回収時間は各施設の開館時間内に限ります）
■ イオン湯川店　　午前8時～午後9時45分
■ コープさっぽろ旭岡店　　午前10時～午後8時
■ テーオーデパート　　午前10時～午後8時
■ ポールスターショッピングセンター　　午前10時～午後9時
■ マックスバリュ石川店　　午前8時～午後11時
■ 中央図書館
　　午前9時30分～午後8時　水曜日（祝日の場合は開館し、翌日
　　休館）、毎月最終金曜日、年末年始、特別整理期聞は休館します
■ 青年センタ一
　　午前9時～午後10時（水曜日のみ午後5時～午後10時）
　　年末年始は休館します

■ 総合福祉センター（あいよる21)　　午前9時～午後9時
　月曜日、年末年始は休館します
■ 地域交流まちづくりセンター　　午前9時～午後9時
　年末年始は休館します
■ 神山児童館・桔梗福祉交流センター・山の手児童館
　　4月～9月　午前9時～午後6時
　　10月～3月 午前9時～午後5時
　　日曜日・祝日、年末年始は休館します
■ 市役所本庁舎・各支所・環境部庁舎
　　午前8時45分～午後5時30分
　　土・日曜日、祝日、年末年始は休館します
■ 七五郎沢廃棄物最終処分場
　　午前8時45分～午後5時
　(12月30目、31日は
　 午前8時45分～午後2時）
　日曜日、年始は休場します

■ 90リットル以上の灯油タンク・電子レンジ、オーブンレンジ
⃝収集運搬許可業者に引き取りを依頼する

函館清掃事業協同組合（TEL.54-3565）が
紹介します。

⃝自分で持ち込む
　 ㈱クロダリサイクル
　 西桔梗町246-27 TEL.49-8880
　 ㈱馬場本商店
　 西桔梗町112-2　  TEL.49-6668

■ 適正な処理が困難なもの（タイヤ・バッテリー・消火器など）
⃝収集運搬許可業者に引き取りを依頼する

函館清掃事業協同組合（TEL.54-3565）が
紹介します。

⃝ガソリンスタンド・自動車整備工場・
カー用品店などへ問合せる。

電気かみそり

電球

回収ボックス

蛍光管 ビデオテープ カセットテープ CD・DVD

アイロン ヘアドライヤー ジャー炊飯器 デジタルカメラ
デジタル
オーディオプレーヤー 携帯電話・PHS

ゲーム機

時

時 時
時

時
時

時

時
時

時 時

時

市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8362
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問合せ 清掃事業課　TEL.51-0796 問合せ 環境推進課　TEL.56-6694

■ テレビ・エアコン・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機（衣類乾燥機）
※カーナビ・車載用テレビや液晶テレビなどを除く。

　一度に出す場合は、自分で処理施設に持ち込むか、収集運搬許
可業者に依頼してください。

　事業所で分別し、直接中間処理施設に
持ち込むか、収集運搬許可業者に収集・運
搬を依頼してください。

引っ越しや大掃除などで大量に出たごみは
収集できません

注意！

事業所から出るごみは、市では収集しません。注意！

市で収集しないごみ 小型家電リサイクル（無料）

家電4品目
■ パソコン・ワープロ

■ 回収対象品目の一例

パソコン・適正処理困難物等
回収対象

処理方法
❶ 購入したお店、または
　 新たに購入するお店に引き取りを依頼する
❷ 収集運搬許可業者に引き取りを依頼する
　 函館清掃事業協同組合（TEL.54-3565）が紹介します。
❸ 自分で持ち込む

■ 指定引取場所に持ち込む場合
　（事前に郵便局で再商品化料金の振り込みが必要）

　　㈱馬場本商店　西桔梗町855-2 TEL.49-6668
日本通運㈱　　万代町18-12　　TEL.43-7772

■ 中間処理施設に持ち込む場合
　　㈱クロダリサイクル　西桔梗町246-27 TEL.49-8880

（全メーカーの家電取扱）
　㈱馬場本商店　　　 西桔梗町855-2　 TEL.49-6668

（再生利用できない家電品に限る）

⃝各メーカーに問い合わせる。（パソコンのみ）
⃝収集運搬許可業者に引き取りを依頼する

函館清掃事業協同組合（TEL.54-3565）が
紹介します。

⃝中間処理施設に持ち込む場合
　 ㈱クロダリサイクル
　 西桔梗町246-27 TEL.49-8880

　携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電に含まれる有用金属をリサイクルするため、市内の公共施設22か所に回収ボックスを
設置し、家庭で不用になった小型家電を無料で回収しています。回収ボックス上部にある投入口から入れてください。

　投入口(30cm×30cm)に入る大きさのもの、奥行50cm未満のもの(ACアダプタやリモコンなどの附属品も対象です）

回収対象外
　次のものは回収しません

⃝市で収集しないごみ（パソコン等、62ページ参照）
⃝小型家電を分解したもの（部品、基板）
⃝事業所で使われていたもの
⃝小型家電を入れてきた袋や箱

⃝電池は、必ず取り出してから入れてください。
⃝携帯電話などの個人情報は、必ず消去してから入れてください。
⃝一度回収ボックスに入れたものは、返却できません。
⃝回収ボックスの容量には限りがありますので、一度に大量の持ち込みはご遠慮ください。
⃝小型家電は、これまでどおり「燃やせないごみ」として出すこともできます。
※詳しくは環境部ホームページでご確認いただくか、お問合せください

回収ボックス設置施設（回収時間は各施設の開館時間内に限ります）
■ イオン湯川店　　午前8時～午後9時45分
■ コープさっぽろ旭岡店　　午前10時～午後8時
■ テーオーデパート　　午前10時～午後8時
■ ポールスターショッピングセンター　　午前10時～午後9時
■ マックスバリュ石川店　　午前8時～午後11時
■ 中央図書館
　　午前9時30分～午後8時　水曜日（祝日の場合は開館し、翌日
　　休館）、毎月最終金曜日、年末年始、特別整理期聞は休館します
■ 青年センタ一
　　午前9時～午後10時（水曜日のみ午後5時～午後10時）
　　年末年始は休館します

■ 総合福祉センター（あいよる21)　　午前9時～午後9時
　月曜日、年末年始は休館します
■ 地域交流まちづくりセンター　　午前9時～午後9時
　年末年始は休館します
■ 神山児童館・桔梗福祉交流センター・山の手児童館
　　4月～9月　午前9時～午後6時
　　10月～3月 午前9時～午後5時
　　日曜日・祝日、年末年始は休館します
■ 市役所本庁舎・各支所・環境部庁舎
　　午前8時45分～午後5時30分
　　土・日曜日、祝日、年末年始は休館します
■ 七五郎沢廃棄物最終処分場
　　午前8時45分～午後5時
　(12月30目、31日は
　 午前8時45分～午後2時）
　日曜日、年始は休場します

■ 90リットル以上の灯油タンク・電子レンジ、オーブンレンジ
⃝収集運搬許可業者に引き取りを依頼する

函館清掃事業協同組合（TEL.54-3565）が
紹介します。

⃝自分で持ち込む
　 ㈱クロダリサイクル
　 西桔梗町246-27 TEL.49-8880
　 ㈱馬場本商店
　 西桔梗町112-2　  TEL.49-6668

■ 適正な処理が困難なもの（タイヤ・バッテリー・消火器など）
⃝収集運搬許可業者に引き取りを依頼する

函館清掃事業協同組合（TEL.54-3565）が
紹介します。

⃝ガソリンスタンド・自動車整備工場・
カー用品店などへ問合せる。

電気かみそり

電球

回収ボックス

蛍光管 ビデオテープ カセットテープ CD・DVD

アイロン ヘアドライヤー ジャー炊飯器 デジタルカメラ
デジタル
オーディオプレーヤー 携帯電話・PHS

ゲーム機

時

時 時
時

時
時

時

時
時

時 時

時
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問合せ 環境推進課　TEL.56-6694

古着の回収（無料）

カセット式ガスボンベ・スプレー缶の出し方について!!

回収対象

カセット式ガスボンベ・スプレー缶は中身（ガス）を出し切って、燃やせないごみでお出しください。

　ごみの減量化・資源化を促進するため、家庭から出る「古着」について、市内の公共施設等１１か所に回収ボックスを設置し、無料で
回収しています。古着を回収場所に直接持ち込み、設置している回収ボックスに入れてください。

　市内の家庭から出る洗濯・乾燥した古着（洋服・和服は問いません）

回収対象外
　次のものは回収しません

⃝大きな汚れや破損がある古着 ⃝事業所で使われていたもの
⃝古着を入れてきた箱や袋 ⃝ハンガーやクリーニングタグ
⃝くつ、ぼうし、かばん、マフラー、ベルト、手袋 ⃝古着以外のもの
⃝タオル、寝具、カーテン、布の切れ端など　　　　　　　

⃝回収ボックスの容量には限りがありますので、量が多い場合は数回
に分けて持ち込みいただくなどのご協力をお願いします。

⃝古着はこれまでどおり「燃やせるごみ」として出すこともできます。
※年末年始の回収については、環境部ホームページをご覧いただく

か、環境推進課にお問合せ下さい。

回収ボックス設置施設（回収時間は各施設の開館時間内に限ります）

あなたの学校、町会・自冶会、サークルなどを訪問し、ごみの分別やリサイクル、
ごみを減らす工夫などを、サンプルやビデオを使いわかりやすく説明します

■ イオン湯川店　　午前8時～午後9時45分
■ イトーヨーカドー　　午前9時～午後8時
■ テーオーデパート　　午前10時～午後8時
■ ポールスターショッピングセンター　　午前10時～午後9時
■ 地域交流まちづくりセンター　　午前9時～午後9時
　年末年始は休館します
■ 市役所本庁舎・環境部庁舎
　　午前8時45分～午後5時30分
　　土・日曜日、祝日、年末年始は休館します

環境部の出前講座はほかにも6つ。お気軽に申込みください！
■ 函館市の環境　環境対策課 TEL.51-3348
■ リサイクルセンターの見学　埋立処分場 TEL.56-3196
■ 清掃工場の見学　日乃出クリーンセンター TEL.56-3819
■ ごみの減量化・再資源化　環境推進課 TEL.51-0798

■ はこだてエコライフで家計費節約！〜地球温暖化防止のために〜
　 環境総務課 TEL.51-0758
■（小学生向け）すごろくで楽しく学び、地球温暖化を防ぐエコレン

ジャーを目指そう！　　環境総務課 TEL.51-0758

⃝市内に在住または勤務する方で、おおむね10人以上の団体。
⃝開催予定日の3週間前までに、清掃事業課 TEL.51-0796にお申込みください。
⃝平日の午前10時から午後9時までの時間帯で、60分程度の内容。
　（これ以外を希望される場合はご相談ください）講師料は無料です。

■ 戸井支所
　　午前8時45分～午後5時30分

土・日曜日、祝日、年末年始は休館します
■ 恵山支所
　　午前8時45分～午後5時30分

土・日曜日、祝日、年末年始は休館します
■ 椴法華総合センター
　　午前8時45分～午後5時30分

土・日曜日、祝日、年末年始は休館します
■ 南茅部支所
　　午前8時45分～午後5時30分

土・日曜日、祝日、年末年始は休館します

回収ボックス

ごみ収集車等火災現場の写真

時
時

時

時

時

時
時

時
時

時

残っているガスヘの引火により、
収集車の火災等が考えられます

よろしく
お願いします

出前講座『ごみの分別・リサイクル』

ごみ リサイクル
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問合せ 環境推進課　TEL.56-6694

古着の回収（無料）

カセット式ガスボンベ・スプレー缶の出し方について!!

回収対象

カセット式ガスボンベ・スプレー缶は中身（ガス）を出し切って、燃やせないごみでお出しください。

　ごみの減量化・資源化を促進するため、家庭から出る「古着」について、市内の公共施設等１１か所に回収ボックスを設置し、無料で
回収しています。古着を回収場所に直接持ち込み、設置している回収ボックスに入れてください。

　市内の家庭から出る洗濯・乾燥した古着（洋服・和服は問いません）

回収対象外
　次のものは回収しません

⃝大きな汚れや破損がある古着 ⃝事業所で使われていたもの
⃝古着を入れてきた箱や袋 ⃝ハンガーやクリーニングタグ
⃝くつ、ぼうし、かばん、マフラー、ベルト、手袋 ⃝古着以外のもの
⃝タオル、寝具、カーテン、布の切れ端など　　　　　　　

⃝回収ボックスの容量には限りがありますので、量が多い場合は数回
に分けて持ち込みいただくなどのご協力をお願いします。

⃝古着はこれまでどおり「燃やせるごみ」として出すこともできます。
※年末年始の回収については、環境部ホームページをご覧いただく

か、環境推進課にお問合せ下さい。

回収ボックス設置施設（回収時間は各施設の開館時間内に限ります）

あなたの学校、町会・自冶会、サークルなどを訪問し、ごみの分別やリサイクル、
ごみを減らす工夫などを、サンプルやビデオを使いわかりやすく説明します

■ イオン湯川店　　午前8時～午後9時45分
■ イトーヨーカドー　　午前9時～午後8時
■ テーオーデパート　　午前10時～午後8時
■ ポールスターショッピングセンター　　午前10時～午後9時
■ 地域交流まちづくりセンター　　午前9時～午後9時
　年末年始は休館します
■ 市役所本庁舎・環境部庁舎
　　午前8時45分～午後5時30分
　　土・日曜日、祝日、年末年始は休館します

環境部の出前講座はほかにも6つ。お気軽に申込みください！
■ 函館市の環境　環境対策課 TEL.51-3348
■ リサイクルセンターの見学　埋立処分場 TEL.56-3196
■ 清掃工場の見学　日乃出クリーンセンター TEL.56-3819
■ ごみの減量化・再資源化　環境推進課 TEL.51-0798

■ はこだてエコライフで家計費節約！〜地球温暖化防止のために〜
　 環境総務課 TEL.51-0758
■（小学生向け）すごろくで楽しく学び、地球温暖化を防ぐエコレン

ジャーを目指そう！　　環境総務課 TEL.51-0758

⃝市内に在住または勤務する方で、おおむね10人以上の団体。
⃝開催予定日の3週間前までに、清掃事業課 TEL.51-0796にお申込みください。
⃝平日の午前10時から午後9時までの時間帯で、60分程度の内容。
　（これ以外を希望される場合はご相談ください）講師料は無料です。

■ 戸井支所
　　午前8時45分～午後5時30分

土・日曜日、祝日、年末年始は休館します
■ 恵山支所
　　午前8時45分～午後5時30分

土・日曜日、祝日、年末年始は休館します
■ 椴法華総合センター
　　午前8時45分～午後5時30分

土・日曜日、祝日、年末年始は休館します
■ 南茅部支所
　　午前8時45分～午後5時30分

土・日曜日、祝日、年末年始は休館します

回収ボックス

ごみ収集車等火災現場の写真

時
時

時

時

時

時
時

時
時

時

残っているガスヘの引火により、
収集車の火災等が考えられます

よろしく
お願いします

出前講座『ごみの分別・リサイクル』

ごみ リサイクル

市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 65

品名 素材等 分別 備考
あ
アイスピック 不燃 先端部分を厚紙に包んでキケンと表示
アイロン 不燃／小型家電
アコーディオンカーテン 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制 TEL.51-5163）

アクセサリー
金属製・石製・ガラス製 不燃
木製・プラスチック製 可燃

アダプター（電源用） 不燃／小型家電
油（機械用） 収集しません 問合せ TEL.51-0796

油（食用）

処理したもの 可燃 凝固剤で固める・紙・布などに染み込ませる。
ふた（金属製） 不燃
ふた（プラスチック製） プラ容器
容器（プラスチック製） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
容器（缶・びん） 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

編み機 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制 TEL.51-5163）

編み棒（針）
金属製 不燃
木製・プラスチック製 可燃

アルバム 可燃 金具はできるだけ取り除く。
アルミ箔鍋（うどん等） 不燃

アルミホイル
ホイル・刃の部分 不燃
紙箱 資源回収／可燃
しん 資源回収／可燃

泡だて器
金属製 不燃
プラスチック製 可燃

アンテナ 室内用・屋外用 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制 TEL.51-5163）
アンプ 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制 TEL.51-5163）

分別マニュアル（50音順一覧）
可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照

〈 広 告 〉

ご
み
・
環
境



市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8366

品名 素材等 分別 備考
い

衣装ケース
プラスチック製（一辺が50cm未満） 可燃
プラスチック製（一辺が50cm以上） 不燃
金属製 不燃

一升瓶 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

イス
木製（50cm未満） 可燃
木製（50cm以上）、金属製 不燃
ソファー等大型のもの 粗大 申込制 TEL.51-5163

板
木製（長さ50cm未満で厚さ10cm未満） 可燃
上記以外のもの 不燃

犬小屋 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制 TEL.51-5163）
一斗缶 金属製（18ℓ） 不燃 中身を取り除く
一輪車（ネコ） 粗大 申込制 TEL.51-5163
一輪自転車 不燃
衣類 資源回収／可燃／古着回収 洗濯・乾燥済みの古着は拠点回収

印鑑

木製・ゴム製・象牙 可燃
金属製・石製 不燃
ケース（プラスチック製） 可燃
ケース（金属製） 不燃

インクカートリッジ プラスチック製 可燃 販売店へ返却

インスタント食品

容器・ふた（紙製／紙マーク付き） 可燃
容器（プラスチック製／プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
ふた・スープ等の袋（プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
外フィルム プラ容器

インターホン 不燃／小型家電
う

植木
長さ50cm未満で直径10cm未満 可燃 土を落とす
上記以外のもの 不燃

植木鉢
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上）、陶器製 不燃

ウエットティッシュの容器 プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照
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市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 67

品名 素材等 分別 備考
ウォッシャー液の容器 プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
浮き輪（浮き袋） 可燃

受け皿
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

うす 収集しません 自己搬入は受入れ可能（不燃：埋立処分場）
うちわ 可燃
え
エアコン 収集しません 62ページ参照（家電4品目）

MD
ディスク 可燃
コンポ・プレーヤー 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

エレクトーン 粗大 申込制　TEL.51-5163
エンジン 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

エンジンオイル
オイル 収集しません 問合せ　TEL.51-0796
缶 不燃 必ず使い切る

煙突・煙突ガード 不燃
お
オイルヒーター 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
オーディオラック 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
オーブントースター 不燃／小型家電
オーブンレンジ 収集しません 62ページ参照

おけ
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上） 不燃

おしゃぶり 可燃

おたま（調理用品）
金属製 不燃
木製・プラスチック製 可燃

落ち葉・木の葉 可燃 できるだけ乾燥させる

お茶・紅茶

紙パック 資源回収／可燃 資源回収で出す場合はきれいにすすぐ
缶 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ペットボトル 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
アルミの袋（プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
ふた（プラスチック製） プラ容器
ふた（金属製） 不燃

斧（おの） 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示
おひつ・お鉢 木製・プラスチック製 可燃

オペラグラス
ガラス製・金属製 不燃
プラスチック製 可燃

おぼん
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

オムツ 可燃 汚物はトイレに流す

おもちゃ
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃 電動式の電池は必ず外す

電動式は小型家電でも可木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

オルガン
100kg未満 粗大 申込制　TEL.51-5163
100kg以上 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

オルゴール 不燃

おろし金
プラスチック製 可燃
金属製 不燃
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品名 素材等 分別 備考
おわん 木製・プラスチック製 可燃

温度計・湿度計 不燃 水銀を含むものは「蛍光管等調査回収ボックス」でも回収
問合せ TEL.56-6694

か
カーテン 可燃

カーテンレール
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

カーペット

一辺を50cm未満に切断したもの 可燃
一辺が50cm以上6畳未満 不燃
6畳以上 粗大 申込制 TEL.51-5163
電気カーペット（6畳未満） 不燃
電気カーペット（6畳以上） 粗大 申込制 TEL.51-5163

カーペットローラー
粘着テープ 可燃
本体（金属製） 不燃
本体（プラスチック製） 可燃

貝殻 可燃
カイロ・使い捨てカイロ 不燃
鏡 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制 TEL.51-5163）

かき氷器
プラスチック製 可燃
金属製・電動式 不燃 電動式は小型家電でも可

拡大鏡（ルーペ）
ガラス製・金属製 不燃
プラスチック製 可燃

額縁
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃 ガラスは必ず外す
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

かご
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

傘 不燃

傘立て
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上） 不燃
金属製・陶器製 不燃

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照

〈 広 告 〉
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品名 素材等 分別 備考

菓子の包装

銀紙 可燃
紙箱 資源回収／可燃
袋・容器（プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
缶（20cm以下のもの） 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

加湿器 不燃／小型家電
ガステーブル 不燃／小型家電 電池は必ず外す
ガスボンベ 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

カセットコンロ
本体 不燃 ボンベは必ず外す
カセット式ガスボンベ 不燃 必ず使い切る（穴は開けなくてよい）

カセットテープ 可燃
カセットデッキ・プレーヤー 不燃／小型家電 電池は必ず外す
カッターナイフ 不燃
合羽（カッパ） 可燃

カップめん

容器・ふた（紙製／紙マーク付き） 可燃
容器（プラスチック製／プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
外フィルム プラ容器
スープ等の袋・ふた（プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

かつら・つけ毛 可燃
蚊取り線香（電気式） 不燃／小型家電
金づち 不燃

かばん
布製・革製（50cm未満） 可燃 金具はできるだけ取り除く。
布製・革製（50cm以上）、金属製 不燃

花瓶
ガラス製・金属製・プラスチック製（50cm以上） 不燃
プラスチック製（50cm未満） 可燃

かま（草刈り用） 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示

カミソリ・ひげ剃り
プラスチック製（T字カミソリなど） 可燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示
金属製・替え刃 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示
電動式 不燃／小型家電 電池は必ず外す

紙パック（飲料用） 資源回収／可燃 資源回収で出す場合はきれいにすすぐ

カメラ
本体 不燃／小型家電 電池は必ず外す。
カメラのケース（革製等） 可燃
使い捨てカメラ 不燃 販売店への返却でも可

カラオケ演奏装置 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

カラーボックス
木製（50cm未満） 可燃
木製（50cm以上）、金属製 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

ガラス 不燃 厚紙に包んでキケンと表示
ガラスクリーナー スプレー缶 不燃 必ず使い切る（穴は開けなくてよい）
革製品 財布・手袋等 可燃 金具はできるだけ取り除く

皮むき（調理用品）
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

換気扇
本体 不燃／小型家電
フィルター 可燃

乾燥機
衣類乾燥機 収集しません 62ページ参照
ふとん乾燥機 不燃／小型家電
食器洗い乾燥機 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

乾燥剤 不燃
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品名 素材等 分別 備考

緩衝材
プラスチック製・発泡スチロール プラ容器
紙製 資源回収／可燃

缶切り 不燃
乾電池 回収箱 町会館・各支所などに設置

かんな・電気かんな 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
電気式は小型家電でも可

き

木（根・枝・幹）
長さ50cm未満で直径10cm未満 可燃
上記以外のもの 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

キーボード（楽器） 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
ギター 不燃
キックボード 不燃
木づち 可燃
キッチンタイマー 不燃／小型家電 電池は必ず外す
キッチンマット 床用 可燃
きね 不燃
脚立（きゃたつ） 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

キャップ・ふた
プラスチック製 プラ容器
金属製 不燃

急須（きゅうす） 不燃

牛乳
紙パック 資源回収／可燃 資源回収で出す場合はきれいにすすぐ
びん 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

鏡台 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
錐（きり） 不燃 先端の部分を厚紙に包んでキケンと表示

霧吹き
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

金庫
手提げ金庫 不燃
耐火金庫 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

く
空気入れ 不燃

空気清浄機
本体 不燃／小型家電
フィルター 可燃

クーラーボックス
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃

草・花・葉 可燃 土を落とす

鎖（くさり）
金属製 不燃 束ねてしばる
プラスチック製 可燃 束ねてしばる

くし・ブラシ
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃

薬
錠剤・粉末等 不燃
袋・容器（プラスチック製） プラ容器 点滴バッグは可燃
袋（紙製） 可燃

果物の包装
あみ・かご・袋（プラスチック製） プラ容器
パック・外フィルム プラ容器

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照

ご
み
・
環
境



市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 71

品名 素材等 分別 備考

靴

靴 可燃
紙箱 資源回収／可燃
中敷き 可燃
靴べら（プラスチック製） 可燃
靴べら（金属製） 不燃
消臭スプレー・防水スプレー 不燃 必ず使い切る（穴は開けなくてよい）

クッション 可燃
首輪（ペット用） 可燃 金具はできるだけ取り除く

クリスマスツリー
（家庭用）

木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上） 不燃
電飾一体型 不燃 電池は必ず外す

車いす 粗大 申込制　TEL.51-5163
グローブ 可燃
鍬（くわ） 不燃
け

蛍光灯・電球類 不燃
厚紙に包んでキケンと表示
水銀を含むものは「蛍光管等調査回収ボックス」でも回収
問合せ　TEL.56-6694

携帯ゲーム機 不燃／小型家電 電池は必ず外す
携帯電話 不燃／小型家電 電池は必ず外す　販売店の回収ボックスでも可

計量カップ
プラスチック製 可燃
金属製・ガラス製 不燃

ゲーム機用品（家庭用）
本体・コントローラー 不燃／小型家電
ゲームソフト（MD、CDタイプ） 可燃
ゲームソフト（カセットタイプ） 不燃

毛皮 可燃

化粧品の容器
（口紅・ファンデーション等）

びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
紙箱 資源回収/可燃

消しゴム 可燃
下駄 可燃
げた箱 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

血圧計 不燃／小型家電
電池は必ず外す
水銀を含むものは「蛍光管等調査回収ボックス」でも回収
問合せ　TEL.56-6694

ケチャップ
容器・外袋・ふた（プラスチック製） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

けん引ロープ 不燃 束ねてしばる
顕微鏡 不燃
こ
工具 手動式・電動式 不燃 電動式の電池は必ず外す　電動式は小型家電でも可

工具箱
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上） 不燃
金属製 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

香水の容器
プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
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品名 素材等 分別 備考

ゴーグル
プラスチック製 可燃
ガラス製・金属製 不燃

コーヒー

紙パック 資源回収／可燃
缶 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
びん・ペットボトル 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
アルミの袋（プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

コーヒーメーカー 不燃／小型家電

ござ
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃

こたつ
本体 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
ふとん 可燃 一枚ごとにしばる

コップ
ガラス製・金属製 不燃
紙製・プラスチック製 可燃

コップ洗い（ブラシ）
金属製 不燃
プラスチック製 可燃

粉ミルク
缶 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ふた（プラスチック製） プラ容器

コピー機
本体 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
本体（100kg以上） 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

ごみ箱
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上） 不燃
金属製 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

米袋
プラスチック製 プラ容器
紙製 可燃

米びつ（ハイザー） 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
コルク栓 可燃
コルク抜き 不燃

コルクボード
一辺が50cm未満 可燃
一辺が50cm以上 不燃

コルセット
布製・革製 可燃
金属を含むもの 不燃

ゴルフ用品 バッグ・クラブ・ボール 不燃
コンセント 不燃／小型家電

コンタクトレンズ
プラスチック製 可燃
ガラス製 不燃

さ
サイクリングマシーン 粗大 申込制　TEL.51-5163
座椅子 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
魚焼き器 不燃／小型家電 電気式は小型家電でも可

酒類

紙パック 資源回収／可燃 資源回収で出す場合はきれいにすすぐ
缶・びん 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ペットボトル 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ふた（プラスチック製） プラ容器
ふた（金属製） 不燃

座布団 綿・スポンジ・いぐさ 可燃

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照
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品名 素材等 分別 備考

皿
金属製・陶器製 不燃
紙製・木製・プラスチック製 可燃

ざる
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金
属製 不燃

三角コーナー
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

サンダル 可燃

三輪車
幼児用 不燃
大人用 粗大 申込制　TEL.51-5163

し

CD
（コンパクトディスク）

ディスク・ケース 可燃
外フィルム プラ容器
プレーヤー・ラジカセ 不燃／小型家電 電池は必ず外す

シーツ 資源回収／可燃
シート（レジャー用） 可燃
下着 資源回収／可燃
湿気取りの容器（使い捨て）プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
湿布 可燃

自転車
本体 粗大 申込制　TEL.51-5163
タイヤ・チューブ 可燃

自動車用品

エンジン・バッテリー・マフラー 収集しません 62ページ参照
タイヤ・ホイール・バンパー・シート 収集しません 62ページ参照
スキーキャリア 不燃
カーナビ・カーコンポ 不燃 モニターなしは小型家電でも可
エアーエレメント（プラスチック製） 可燃
エアーエレメント（金属を含むもの） 不燃
オイルエレメント 不燃
チャイルドシート 不燃
ルーフボックス 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

芝刈り機 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
写真・ネガ 可燃

シャベル（園芸用）
金属製 不燃
プラスチック製 可燃

しゃもじ
金属製 不燃
木製・プラスチック製 可燃

シャンプー・リンスの容器 プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
シャンプーハット 可燃

ジュース

紙パック 資源回収／可燃 資源回収で出す場合はきれいにすすぐ
缶・びん 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ペットボトル 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ふた（プラスチック製） プラ容器
ふた（金属製） 不燃

じゅうたん
一辺を50cm未満に切断したもの 可燃
一辺が50cm以上6畳未満 不燃
6畳以上 粗大 申込制　TEL.51-5163

収納ケース
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

シュレッダー（家庭用） 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
電動式は小型家電でも可
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市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8374

品名 素材等 分別 備考
瞬間湯沸器 不燃 必ず電池を外す
消火器 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

定規
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃

消臭剤の容器

プラスチック製 プラ容器
陶器製 不燃
スプレー式 不燃 必ず使い切る（穴は開けなくてよい）
びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

浄水器
本体 不燃
フィルター（プラスチック製） 可燃
フィルター（金属製） 不燃

消毒液の容器
びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

照明器具 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

じょうろ
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

食品トレイ プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

除光液の容器
びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

除湿器 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

食器
ガラス製・金属製・陶器製 不燃
紙製・木製・プラスチック製 可燃

食器棚
木製（50cm未満） 可燃
木製（50cm以上）、金属製 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

人工芝
一辺を50cm未満に切断したもの 可燃
一辺が50cm以上6畳未満 不燃
6畳以上 粗大 申込制　TEL.51-5163

シンナー 収集しません 問合せ　TEL.51-0796
新聞紙・チラシ 資源回収／可燃
す

水槽・金魚鉢
ガラス製・プラスチック製（50cm以上） 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
プラスチック製（50cm未満） 可燃
敷石・水中ポンプ・ろ過器 不燃 敷石は少量のもの

水中メガネ
ガラス製・金属製 不燃
プラスチック製 可燃

水筒
金属製 不燃
プラスチック製 可燃

炊飯器・炊飯ジャー 不燃／小型家電

スキー・スノーボード
板・ストック 不燃
靴・ケース・ウェア 可燃

スキャナー 不燃／小型家電
スケート靴 不燃
スケートボード 不燃

スケール、巻尺
金属製 不燃
プラスチック製 可燃

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照

ご
み
・
環
境
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品名 素材等 分別 備考

スコップ
プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃
プラスチック製（50cm未満） 可燃

寿司・弁当の中仕切り 可燃
スチール棚 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
ステレオ・コンポ 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

ストーブ

ポータブル式 不燃 灯油を完全に抜き、電池は必ず外す
小型家電でも可

煙突式・FF式 粗大 申込制　TEL.51-5163
ストーブガード 不燃
ストーブ台 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

ストッキング 可燃
ストップウォッチ 不燃／小型家電 電池は必ず外す
ストロー 可燃
砂・石 不燃 少量のもの

スノーブラシ
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

すのこ
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上） 不燃

スピーカー 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

スプーン
金属製 不燃
木製・プラスチック製 可燃

スプレー缶 不燃 必ず使い切る（穴は開けなくてよい）
すべり台（家庭用） 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
スポンジ 可燃
ズボンプレス機 不燃／小型家電
炭 可燃
スリッパ 可燃
せ
生理用品 可燃
石炭 可燃
石けん 固体・粉　※液体を除く 可燃
石けん箱 木製・プラスチック製 可燃
接着剤の容器 金属製 不燃 必ず使い切る
せともの 不燃

洗剤の容器等
紙箱 資源回収／可燃
計量スプーン 可燃
容器・ふた（プラスチック製） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

洗車ブラシ
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃

洗濯かご
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃

洗濯機 収集しません 62ページ参照（家電4品目）
洗濯ネット 可燃

洗濯ばさみ
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

剪定ばさみ 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示
扇風機 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

洗面器
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

栓抜き 不燃
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市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8376

品名 素材等 分別 備考
洗面化粧台（洗面台） 粗大 申込制　TEL.51-5163
そ

双眼鏡
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

掃除機 不燃／小型家電

そり
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

た

体温計 不燃／小型家電
電池は必ず外す
水銀を含むものは「蛍光管等調査回収ボックス」でも回収
問合せ　TEL.56-6694

台車（手押し車） 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
体重計・体脂肪計 不燃 電動式の電池は必ず外す　電動式は小型家電でも可
タオル 資源回収／可燃
高枝ばさみ 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示
たこ焼き器（家庭用） 不燃 電動式は小型家電でも可
竹ぼうき 不燃
畳 粗大 申込制　TEL.51-5163
脱臭剤の容器 プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

たばこ

吸殻 可燃
紙箱 資源回収／可燃
缶 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
外フィルム（プラスチック製） プラ容器
フィルター（プラスチック製） 可燃

卵
卵のから・パック（紙製） 可燃
パック（プラスチック製） プラ容器

ダンボール 資源回収／可燃
ち

茶碗
陶器製 不燃
プラスチック製 可燃

注射針 収集しません 処方された病院等へ返却
彫刻刀 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示

調味料の容器
（�しょうゆ・みりん・ドレッ
シング等）

缶・びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ペットボトル（PET1マーク付き） 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
プラマーク付き プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
陶器製 不燃 中身を取り除く
ふた（プラスチック製） プラ容器
ふた（金属製） 不燃

つえ 不燃
机 粗大 申込制　TEL.51-5163
土 不燃 少量のもの
つぼ 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

つっぱり棒・棚
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

積み木 可燃

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照
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品名 素材等 分別 備考

釣り道具（用品）

さお（50cm未満） 可燃
さお（50cm以上） 不燃
竿立て・リール（電動も含む） 不燃 電動式リールは小型家電でも可
針・ルアー 不燃 ガムテープなどで包む

つるはし 不燃
て

DVD・
ブルーレイディスク

ディスク・ケース 可燃
外フィルム プラ容器
プレーヤー 不燃／小型家電

ティッシュペーパー
外フィルム プラ容器
紙箱 資源回収／可燃

テーブル 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
テーブルクロス 可燃
デジタル（ビデオ）
カメラ 不燃／小型家電 電池は必ず外す

デッキブラシ 不燃

テレビ 収集しません 液晶式の携帯型・車載型は不燃
62ページ参照（家電4品目）

電気コード テーブルタップなど 不燃／小型家電
電子手帳 不燃／小型家電 電池は必ず外す
電子レンジ 収集しません 62ページ参照
電卓 不燃／小型家電 電池は必ず外す
テント（キャンプ用） 不燃
電話機 不燃／小型家電
電話帳 資源回収／可燃

電話台
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上） 不燃

と

戸・ドア
障子・ふすま等（50cm未満） 可燃
障子・ふすま等（50cm以上） 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
サッシ・網戸 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

トイレブラシ
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃

陶器 陶器 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

道具箱
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

豆腐の容器 プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

灯油タンク
金属製（90ℓ・90型未満） 不燃
金属製（90ℓ・90型以上） 収集しません 62ページ参照

灯油ポンプ
灯油ポンプ（手動式） 可燃
灯油ポンプ（電動式） 不燃／小型家電 電池は必ず外す

時計 不燃／小型家電 電池は必ず外す
ドライヤー 不燃／小型家電
ドラム缶 収集しません 問合せ　TEL.51-0796
トランシーバー 不燃／小型家電 電池は必ず外す
トランポリン（家庭用） 不燃
ドレッサー 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

鳥かご
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃
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品名 素材等 分別 備考

塗料
ペンキなど 可燃 布等に染み込ませる
容器（缶・びん・スプレー缶） 不燃 必ず使い切る（スプレー缶に穴は開けなくてよい）
塗料の容器（プラスチック製） 可燃 必ず使い切る

な
ナイフ 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示
苗木用ポット プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
長ぐつ 可燃
流し台 粗大 申込制　TEL.51-5163
なた 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示
納豆の容器 発泡スチロール プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
鍋 陶器（土鍋類）・金属製 不燃

鍋しき
木製・プラスチック製 可燃
金属製・陶器製 不燃

生ごみ 可燃 十分に水を切る
なわ・ロープ 可燃 束ねてしばる
なわ跳び 可燃 束ねてしばる
に
荷造りひも 布製・ビニール製 可燃 束ねてしばる

入浴剤の容器
容器（金属製） 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ふた（金属製） 不燃
袋・ふた・容器（プラスチック製） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

人形ケース
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上） 不燃
ガラス製 不燃

ぬ
ぬいぐるみ 可燃
布類 資源回収／可燃
ね

ネズミとり
粘着テープ式 可燃
金属かご 不燃

ネット たまねぎ・みかん等 プラ容器
寝袋 可燃
の
農薬・劇薬 収集しません 問合せ　TEL.51-0796
は
バーベキューコンロ 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
バイク 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

灰皿
ガラス製・金属製・陶器製 不燃
プラスチック製 可燃

バインダー 紙製・プラスチック製 可燃 金具はできるだけ取り除く
はかり（台所用） キッチンスケール（台所用） 不燃 電動式の電池は必ず外す　電動式は小型家電でも可

はく製
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

はけ（塗装用等） 　 可燃

バケツ
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照
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品名 素材等 分別 備考
ハサミ 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示

はしご
木製 不燃
金属製 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
2m以上のもの 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

バスマット 可燃
パソコン・ノートパソコン 収集しません 62ページ参照
パソコンラック 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

バッグ
50cm未満 可燃 金具はできるだけ取り除く
50cm以上 不燃

バッテリー 収集しません 62ページ参照

バット
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

発泡スチロール 容器・緩衝材 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

花火
花火 可燃 水に浸し発火しないようにする
外袋（プラスチック製） プラ容器

パネルヒーター 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

歯ブラシ
プラスチック製 可燃
電動式 不燃／小型家電 電池は必ず外す

歯磨き粉 チューブ（プラスチック製） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
針 不燃 ガムテープ等で包む

バリカン 不燃 電動式の電池は必ず外す
電動式は小型家電でも可

ハロゲンヒーター 不燃／小型家電

ハンガー・衣紋かけ
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃

ひ

ピアノ・電子ピアノ
100kg未満 粗大 申込制　TEL.51-5163
100kg以上 収集しません 問合せ　TEL.51-0796

ビーチパラソル 不燃
ビール 缶・びん 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

ビデオ
テープ 可燃
カメラ・デッキ 不燃／小型家電 電池は必ず外す

ビニールテープ 可燃

表札
木製・プラスチック製 可燃
陶器製・石製 不燃

火鉢 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

肥料の袋
プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
紙製 可燃

ふ
ファイル 事務用品：紙製・プラスチック製 可燃 金具はできるだけ取り除く

ファスナー・チャック
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

ブースターケーブル 自動車用品 不燃 束ねてしばる
風鈴 不燃
プール（家庭用） ビニール製 可燃

笛
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃

フォーク
金属製 不燃
木製・プラスチック製 可燃

ご
み
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市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8380

品名 素材等 分別 備考

不凍液の容器
プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
缶（20cm以下） 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

ふとん 可燃 1枚ごとにしばる

ふとんたたき
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃

フライ返し
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

フライパン 不燃

ブラインド
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上）、金属製 不燃

ぶら下がり健康器 粗大 申込制　TEL.51-5163

プラモデル
プラスチック製（50cm未満） 可燃
プラスチック製（50cm以上） 不燃

ブランコ（家庭用） 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

プランター
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃

プリンの容器

プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
外フィルム プラ容器
ふた（プラマーク付き） プラ容器
ふた（金属製） 不燃

プリンター 不燃／粗大／小型家電 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
フロッピーディスク 可燃

風呂用品
いす・桶・スポンジ・ブーツ・マット 可燃
浴槽用のふた 不燃

ブロック 不燃 少量のもの
へ

ペーパーナイフ
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃 刃を厚紙に包んでキケンと表示

ベッド 粗大 申込制　TEL.51-5163

ペット用品

シート・トイレ砂・運搬ケース
（プラスチック製50cm未満） 可燃

運搬ケース
（プラスチック製50cm以上、金属製） 不燃

ペットフードの缶 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ

ペットボトル
ボトル 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
ふた（プラスチック製）・ラベル プラ容器

ヘッドホン 不燃／小型家電 電池は必ず外す

ベビー用品

ベッド 粗大 申込制　TEL.51-5163
ベビーカー・歩行器・ベビーバス・ゆリかご 不燃
おまる(50cm未満） 可燃
おまる(50cm以上） 不燃

ベルト
革製・布製 可燃 金具はできるだけ取り除く
金属製 不燃

ヘルメット
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照
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市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 81

品名 素材等 分別 備考

ペン（文房具）
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

便器 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

便座
プラスチック製（温水洗浄機能なし） 可燃
プラスチック製（温水洗浄機能付き） 不燃／小型家電

便座カバー 可燃

弁当の容器
（コンビニ弁当等）

容器 プラ容器 中身を取り除いききれいに洗う
外フィルム プラ容器

ペンライト
プラスチック製 可燃／小型家電 電池は必ず外す
金属製 不燃／小型家電 電池は必ず外す

ほ
ボイラー 粗大 申込制　TEL.51-5163
望遠鏡 本体・三脚 不燃

ほうき
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃

芳香剤の容器
プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
陶器製 不燃
缶・びん 缶・び・ペ 中身を取り除いききれいにすすぐ

帽子 可燃
包装紙 資源回収／可燃
包丁・包丁研ぎ器 不燃 刃の部分は厚紙に包んでキケンと表示

ボウル（調理用品）
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

ホース 可燃 束ねてしばる
ホースバンド 不燃

ホースリール
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

ホームベーカリー 不燃／小型家電
墨汁の容器 プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

ポスト
木製・プラスチック製(50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製(50cm以上）、金属製 不燃

ボタン
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃

ポット（まほうびん） 不燃
ホットプレート 不燃／小型家電

ほ乳びん
ガラス製 不燃
プラスチック製・乳首 可燃

ポリタンク 灯油、水用 可燃
保冷剤 不燃
本・雑誌 資源回収／可燃

本棚
木製・プラスチック製(50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製(50cm以上）、金属製 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

ま
マーガリンの容器 プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
まくら・氷まくら 本体・カバー 可燃

マッサージ機
ハンドタイプ 不燃／小型家電 電池は必ず外す
いすタイプ 粗大 申込制　TEL.51-5163

マッチ 可燃 水に浸し発火しないように

マットレス
折りたためるもの 可燃 一枚ごとにしばる
折りたためないもの・スプリング式 粗大 申込制　TEL.51-5163
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市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8382

品名 素材等 分別 備考

まな板
木製・プラスチック製（50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製（50cm以上） 不燃

マニキュア びん 不燃
マフラー・襟巻 可燃

マヨネーズ
容器（プラスチック製） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
外袋（プラスチック製） プラ容器

万歩計 不燃／小型家電 電池は必ず外す
み
ミキサー（調理用品） 不燃／小型家電

ミシン
ポータブル（電動式） 不燃／小型家電
大型・足踏み式 粗大 申込制　TEL.51-5163

みずさし
プラスチック製(50cm未満） 可燃
プラスチック製(50cm以上） 不燃
金属製・陶器製・ガラス製 不燃

みその袋・容器 プラスチック製 プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う

ミニスキー
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃

耳かき
木製・プラスチック製 可燃
金属製 不燃

む

虫取り網
50cm未満 可燃
50cm以上 不燃

虫取りかご 可燃

虫めがね
ガラス製・金属製 不燃
プラスチック製 可燃

め

名刺入れ
プラスチック製・革製 可燃
金属製 不燃

メガネ・サングラス

プラスチック製 可燃
ガラス製・金属製 不燃
ケース（プラスチック製・革製） 可燃
ケース（金属製） 不燃
洗浄機 不燃／小型家電 電池は必ず外す

メトロノーム 不燃 電動式の電池は必ず外す　電動式は小型家電でも可
も
毛布 可燃 しばる
餅つき機 不燃／小型家電

物干し
ポール・支柱 不燃
コンクリート台 粗大 申込制　TEL.51-5163
一式 粗大 申込制　TEL.51-5163

や
やかん 不燃
焼き網 不燃
ゆ

雪かき・スノーダンプ
プラスチック製(50cm未満） 可燃
プラスチック製(50cm以上）、金属製 不燃

可燃：燃やせるごみ　不燃：燃やせないごみ　缶・び・ペ：缶・びん・ペットボトル
プラ容器：プラスチック容器包装　粗大：粗大ごみ　資源回収：集団資源回収 86ページ参照
収集しません：62ページ参照
小型家電：回収ボックスの投入口(30cm×30cm）に入る大きさで、奥行50cm未満のもの 63ページ参照
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市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 83

品名 素材等 分別 備考
床暖房パネル 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）

湯たんぽ
プラスチック製 可燃
金属製 不燃

湯沸かしポット 不燃／小型家電
よ
洋服ブラシ 可燃

ヨーグルト

容器・ふた（プラスチック製／プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
容器（紙製／紙マーク付き） 資源回収／可燃 資源回収で出す場合はきれいにすすぐ
びん 缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
外フィルム プラ容器
ふた（金属製） 不燃

浴槽 収集しません 自己搬入は受入れ可能（不燃：埋立処分場）
ら

ライター
プラスチック製 可燃 必ず使い切る
金属製・着火用の石 不燃 必ず使い切る
オイル缶・ガス缶 不燃 必ず使い切る（穴は開けなくてよい）

ラケット
木製・プラスチック製(50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製(50cm以上）、金属製 不燃

ラジオ 不燃／小型家電 電池は必ず外す
ラジカセ 不燃／小型家電 電池は必ず外す
ラジコン 不燃／小型家電 電池は必ず外す
ランタン 不燃 燃料は完全に抜く　電動式は小型家電でも可
ランドセル 可燃 金具はできるだけ取り除く
ランプ 不燃 燃料は完全に抜く
り
リモコン 不燃／小型家電 電池は必ず外す
リヤカー 粗大 申込制　TEL.51-5163
れ
冷蔵庫 収集しません 62ページ参照（家電4品目）
冷凍庫（フリーザー） 収集しません 62ページ参照（家電4品目）

レーザーディスク
ディスク 可燃
プレーヤー 不燃／小型家電

レコード
可燃

プレーヤー 不燃／小型家電
レジ袋 プラ容器
レトルト食品 アルミ製パック（プラマーク付き） プラ容器 中身を取り除ききれいに洗う
レンガ 不燃 少量のもの

れんげ
木製・プラスチック製 可燃
陶器製 不燃

レンジガード 不燃
ろ
ろうそく 可燃
ローラースケート 不燃
わ
ワープロ 収集しません 62ページ参照

ワイン
びん 資源回収／缶・び・ペ 中身を取り除ききれいにすすぐ
コルク栓 可燃

ワゴン（台所用）
木製・プラスチック製(50cm未満） 可燃
木製・プラスチック製(50cm以上）、金属製 不燃／粗大 大きさ・重さにより粗大ごみ（申込制　TEL.51-5163）
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日乃出清掃工場　日乃出町26-2 TEL.56-3819
　 午前8時45分～午後5時（月～土曜日、祝日）
　 燃やせるごみ

■ 不適物混入状況

不適物混入による焼却炉への影響 生ごみを堆肥にしてみませんか

生ごみの水切りをしましょう

燃やせるごみの約半分は生ごみ！
生ごみを捨てるのはもったいない！

リフォーム製品（自転車・家具）の販売

回収場所

出し方
　回収場所に直接持ち込み、設置している回収ボックスに割れ
ないように静かに入れてください。
　割れているもの、回収場所に持ち込めないものは、これまで
どおり「燃やせないごみ」に出してください。

回収対象外
　次のものは回収しません

⃝割れているもの
⃝水銀を含まない白熱電球やLEDランプ、アルコール式体温計

など
⃝事業者が排出するもの

■ 家電量販店
⃝ケーズデンキ函館本店　⃝コジマ×ビックカメラ函館店
⃝ベスト電器函館店
⃝ヤマダ電機（テックランド函館店、家電住まいる館YAMADA函館本店）

■ ダンボールコンポスト

■ ホームセンター
⃝イエローグローブ（豊川店、南茅部店）
⃝ジャンボイエロー（金堀店、亀田店、港店）
⃝DCMサンワ函館本通店
⃝DCMホーマック（石川店、鍛治店、湯川店）
⃝ホーマックニコット（宝来店、恵山店）

■ スーパー等
⃝イオン湯川店
⃝イトーヨーカドー函館店
⃝ポールスターショッピングセンター
⃝マックスバリュ（万代店、堀川店）

■ 公共施設
⃝戸井・恵山・南茅部支所
⃝椴法華総合センター
⃝環境部庁舎
⃝七五郎沢廃棄物最終処分場

燃やせないごみ
（鉄筋や鉄パイプ等）

時
品
七五郎沢廃棄物最終処分場　東山町150-1 TEL.56-0641
　 午前8時45分～午後5時（月～土曜日、祝日）
　 燃やせないごみ、粗大ごみ（家庭ごみ）
時
品

リサイクルセンター　東山町151-6 TEL.56-3196
　 午前8時45分～正午、午後1時～4時15分（月～金曜日、祝日）
　 缶・びん・ペットボトル（家庭ごみ）、びん（事業系ごみ）
時
品

函館プラスチック処理センター　東山町149-6 TEL.54-3554 
　 午前9時～午後4時30分（月～金曜日、祝日）
　 プラスチック容器包装、ペットボトル（事業系ごみ）
時
品

恵山クリーンセンター　高岱町428-1 TEL.85-2213
　 午前10時～午後3時（月曜日、金曜日、第2日曜日）
　 燃やせないごみ、粗大ごみ（家庭ごみ）
時
品

南茅部クリーンセンター　豊崎町209-1 TEL.25-6083
　 午前10時～午後3時（火曜日、土曜日、第3日曜日）
　 燃やせないごみ、粗大ごみ（家庭ごみ）
時
品

問合せ 日乃出クリーンセンター　TEL.56-3819

　規定サイズ以上のものや燃やせないごみの混入により焼却
炉設備が詰まり、これらを除去するために焼却炉を停止させる
ことがあります。焼却炉を一旦停止すると、ごみ処理等に大き
な影響が出てしまいます。適正なごみの分別・排出にご協力を
お願いします。

日乃出清掃工場からのお願い ごみの自己搬入 生ごみを減らしましょう

リサイクルセンター

問合せ 環境推進課　TEL.56-6694

家庭ごみの排出状況

　過去５年間（平成２５～２９年度）の集団資源回収を含めた家
庭ごみの総排出量は、平成２５年度以降減少傾向にあります
が、１人１日当たり総排出量は、平成29年度で７０6ｇであり、全
国平均値（６４1ｇ）、全道平均値（６６4ｇ）よりも高い状況にある
ことから、更なるごみの減量化にご協力をお願いします。

問合せ リサイクルセンター　TEL.56-3196

回収対象
　市内の家庭から出る水銀を含む蛍光管(直管形・環形・電球
形・コンパクト形)、水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計

蛍光管等の調査回収
問合せ 環境推進課　TEL.56-6694
　水銀を含む蛍光管等の回収量を調査するため、市内２7か所
の回収場所で無料回収を行っています。

問合せ 環境推進課　TEL.51-0798　ごみの自己搬入は、家庭ごみと事業系ごみで受入できる品
目が違う場合があります。受入品目などは各施設に事前にご
確認ください。

　生ごみの80%は水分です。水切りをすることで、生ごみの減
量になります。

食品の廃棄をなくしましょう
■ 買いすぎない

⃝冷蔵庫をチェックし、買い物メモを持って行きましょう。
⃝空腹のときはつい買いすぎてしまいますので小腹を満たし

てから行きましょう。
⃝地元で採れた新鮮で旬な物を買いましょう。
⃝食品の賞味期限、消費期限をこまめにチェックしましょう。

■ 作りすぎない・食べ残さない
⃝料理は食べる分だけ作りましょう。
⃝残り物でもう一品作ってみましょう。

■ 捨てないで使い切る
⃝傷みやすい食材は早めに使いましょう。
⃝ごほうや人参等はきれいに洗い、皮ごと調理する。野菜の

芯や切れはしは捨てないで使い切る。
※野菜の切れはしや鶏の骨を使って、スープストックしておくと

カレー、シチュー、ポトフが美味しくできますよ！

装置に混入

規定サイズ（長さ50cm、
太さ10cm)以上のごみ

燃やせないごみ
（スコップの先）

⃝年間を通じて
手軽にできる

⃝ 冬 でも屋 内
でてきる

⃝たくさんの生ごみを
投入てきる

⃝落ち葉、雑草も処理
てきる

■ コンポスト容器

■ ぼかし肥容器

ほんの少しのこころがけ！家庭ごみを減らす工夫は色 ！々！

⃝密閉式なので
臭いや虫が発
生しにくい

⃝年間を通じて屋内で
できる

⃝処理が速く手間がか
からない

■ 電動生ごみ処理機

■ 燃やせないごみによる灰押出装置および灰出コンベヤの故障状況

■ 家庭ごみの総排出量の推移
総排出量(t)
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針金等

装置に絡んで停止 金属部に挟まりコンベヤが変形

つぶれた
鉄パイプ

※総排出量…燃やせるごみ、燃やせないごみ、缶・びん・ペットボトル、
　プラスチック容器包装、粗大ごみ、雑ごみ、集団資源回収の合計

※年末年始の休日および受入時間につきましては、お問合せください。

※回収時間は各施設の営業・開館時間内に限ります。
※回収ボックスの容量には限りがありますので、量が多い場合は、数

回に分けて持ち込みいただくなどのご協力をお願いします。
※詳細は環境部ホームページをご覧いただくか、環境推進課にお問

合せください。

■ 各施設の主な受入品目

水切りのポイントとしては！！
ごみ袋には……………………ぬれたまますぐには入れない
乾いているごみ ………………ぬらさずにごみ袋に入れる
洗う前に………………………いらない部分は切り落とす
ごみ袋に入れる前に …………ひとしぼり

販 売 日 6月、9月、3月の第2日曜日　午前11時
（申込多数の場合は抽選）

展示・申込 販売日の1週間前の月曜日から
午前9時～午後4時　※販売日は午前11時まで

市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8384

ご
み
・
環
境



日乃出清掃工場　日乃出町26-2 TEL.56-3819
　 午前8時45分～午後5時（月～土曜日、祝日）
　 燃やせるごみ

■ 不適物混入状況

不適物混入による焼却炉への影響 生ごみを堆肥にしてみませんか

生ごみの水切りをしましょう

燃やせるごみの約半分は生ごみ！
生ごみを捨てるのはもったいない！

リフォーム製品（自転車・家具）の販売

回収場所

出し方
　回収場所に直接持ち込み、設置している回収ボックスに割れ
ないように静かに入れてください。
　割れているもの、回収場所に持ち込めないものは、これまで
どおり「燃やせないごみ」に出してください。

回収対象外
　次のものは回収しません

⃝割れているもの
⃝水銀を含まない白熱電球やLEDランプ、アルコール式体温計

など
⃝事業者が排出するもの

■ 家電量販店
⃝ケーズデンキ函館本店　⃝コジマ×ビックカメラ函館店
⃝ベスト電器函館店
⃝ヤマダ電機（テックランド函館店、家電住まいる館YAMADA函館本店）

■ ダンボールコンポスト

■ ホームセンター
⃝イエローグローブ（豊川店、南茅部店）
⃝ジャンボイエロー（金堀店、亀田店、港店）
⃝DCMサンワ函館本通店
⃝DCMホーマック（石川店、鍛治店、湯川店）
⃝ホーマックニコット（宝来店、恵山店）

■ スーパー等
⃝イオン湯川店
⃝イトーヨーカドー函館店
⃝ポールスターショッピングセンター
⃝マックスバリュ（万代店、堀川店）

■ 公共施設
⃝戸井・恵山・南茅部支所
⃝椴法華総合センター
⃝環境部庁舎
⃝七五郎沢廃棄物最終処分場

燃やせないごみ
（鉄筋や鉄パイプ等）

時
品
七五郎沢廃棄物最終処分場　東山町150-1 TEL.56-0641
　 午前8時45分～午後5時（月～土曜日、祝日）
　 燃やせないごみ、粗大ごみ（家庭ごみ）
時
品

リサイクルセンター　東山町151-6 TEL.56-3196
　 午前8時45分～正午、午後1時～4時15分（月～金曜日、祝日）
　 缶・びん・ペットボトル（家庭ごみ）、びん（事業系ごみ）
時
品

函館プラスチック処理センター　東山町149-6 TEL.54-3554 
　 午前9時～午後4時30分（月～金曜日、祝日）
　 プラスチック容器包装、ペットボトル（事業系ごみ）
時
品

恵山クリーンセンター　高岱町428-1 TEL.85-2213
　 午前10時～午後3時（月曜日、金曜日、第2日曜日）
　 燃やせないごみ、粗大ごみ（家庭ごみ）
時
品

南茅部クリーンセンター　豊崎町209-1 TEL.25-6083
　 午前10時～午後3時（火曜日、土曜日、第3日曜日）
　 燃やせないごみ、粗大ごみ（家庭ごみ）
時
品

問合せ 日乃出クリーンセンター　TEL.56-3819

　規定サイズ以上のものや燃やせないごみの混入により焼却
炉設備が詰まり、これらを除去するために焼却炉を停止させる
ことがあります。焼却炉を一旦停止すると、ごみ処理等に大き
な影響が出てしまいます。適正なごみの分別・排出にご協力を
お願いします。

日乃出清掃工場からのお願い ごみの自己搬入 生ごみを減らしましょう

リサイクルセンター

問合せ 環境推進課　TEL.56-6694

家庭ごみの排出状況

　過去５年間（平成２５～２９年度）の集団資源回収を含めた家
庭ごみの総排出量は、平成２５年度以降減少傾向にあります
が、１人１日当たり総排出量は、平成29年度で７０6ｇであり、全
国平均値（６４1ｇ）、全道平均値（６６4ｇ）よりも高い状況にある
ことから、更なるごみの減量化にご協力をお願いします。

問合せ リサイクルセンター　TEL.56-3196

回収対象
　市内の家庭から出る水銀を含む蛍光管(直管形・環形・電球
形・コンパクト形)、水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計

蛍光管等の調査回収
問合せ 環境推進課　TEL.56-6694
　水銀を含む蛍光管等の回収量を調査するため、市内２7か所
の回収場所で無料回収を行っています。

問合せ 環境推進課　TEL.51-0798　ごみの自己搬入は、家庭ごみと事業系ごみで受入できる品
目が違う場合があります。受入品目などは各施設に事前にご
確認ください。

　生ごみの80%は水分です。水切りをすることで、生ごみの減
量になります。

食品の廃棄をなくしましょう
■ 買いすぎない

⃝冷蔵庫をチェックし、買い物メモを持って行きましょう。
⃝空腹のときはつい買いすぎてしまいますので小腹を満たし

てから行きましょう。
⃝地元で採れた新鮮で旬な物を買いましょう。
⃝食品の賞味期限、消費期限をこまめにチェックしましょう。

■ 作りすぎない・食べ残さない
⃝料理は食べる分だけ作りましょう。
⃝残り物でもう一品作ってみましょう。

■ 捨てないで使い切る
⃝傷みやすい食材は早めに使いましょう。
⃝ごほうや人参等はきれいに洗い、皮ごと調理する。野菜の

芯や切れはしは捨てないで使い切る。
※野菜の切れはしや鶏の骨を使って、スープストックしておくと

カレー、シチュー、ポトフが美味しくできますよ！

装置に混入

規定サイズ（長さ50cm、
太さ10cm)以上のごみ

燃やせないごみ
（スコップの先）

⃝年間を通じて
手軽にできる

⃝ 冬 でも屋 内
でてきる

⃝たくさんの生ごみを
投入てきる

⃝落ち葉、雑草も処理
てきる

■ コンポスト容器

■ ぼかし肥容器

ほんの少しのこころがけ！家庭ごみを減らす工夫は色 ！々！

⃝密閉式なので
臭いや虫が発
生しにくい

⃝年間を通じて屋内で
できる

⃝処理が速く手間がか
からない

■ 電動生ごみ処理機

■ 燃やせないごみによる灰押出装置および灰出コンベヤの故障状況

■ 家庭ごみの総排出量の推移
総排出量(t)
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針金等

装置に絡んで停止 金属部に挟まりコンベヤが変形

つぶれた
鉄パイプ

※総排出量…燃やせるごみ、燃やせないごみ、缶・びん・ペットボトル、
　プラスチック容器包装、粗大ごみ、雑ごみ、集団資源回収の合計

※年末年始の休日および受入時間につきましては、お問合せください。

※回収時間は各施設の営業・開館時間内に限ります。
※回収ボックスの容量には限りがありますので、量が多い場合は、数

回に分けて持ち込みいただくなどのご協力をお願いします。
※詳細は環境部ホームページをご覧いただくか、環境推進課にお問

合せください。

■ 各施設の主な受入品目

水切りのポイントとしては！！
ごみ袋には……………………ぬれたまますぐには入れない
乾いているごみ ………………ぬらさずにごみ袋に入れる
洗う前に………………………いらない部分は切り落とす
ごみ袋に入れる前に …………ひとしぼり

販 売 日 6月、9月、3月の第2日曜日　午前11時
（申込多数の場合は抽選）

展示・申込 販売日の1週間前の月曜日から
午前9時～午後4時　※販売日は午前11時まで

市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 85
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問合せ お住いの町会・自治会または環境推進課　TEL.51-0798
問合せ 環境総務課　TEL.56-6684

集団資源回収にご協力を ごみ・し尿処理手数料

し尿収集

合併処理浄化槽設置の助成

■ 集団資源回収品目一覧

　新聞・雑誌・ダンボールなどの資源物は、ごみの減量化・リサイクルのために町会・自治会などの団体が行っている集団資源回収活
動などを活用しましょう。団体によって回収日、回収品目などが異なりますのでご確認ください。

ごみ処理手数料
　指定ごみ袋等の料金は、単にごみ袋等の販売代金としてで
はなく、家庭か出らされるごみの収集や焼却、あるいは埋立処
分する費用の一部を“ごみ処理手数料”としていただいている
ものです。

ごみ・し尿処理手数料の減免

問合せ 清掃事業課
定期巡回収集区域 TEL.51-3029
申込収集区域 TEL.51-9066

本庁・湯川・銭亀沢・亀田支所管内

問合せ 清掃事業課　TEL.51-3029

問合せ 環境推進課　TEL.51-0798

戸井・恵山・椴法華・南茅部支所管内

　収入が一定の基準以下の世帯は、申請により手数料が減免
される場合があります。（生活保護世帯は除く）
　必要書類等詳しいことは、上記までお問合せください。

し尿処理手数料

　一般家庭のし尿収集は、下水道未整備区域または、下水道
処理（水洗化）開始後6年未満の区域への定期巡回収集と下水
道処理（水洗化）区域の指定後6年を経過した区域への申込収
集があります。
　転入・転居などで新たに収集が必要な世帯には、住所の届出
から2週間程度で案内文を送付します。
　事業所のし尿収集は、収集運搬許可業者へ収集を依頼して
ください。
■ 定期巡回収集区域
　原則、月1回収集します。
　臨時の収集は、溜まり具合を確認のうえご連絡ください。
■ 申込収集区域
　電話で申込みをいただいてから収集する申告収集と一戸建
て世帯を対象に事前登録した希望月に収集する計画収集を
行っています。
　便槽の溜まり具合に気をつけていただき、収集まで1週間以
上の余裕をもって、お申込みください。
　年末年始は混み合いますので、2週間程度の余裕をもってお
申込みください。

　一般家庭のし尿収集は、事前登録した希望月に収集する計
画収集と、希望月を登録せず申込みにより収集する臨時収集
があります。
　転入・転居された世帯や収集希望月をまだ登録していない世
帯は、電話でお申込みください。
　事業所のし尿収集は、収集運搬許可業者へ収集を依頼して
ください。
■ 計画収集
　事前登録された希望月に収集します。
　臨時の収集は、溜まり具合を確認のうえお申込みください。
　収集希望月の変更は、事前にお申込みください。
■ 臨時収集
　普段から便槽の溜まり具合に気をつけていただき、収集まで
3日以上の余裕をもって、お申込みください。

　台所・風呂場・洗濯機・トイレ等の排水を処理し浄化する合併
処理浄化槽の設置を助成（補助・融資あっせん）します。
　詳しい要件や手続きについては、環境部ホームページをご覧
いただくか、上記までお問合せください。

■ 手数料の納付について
手数料は、お近くの金融機関、本庁舎、各支所等にて納期限ま

でにお支払いください。
清掃手数料の納付には、便利で安心・確実な口座振替をご利

用ください。

新聞紙、折り込みチラシ
⃝ビニールなどでコーティングされたもの

⃝コップなどのワックス加工されたもの

⃝油紙・合成紙・写真

⃝防水加工紙・カーボン紙

⃝感熱紙（ファックス用紙など）

⃝紙以外のもの
　（金具、ビニール・セロハン部分、
    プラスチック仕切りなど）

10円
20円
40円
60円
80円

5ℓ
10ℓ
20ℓ
30ℓ
40ℓ燃やせるごみ 燃やせないごみ

⃝革製品
⃝破れ・汚れ・濡れているもの

⃝プラスチック製の注ぎ口などがついているもの

⃝油が入っていたびん
⃝青色の一升びん
⃝ワンウェイびん（ドリンク剤のびんなど）

雑誌、書籍、カタログなど

ダンボール、商品の箱、
ティッシュや菓子などの紙箱、紙袋、
包装紙、ワイシャツの台紙など

ジュース・缶詰・菓子などの
スチール缶・アルミ缶

牛乳パック
ジュースやお酒のパックなど

（内側がアルミのものを含む）

ビール・ジュースの箱（ケース）など

一升びん、ビールびん、ジュースびん、
洋酒びんなど

⃝木製の空き箱

⃝プラスチックが付着したもの
⃝木等が付着したもの
⃝家電製品

銅、アルミ、真ちゅうなど

古着・シーツ・タオルなど

新聞紙

雑誌

ダンボール

紙パック

リターナブル
びん

金属類

プラスチックの
空き箱

布類　

回収品目 対象となるもの
指定ごみ袋 手数料容量

対象とならないもの

80円
袋に入らない大
きさの物に直接
貼って排出

指定ごみ袋等は、左記ステッカーを掲示し
ているスーパーマーケット・コンビニエンス
ストア等の取扱店でお求めください。

下水道処理（水洗化）になって6
年以上経過した区域および戸
井・恵山・椴法華・南茅部地区

燃やせるごみ 燃やせないごみ

ごみ処理券 手数料容量

200円

粗大ごみ 手数料重量

400円

600円

30ｋｇ未満

50ｋｇ以上

30ｋｇ以上
50ｋｇ未満

600円

料金区分

200ℓ以下の場合

200ℓを超える場合
100ℓまでごとに

1月1回を超える場合
1回あたりの加算額

購入後の返品や交換はできませんので、
購入の際には、十分ご注意ください。

注意！

上記以外の区域
300円

300円

1,020円

1月1人につき

市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 8386
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問合せ お住いの町会・自治会または環境推進課　TEL.51-0798
問合せ 環境総務課　TEL.56-6684

集団資源回収にご協力を ごみ・し尿処理手数料

し尿収集

合併処理浄化槽設置の助成

■ 集団資源回収品目一覧

　新聞・雑誌・ダンボールなどの資源物は、ごみの減量化・リサイクルのために町会・自治会などの団体が行っている集団資源回収活
動などを活用しましょう。団体によって回収日、回収品目などが異なりますのでご確認ください。

ごみ処理手数料
　指定ごみ袋等の料金は、単にごみ袋等の販売代金としてで
はなく、家庭か出らされるごみの収集や焼却、あるいは埋立処
分する費用の一部を“ごみ処理手数料”としていただいている
ものです。

ごみ・し尿処理手数料の減免

問合せ 清掃事業課
定期巡回収集区域 TEL.51-3029
申込収集区域 TEL.51-9066

本庁・湯川・銭亀沢・亀田支所管内

問合せ 清掃事業課　TEL.51-3029

問合せ 環境推進課　TEL.51-0798

戸井・恵山・椴法華・南茅部支所管内

　収入が一定の基準以下の世帯は、申請により手数料が減免
される場合があります。（生活保護世帯は除く）
　必要書類等詳しいことは、上記までお問合せください。

し尿処理手数料

　一般家庭のし尿収集は、下水道未整備区域または、下水道
処理（水洗化）開始後6年未満の区域への定期巡回収集と下水
道処理（水洗化）区域の指定後6年を経過した区域への申込収
集があります。
　転入・転居などで新たに収集が必要な世帯には、住所の届出
から2週間程度で案内文を送付します。
　事業所のし尿収集は、収集運搬許可業者へ収集を依頼して
ください。
■ 定期巡回収集区域
　原則、月1回収集します。
　臨時の収集は、溜まり具合を確認のうえご連絡ください。
■ 申込収集区域
　電話で申込みをいただいてから収集する申告収集と一戸建
て世帯を対象に事前登録した希望月に収集する計画収集を
行っています。
　便槽の溜まり具合に気をつけていただき、収集まで1週間以
上の余裕をもって、お申込みください。
　年末年始は混み合いますので、2週間程度の余裕をもってお
申込みください。

　一般家庭のし尿収集は、事前登録した希望月に収集する計
画収集と、希望月を登録せず申込みにより収集する臨時収集
があります。
　転入・転居された世帯や収集希望月をまだ登録していない世
帯は、電話でお申込みください。
　事業所のし尿収集は、収集運搬許可業者へ収集を依頼して
ください。
■ 計画収集
　事前登録された希望月に収集します。
　臨時の収集は、溜まり具合を確認のうえお申込みください。
　収集希望月の変更は、事前にお申込みください。
■ 臨時収集
　普段から便槽の溜まり具合に気をつけていただき、収集まで
3日以上の余裕をもって、お申込みください。

　台所・風呂場・洗濯機・トイレ等の排水を処理し浄化する合併
処理浄化槽の設置を助成（補助・融資あっせん）します。
　詳しい要件や手続きについては、環境部ホームページをご覧
いただくか、上記までお問合せください。

■ 手数料の納付について
手数料は、お近くの金融機関、本庁舎、各支所等にて納期限ま

でにお支払いください。
清掃手数料の納付には、便利で安心・確実な口座振替をご利

用ください。

新聞紙、折り込みチラシ
⃝ビニールなどでコーティングされたもの

⃝コップなどのワックス加工されたもの

⃝油紙・合成紙・写真

⃝防水加工紙・カーボン紙

⃝感熱紙（ファックス用紙など）

⃝紙以外のもの
　（金具、ビニール・セロハン部分、
    プラスチック仕切りなど）

10円
20円
40円
60円
80円

5ℓ
10ℓ
20ℓ
30ℓ
40ℓ燃やせるごみ 燃やせないごみ

⃝革製品
⃝破れ・汚れ・濡れているもの

⃝プラスチック製の注ぎ口などがついているもの

⃝油が入っていたびん
⃝青色の一升びん
⃝ワンウェイびん（ドリンク剤のびんなど）

雑誌、書籍、カタログなど

ダンボール、商品の箱、
ティッシュや菓子などの紙箱、紙袋、
包装紙、ワイシャツの台紙など

ジュース・缶詰・菓子などの
スチール缶・アルミ缶

牛乳パック
ジュースやお酒のパックなど

（内側がアルミのものを含む）

ビール・ジュースの箱（ケース）など

一升びん、ビールびん、ジュースびん、
洋酒びんなど

⃝木製の空き箱

⃝プラスチックが付着したもの
⃝木等が付着したもの
⃝家電製品

銅、アルミ、真ちゅうなど

古着・シーツ・タオルなど

新聞紙

雑誌

ダンボール

紙パック

リターナブル
びん

金属類

プラスチックの
空き箱

布類　

回収品目 対象となるもの
指定ごみ袋 手数料容量

対象とならないもの

80円
袋に入らない大
きさの物に直接
貼って排出

指定ごみ袋等は、左記ステッカーを掲示し
ているスーパーマーケット・コンビニエンス
ストア等の取扱店でお求めください。

下水道処理（水洗化）になって6
年以上経過した区域および戸
井・恵山・椴法華・南茅部地区

燃やせるごみ 燃やせないごみ

ごみ処理券 手数料容量

200円

粗大ごみ 手数料重量

400円

600円

30ｋｇ未満

50ｋｇ以上

30ｋｇ以上
50ｋｇ未満

600円

料金区分

200ℓ以下の場合

200ℓを超える場合
100ℓまでごとに

1月1回を超える場合
1回あたりの加算額

購入後の返品や交換はできませんので、
購入の際には、十分ご注意ください。

注意！

上記以外の区域
300円

300円

1,020円

1月1人につき

市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 市民生活のしおり函館市の市外局番は です☎ 0 1 83 87
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問合せ 環壊対策課　TEL.51-3348

微小粒子状物質（PM2.5）

PM2.5とは？
　大気中に浮遊している粒子のうち、粒径2.5マイクロメートル

（μｍ）※1以下の微小な粒子を、ＰＭ２．５（微小粒子状物質）といい
ます。（図1）
　PM2.5は非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸
器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

行動の目安

関連情報

⃝屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす
ようにしてください。 

⃝屋内においても、換気や窓の開閉を必要最小限にしてくだ
さい。

⃝呼吸器系・循環器系疾患、アレルギー疾患のある方や、小
児、高齢者など、影響を受けやすいと考えられる方は、体調
に応じて、より慎重に行動するようにしてください。

※2 マイクログラム（μｇ）…1グラム(ｇ)の百万分の1

■ PM2.5の発生源は？
　PM2.5はさまざまな場所から発生します。主に工場・事業場

（固定発生源）、自動車、船舶、飛行機（移動発生源）、屋外燃焼等
から発生すると考えられています。
　その他にも、土壌、海洋、火山など自然由来のものや、国外で
発生し、風によって運ばれてくるものがあります。
　PM2.5は大気中に長時間存在し、風等により移動する場合が
あるため、工場・事業場・自動車などの発生源が集中していない
地域でも、濃度が高くなる可能性があります。

■ PM2.5の測定結果を公表していますか？
　函館市では、中部小学校、北美原小学校、深堀中学校に自動
測定器を設置し、測定を行っています。（図２）
　その測定結果は、他の自治体の測定結果と合わせて北海道の
ホームページ（北海道の大気環境）で公表しています。

■ PM2.5の注意喚起が出されたらどうしたらよいですか？
　注意喚起された場合には、「不要不急の外出を控える」など、次
の行動の目安を心がけてください。

■ 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

■ PM2.5の濃度が高くなる時の広報は？
　函館市では、環境省の暫定指針に基づき①当日5時、6時、7
時の1時間値の平均値が85マイクログラム（μｇ）※２/㎥を超えた
場合、②当日5時から12時までの1時間値の平均値が80μｇ/㎥
を超えた場合に報道機関や市ホームページ、ANSINメールなど
を通じて注意喚起を行うこととしています。

【図1】

北海道の大気環境

PM2.5 環境省

■ 微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)

PM2.5 よくある質問

※1 マイクロメートル（μｍ）…1ミリメートル(mm)の千分の1

津軽海峡

【図2】

中部小学校

美   原

PM2.5

深堀中学校

五稜郭公園

函館港

函館山

PM2.5

北美原小学校

PM2.5

一般環境大気測定局
自動車排出ガス測定局

PM2.5自動測定記録計
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