
○回収ボックス
 （受付時間…各施設の開館時間内に限る）
・市役所本庁舎　・道の駅「みたら室蘭」
・市民会館　　　・中小企業センター　
・中島会館　　　・サンライフ室蘭　・白鳥台会館
○大型かご
　環境課（受付時間…上段のとおり）

◎100㎏まで500円
◎100㎏を超えた場合は、10㎏ごとに50円を加算
※市の指定ごみ袋またはごみ処理券を使用している場合は、
上記の料金はかかりません。事前に計量の係員にお伝え
ください。

・燃やせるごみの投入口と燃やせないごみの投入口は違い
ます。それぞれ分別してから持ち込んでください。

空き缶・空きびん・ペットボトルは、無料で引き取ります。
・それぞれ分別してから持ち込んでください。

古紙は、無料で引き取ります。
・新聞･雑誌･ダンボール･紙パック・そのほか(ティッシュ
の箱や包装紙など)に分けてください。袋には入れないで、
バラバラにならないよう、種類別にしっかりとひもで十
字に縛ってください。

プラスチック製容器包装は、指定袋（さくら色）に入れて
ください。

家電リサイクル法の対象製品を除く、家庭で不要となった
使用済小型家電を無料で回収しています。

回収ボックス

環境課の大型かご

環境課に持ち込み(受付時間
内に職員が直接引き取り)

投入口(30cm×30cm)に入る大きさのもの

投入口に入らない大きさのもの

パソコンや携帯電話など 個人情報を
含む機器（ ）

くらしのガイド

年末年末年末年末年末
年始年始年始年始くらしのガイド

■　ごみ・資源物の収集日
は、年末年始休業の振替日となっています。

収集日の朝8時までに
出しましょう。

燃やせるごみ 12月31日から1月3日までは
収集しません。

《詳細》環境課 ☎22‒1481

《詳細》環境課 ☎22‒1481

上段：燃やせないごみ・紙パック・乾電池
下段：プラスチック製容器包装　　　　

資源物
（空き缶・空きびん・ペットボトル）

収　集　地　区 12月 1月

収　集　地　区 12月 1月

輪西町、みゆき町、寿町
燃やせないごみ
紙パック・乾電池 6日㈫ 10日㈫
プラスチック製
容器包装 20日㈫ 17日㈫

絵鞆町、祝津町、港南町、増市町
小橋内町、築地町、緑町、西小路町
海岸町3丁目9番と8・10番の一部
茶津町、新富町、母恋北町、母恋南町
御前水町、御崎町、大沢町、東町
みゆき町3丁目の一部（旭町自治会）、中島町
知利別町、宮の森町1丁目1・5番の一部

燃やせないごみ
紙パック・乾電池 7日㈬ 4日㈬

プラスチック製
容器包装 21日㈬ 18日㈬

宮の森町
燃やせないごみ
紙パック・乾電池 2日㈮ 6日㈮
プラスチック製
容器包装 16日㈮ 20日㈮

日の出町、中島本町、高平町、八丁平
知利別町2丁目32番の一部、白鳥台
本輪西町、幌萌町、陣屋町、崎守町
石川町、香川町、神代町

燃やせないごみ
紙パック・乾電池 14日㈬ 11日㈬

プラスチック製
容器包装 28日㈬ 25日㈬

水元町
燃やせないごみ
紙パック・乾電池 9日㈮ 13日㈮
プラスチック製
容器包装 23日㈮ 27日㈮

沢町、幕西町、海岸町、中央町、清水町
常盤町、幸町、本町、栄町、舟見町
山手町、入江町、港北町、柏木町

燃やせないごみ
紙パック・乾電池 21日㈬ 18日㈬
プラスチック製
容器包装 7日㈬ 4日㈬

高砂町1・2・3丁目
燃やせないごみ
紙パック・乾電池 16日㈮ 20日㈮
プラスチック製
容器包装 2日㈮ 6日㈮

高砂町4・5丁目、天神町
知利別町4丁目29～33番・41～44番

燃やせないごみ
紙パック・乾電池 23日㈮ 27日㈮
プラスチック製
容器包装 9日㈮ 13日㈮

白鳥台、崎守町、石川町 1日㈭ 5日㈭
15日㈭ 19日㈭

輪西町、大沢町、みゆき町、八丁平 2日㈮ 6日㈮
16日㈮ 20日㈮

高砂町、水元町、天神町 3日㈯ 7日㈯
17日㈯ 21日㈯

絵鞆町、祝津町、港南町、増市町
小橋内町、築地町

6日㈫ 10日㈫
20日㈫ 24日㈫

母恋北町、母恋南町、新富町、茶津町
御前水町、御崎町

14日㈬ 11日㈬
28日㈬ 25日㈬

本輪西町、港北町、高平町、柏木町
陣屋町、幌萌町、香川町、神代町
石川町の一部（香川町会）

8日㈭ 12日㈭
22日㈭ 26日㈭

緑町、西小路町、沢町、幕西町、海岸町
中央町、常盤町、清水町、幸町、本町
栄町、舟見町、山手町、入江町

9日㈮ 13日㈮
23日㈮ 27日㈮

東町、寿町、日の出町
みゆき町3丁目の一部（旭町自治会）

7日㈬ 4日㈬
21日㈬ 18日㈬

中島町、中島本町、知利別町、宮の森町 13日㈫ 17日㈫
27日㈫ 31日㈫

■　ごみや資源物を自分で処理施設に運ぶ場合
料金と搬入方法受入体制と受付時間搬入場所

西胆振地域廃棄物
広域処理施設

（メルトタワー２１）
石川町２２‒２
☎５０‒２１６０

西いぶり広域連合
リサイクルプラザ
石川町２２‒２
☎５９‒０３１９

環境課
御崎町１‒７５‒７
☎２２‒１４８１

   入口のインターホンで、
   職員をお呼びください。

   通　常       8:30～17:00
12月31日    8:30～16:30
1月1～3日  10:00～14:30

※年末年始も受け入れてい
ますが、日曜日の受け入
れは燃やせるごみのみです。

休業日　なし

火～土曜日
8:30～17:00
休業日

12月31日～1月3日

月～金曜日
8:45～17:15
休業日

12月29日～1月3日プラスチック
製容器包装

使用済
小型家電

古　紙

資源物

燃やせない
ごみ

燃やせる
ごみ

空 き 缶
空 き び ん
ペットボトル( )

登録すると、収集日の前日１８時ころに、
収集日をお知らせするメールが配信されます。

ごみの日メール配信サービス

登
録
方
法

１.メールを受信する端末からgomi@ml.nishi-iburi.jp
に｢空メール｣（件名、本文ともに記載不要）を送
信します。

２.登録確認メールが届くので、メール内に記載され
ているＵＲＬをクリックしてください。

３.登録画面から追加情報を登録して完了です。
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○回収ボックス
 （受付時間…各施設の開館時間内に限る）
・市役所本庁舎　・道の駅「みたら室蘭」
・市民会館　　　・中小企業センター　
・中島会館　　　・サンライフ室蘭　・白鳥台会館
○大型かご
　環境課（受付時間…上段のとおり）

◎100㎏まで500円
◎100㎏を超えた場合は、10㎏ごとに50円を加算
※市の指定ごみ袋またはごみ処理券を使用している場合は、
上記の料金はかかりません。事前に計量の係員にお伝え
ください。

・燃やせるごみの投入口と燃やせないごみの投入口は違い
ます。それぞれ分別してから持ち込んでください。

空き缶・空きびん・ペットボトルは、無料で引き取ります。
・それぞれ分別してから持ち込んでください。

古紙は、無料で引き取ります。
・新聞･雑誌･ダンボール･紙パック・そのほか(ティッシュ
の箱や包装紙など)に分けてください。袋には入れないで、
バラバラにならないよう、種類別にしっかりとひもで十
字に縛ってください。

プラスチック製容器包装は、指定袋（さくら色）に入れて
ください。

家電リサイクル法の対象製品を除く、家庭で不要となった
使用済小型家電を無料で回収しています。

回収ボックス

環境課の大型かご

環境課に持ち込み(受付時間
内に職員が直接引き取り)

投入口(30cm×30cm)に入る大きさのもの

投入口に入らない大きさのもの

パソコンや携帯電話など 個人情報を
含む機器（ ）

■ 主な病院（外来） ■歯科救急

診 療 日 診　　療　　所

31日 みうら歯科
　港北町2-6-1 ☎55-6330
福田歯科クリニック
　祝津町2-3-1 ☎27-5420
横山歯科医院
　母恋北町2-3-16 ☎22-2394
森歯科クリニック
　港北町2-5-18 ☎55-0118

1
月

1 日

市立室蘭総合病院
　山手町3-8-1 ☎25-3111
休診　12月29日～1月3日

日鋼記念病院
　新富町1-5-13 ☎24-1331
休診　12月30日～1月3日

製鉄記念室蘭病院
　知利別町1-45 ☎44-4650
休診　12月30日～1月3日

大川原脳神経外科病院
　寿町1-10-1 ☎44-1519
休診 12月29日午後～1月3日

9：00～11：00
（ただし、12：00～13：00は休診）

■ 内科系医療

診 療 日 医　療　機　関

月
31日
（土）

あらい内科医院
登別市若山町4-42-5 ☎86-0338

1

12 月
12

月

2 日
（月）

福永医院
輪西町1-27-11 ☎44-2320

3 日
（火）

上田病院
東町2-24-6 ☎44-3690

9：00～15：00

休日や夜間の急病は救急病院で対応していま
すが、発熱・腹痛・風邪など内科に関する症状
があるときは、次の医療機関を受診してください。

最新の情報は、歯科医師会ホーム
ページでご確認ください。
　 http:www.muro-shi.com/emergency/

（土）

（日）

2 日
（月）

3 日
（火）

市役所は、市役所は、市役所は、市役所は、市役所は、市役所は、市役所は、市役所は、12月28日まで12月28日まで12月28日まで12月28日まで12月28日まで12月28日まで12月28日まで12月28日まで12月28日まで12月28日まで
業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。業務を行っています。
年明けは、年明けは、年明けは、年明けは、年明けは、年明けは、年明けは、年明けは、年明けは、1月4日から1月4日から1月4日から1月4日から1月4日から1月4日から1月4日から
業務を開始します。業務を開始します。業務を開始します。業務を開始します。業務を開始します。業務を開始します。業務を開始します。業務を開始します。業務を開始します。業務を開始します。

年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末年末
年始年始年始年始くらしのガイド

くらしのガイド

■ 主な公共施設などの休業日 …休業日

電話番号施　　　設
12月 1月

26日
（月）

27日
（火）

28日
（水）

29日
（木）

30日
（金） （月）

2日31日
（土） （火）

3日1日
（日） （水）

4日
（木）
5日

（金）
6日

ン
イ
ラ
フ
イ
ラ

水道（上・下水道）
緊急時は市・水道部へ 44‒6117

し尿のくみとり
緊急時は清掃管理センターへ 43‒3155

電気（北海道電力㈱）
緊急時は24時間対応 47‒1111

ガス（室蘭ガス㈱）
緊急時は24時間対応 44‒3156

青少年科学館 22‒1058

図書館本館・分室（輪西・本輪西・白鳥台） 22‒1658

港の文学館 22‒1501

民俗資料館 59‒4922

市民美術館 22‒1124

児童館・児童センター －

体育館 44‒7521

入江運動公園温水プール 22‒2466

中島スポーツセンター
1/2（月）～9（月）は10時開館 45‒0800

サンライフ室蘭
12/29（木）は体育館と
トレーニング室のみ開館

55‒3040

西いぶり広域連合げんき館ペトトル 59‒3443

他
の
そ

つどいの広場「サンキッズ」 45‒2022

キッズパーク（げんき館ペトトル内）59‒3443

総合福祉センター 45‒1333

市民活動センター 25‒7070

西いぶり広域連合リサイクルプラザ
（体験講座、再生家具展示） 59‒0319

旧室蘭駅舎（観光協会） 23‒0102

）館念記橋大鳥白（」蘭室らたみ「駅の道 26‒2030

■　ごみ・資源物の収集日
は、年末年始休業の振替日となっています。

収集日の朝8時までに
出しましょう。

燃やせるごみ 12月31日から1月3日までは
収集しません。

《詳細》環境課 ☎22‒1481

《詳細》環境課 ☎22‒1481

上段：燃やせないごみ・紙パック・乾電池
下段：プラスチック製容器包装　　　　

資源物
（空き缶・空きびん・ペットボトル）

収　集　地　区 12月 1月

収　集　地　区 12月 1月

輪西町、みゆき町、寿町
燃やせないごみ
紙パック・乾電池 6日㈫ 10日㈫
プラスチック製
容器包装 20日㈫ 17日㈫

絵鞆町、祝津町、港南町、増市町
小橋内町、築地町、緑町、西小路町
海岸町3丁目9番と8・10番の一部
茶津町、新富町、母恋北町、母恋南町
御前水町、御崎町、大沢町、東町
みゆき町3丁目の一部（旭町自治会）、中島町
知利別町、宮の森町1丁目1・5番の一部

燃やせないごみ
紙パック・乾電池 7日㈬ 4日㈬

プラスチック製
容器包装 21日㈬ 18日㈬

宮の森町
燃やせないごみ
紙パック・乾電池 2日㈮ 6日㈮
プラスチック製
容器包装 16日㈮ 20日㈮

日の出町、中島本町、高平町、八丁平
知利別町2丁目32番の一部、白鳥台
本輪西町、幌萌町、陣屋町、崎守町
石川町、香川町、神代町

燃やせないごみ
紙パック・乾電池 14日㈬ 11日㈬

プラスチック製
容器包装 28日㈬ 25日㈬

水元町
燃やせないごみ
紙パック・乾電池 9日㈮ 13日㈮
プラスチック製
容器包装 23日㈮ 27日㈮

沢町、幕西町、海岸町、中央町、清水町
常盤町、幸町、本町、栄町、舟見町
山手町、入江町、港北町、柏木町

燃やせないごみ
紙パック・乾電池 21日㈬ 18日㈬
プラスチック製
容器包装 7日㈬ 4日㈬

高砂町1・2・3丁目
燃やせないごみ
紙パック・乾電池 16日㈮ 20日㈮
プラスチック製
容器包装 2日㈮ 6日㈮

高砂町4・5丁目、天神町
知利別町4丁目29～33番・41～44番

燃やせないごみ
紙パック・乾電池 23日㈮ 27日㈮
プラスチック製
容器包装 9日㈮ 13日㈮

白鳥台、崎守町、石川町 1日㈭ 5日㈭
15日㈭ 19日㈭

輪西町、大沢町、みゆき町、八丁平 2日㈮ 6日㈮
16日㈮ 20日㈮

高砂町、水元町、天神町 3日㈯ 7日㈯
17日㈯ 21日㈯

絵鞆町、祝津町、港南町、増市町
小橋内町、築地町

6日㈫ 10日㈫
20日㈫ 24日㈫

母恋北町、母恋南町、新富町、茶津町
御前水町、御崎町

14日㈬ 11日㈬
28日㈬ 25日㈬

本輪西町、港北町、高平町、柏木町
陣屋町、幌萌町、香川町、神代町
石川町の一部（香川町会）

8日㈭ 12日㈭
22日㈭ 26日㈭

緑町、西小路町、沢町、幕西町、海岸町
中央町、常盤町、清水町、幸町、本町
栄町、舟見町、山手町、入江町

9日㈮ 13日㈮
23日㈮ 27日㈮

東町、寿町、日の出町
みゆき町3丁目の一部（旭町自治会）

7日㈬ 4日㈬
21日㈬ 18日㈬

中島町、中島本町、知利別町、宮の森町 13日㈫ 17日㈫
27日㈫ 31日㈫

■　ごみや資源物を自分で処理施設に運ぶ場合
料金と搬入方法受入体制と受付時間搬入場所

西胆振地域廃棄物
広域処理施設

（メルトタワー２１）
石川町２２‒２
☎５０‒２１６０

西いぶり広域連合
リサイクルプラザ
石川町２２‒２
☎５９‒０３１９

環境課
御崎町１‒７５‒７
☎２２‒１４８１

   入口のインターホンで、
   職員をお呼びください。

   通　常       8:30～17:00
12月31日    8:30～16:30
1月1～3日  10:00～14:30

※年末年始も受け入れてい
ますが、日曜日の受け入
れは燃やせるごみのみです。

休業日　なし

火～土曜日
8:30～17:00
休業日

12月31日～1月3日

月～金曜日
8:45～17:15
休業日

12月29日～1月3日プラスチック
製容器包装

使用済
小型家電

古　紙

資源物

燃やせない
ごみ

燃やせる
ごみ

空 き 缶
空 き び ん
ペットボトル( )

登録すると、収集日の前日１８時ころに、
収集日をお知らせするメールが配信されます。

ごみの日メール配信サービス

登
録
方
法

文
化
・
教
育
施
設

ス
ポ
ー
ツ
施
設

１.メールを受信する端末からgomi@ml.nishi-iburi.jp
に｢空メール｣（件名、本文ともに記載不要）を送
信します。

２.登録確認メールが届くので、メール内に記載され
ているＵＲＬをクリックしてください。

３.登録画面から追加情報を登録して完了です。
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