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船橋市のごみ減量、資源化の
イメージキャラクター

ふなばし 3Rすすめ隊

※月曜日・休日明けは電話が大変混み合い、お電話がつながりにくい場合があります。
　FAX・E メール・ハガキでもお申し込みできます。 2 面➡

粗大ごみ受付センター

047-457-4153
受付時間 月曜日～金曜日（祝休日除く） 午前9時～午後4時まで

市では、手軽にごみの分別や収集日などを確認できるスマートフォ
ン向けアプリ「さんあ～る」を配信しています。ごみ出し日を通知し
たり、クイズで分別方法などについて学べるほか、英語・中国語にも
対応しています。ぜひご利用ください。

Android 用

iPhone 用

ダウンロード
各ストアから「さんあ～る」で検索
しダウンロードしてください。
右記二次元コードからもダウンロー
ド可能です。

アプリ利用料
無料（ただし、通信料は利用する方
の負担になります。）

クリーン推進課　☎047-436-2434問

スマートフォン向けごみ分別アプリ「さんあ～る」を配信しています！
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家庭から出る可燃ごみ量の推移 自己搬入
含む

〈営業時間〉9 時～ 21 時
〈休 館 日〉月曜日（※㈷㉁の場合は翌平日）、年末年始
〈所 在 地〉大神保町 1356 番地 3
〈駐 車 場〉無料 122 台
〈問 合 せ〉ふなばしメグスパ　TEL 047-457-5151
〈料　　金〉
温浴施設・健康浴施設� （税込）

区　　分 料金（1 回） 回数券（6 回分）
一 般 500 円 2,500 円
小 中 学 生 250 円 1,250 円
65 歳 以 上 400 円 2,000 円

軽運動室（部屋貸）
２ 時 間 610 円

イベントスケジュール
1/15・2/12・3/11 卓球好き集まれ !
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1/21・1/24「フードドライブって何 ?」座談会　参加賞付
1/21-1/26 制服バンク・フードドライブ

1/22 みんなでアクアビクス
1/23 肩こり・腰痛改善レッスン

1/24 ●転倒防止セミナー & 体操
●専門医による講演会「脊柱管狭窄症について」

1/25 龍村式指ヨガ

1/26 ●森からのプレゼント　●竹切り物語
●船橋ピアチェーレオーケストラのアンサンブルコンサート

2/2 ●節分・お菓子撒き　●ノルディックウォーキング
2/5 声出し健康法
3/1 桃の湯
3/8 チャリティーフリーマーケット
3/10 パフォーマンス at メグスパ（民謡・三味線）

3/18 パフォーマンス at メグスパ
（船橋シニアアンサンブルコンサート）

※ イベントは、施設の都合により変更または中止する場合がございます。
イベントの詳細はホームページ（https://f-meguspa.jp/）をご覧くだ
さい。

〈公共交通機関（新京成バス）〉
「モリタ船橋工場前・ふなばしメグスパ前」下車
・三咲駅からバスで約 15 分 ・北習志野駅からバスで約 25 分
・小室駅からバスで約 10 分

12 月 2日（月）から、家庭系可燃ごみの夜間収集地区の収集開始時刻を
午後 7時から 7時 30分に変更しています。問クリーン推進課�☎ 047-436-2434

受付センターがお知らせした
収集日当日の朝 8 時 30 分までに、
指定された場所に出してください。

4

370

処理券に収集日・お名前を記入し、
粗大ごみに貼り付けてください。3

⃝ 1 点ごと
　見やすいところに

＊生活保護世帯は手数料が免除されます。粗大ごみ受付センターでお申し込みをする際お問い合わせください。

モバイルバッテリーを原因とするごみ収集車の発火事故について
可燃ごみの収集作業中に、発火事故が発生しました。（令和元年 11月 19日）

モバイルバッテリーを可燃ごみに混入して出したことで、ごみ収集車や処理施
設の中でそれらの電池が発火する事例が多発しています。

モバイルバッテリーは市では収集・処理することができないものに該当します。
モバイルバッテリーを捨てる時は製造メーカー等に相談し、正しく処分を行って
ください。 問 クリーン推進課　☎ 047-436-2434

監視パトロールを行っています
不法投棄や野焼きは法律で

禁止されており、罰則として 5
年以下の懲役若しくは 1,000
万円以下の罰金（法人は 3 億
円以下）が定められています。
市では廃棄物の適正な処理を推
進するため、土日夜間を含め、
パトロールなどの監視活動に取
り組んでいます。建設廃棄物の不法投棄 不要な廃材などの野焼き

問廃棄物指導課☎ 047-436-3810

粗大ごみ※を捨てたいときはどうすればいいの？

粗大ごみ受付センターにお申し込みください !
※長辺が概ね 50cm を超える可燃性のもの、不燃ごみ袋（20 リットル）に入らない不燃性のもの

下記事項をお電話でお伝えください1

下記事項についてご案内します。

⃝処分したいものの大きさと数量

⃝料金（粗大ごみ処理券の必要枚数）
⃝収集日
⃝持ち出し場所

「粗大ごみ処理券取扱店」で、受付センター
で指定された料金分の「船橋市の粗大ごみ
処理券」を購入してください。

2

店頭の
この表示が
目印です。

市内のコンビニエンスス
トア、商店会、地区社協、
漁協など

＊ 1 回にお申し込みできる数は 5 点までです。
＊お申し込みの間隔は 7 日以上あけてください。

＊ 収集日は、月～金曜日のいずれかになります。
＊ 室内からの運び出しはしません。高齢者（65 歳

以上）、障害者のみの世帯などはお問い合わせく
ださい。 2 面➡  よくある問い合わせ



FAX・E メール・ハガキでもお申し込みいただけます
ごみとして捨ててしまう前に…リユース（再利用）につなげてみよう

Q 引っ越しで出たごみを出したい

A  引っ越しなどで多量に出るごみ（一時多量排
出ごみ）は収集できません。ご自分でごみ処
理施設に自己搬入いただくか、一般廃棄物協
同組合（有料）（☎ 047-440-6601）に依頼
してください。

Q 粗大ごみが指定場所まで運べません

A  高齢者（65 歳以上）、障害者のみの世帯など
で粗大ごみの運び出しが困難な場合、職員が
屋内より持ち出し収集（クリーンサポート収
集）を行っています。粗大ごみ受付センターで
お申し込みをする際にお問い合わせください。

「リユース」とは、まだ使えるものを繰り返し使用することです。あなたにとって不要になったものでも、誰か
にとってはまだ使えるものかもしれません。ごみとして捨ててしまう前に、必要としている誰かに使ってもらえる
ように工夫してみましょう。

家庭から出る可燃ごみ収集回数見直しの効果

▶有価物の回収量

※回収された有価物は
　リサイクルされます 

１万6,521トン⇨1万7,471トン

約950トン
増加

▶1人1日あたりの排出量
496.7グラム⇨488.0グラム

約9グラム
減少

可燃ごみの収集回数見直しから1年

着実にごみが減量!

問資源循環課 ☎047-436-2433

　家庭系可燃ごみの収集回数を見直してから1年
が経過しました。この1年間で市の人口は約
3,000人増加しましたが、市民の皆さんのご協力
により、可燃ごみの量は約1,500トン減少し、焼
却灰も約1,250トン減少しました。また、有価物
の回収量は約950トン（うち雑がみは約480ト
ン）増加しました。今後もさらなるごみの減量と
資源化にご協力ください。
■台風15号の影響により、災害ごみを除く枝葉等

で9月のごみ量は約300トン増加しています。

■平成29年10月～30年9月と30年10月～令和元年9月の各期間の比較。

▶焼却灰
   （埋め立て処分等の負担軽減）

※ 25メートルプール
　約2.5杯分に相当
※ 埋め立て処分は
　1,092トン減少

1万9,566トン⇨1万8,318トン

約1,250トン
約1,500トン
減少

家庭から出る
可燃ごみ

減少
※ごみ収集車で運ぶと
　約1,000台分に相当

ハガキでお申し込みFAX・E メールでお申し込み

粗大ごみの自己搬入
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「船橋をきれいにする日」が開催されました� 問クリーン推進課　☎ 047-436-2434

令和元年 11 月 17 日（日）に第 39 回「船橋をき
れいにする日」が開催されました。当日は天候に恵
まれ、セレモニー会場である天沼弁天池公園には、
近隣の町会・自治会に加え、市内の企業、団体など
約 1,100 人もの参加者が集まりました。

市内各地域の清掃活動にも多数の方が参加され、
市内全域で約 17.6 トンのごみが集まりました。

年　度 回収量

平成 29 年度 20.1 トン

平成 30 年度 17.6 トン

令和元年度 17.6 トン

フリマアプリ等を活用し、自宅で
始められます。

次に使ってくれる人と、対面で売
買を行うことができます。

3 フリーマーケット

お店が査定を行い、査定額に同意すると買取が成立し
ます。店頭に直接持ち込むほか、出張買取や宅配を受け
付けているお店もあります。

船橋市のホームページでは、「ふな R 連携事業者」として
認定している市内のリユースショップを紹介しています。

アプリ＆オークション2リユースショップ1

船橋市ホームページ内 リユースショップ

よくある問い合わせ

ハガキに下記事項を明記しお申し
込みください。

記載事項
①住所
②氏名（フリガナ）
③電話番号
④粗大ごみの持ち出し場所
⑤粗大ごみの品名・個数（1 つずつ全て記入）
⑥昼間の連絡先（電話番号）
※ 後日、収集日などをお知らせしますので、昼間の

連絡先を記入してください。

宛先
274-0082　船橋市大神保町 1360 番地 1
船橋市粗大ごみ受付センター　行

船橋市ホームページより粗大ご
み受付票をダウンロードし、太枠
内を記入の上、下記の FAX 番号
または E メールアドレス宛に送信
してください。受付票には、日中
に連絡の取れる電話番号もしくは
FAX 番号の記載をお願いします。

【Eメールでお申し込みの場合】
⃝受付票は Excel ファイルのまま送信ください。
⃝ 後日メールで収集日等をお知らせします。受信拒

否設定などを行っている場合は、sodaigomi@
city.funabashi.lg.jp の指定受信設定を行ってく
ださい。

⃝ 返信までに一週間ほどかかる場合がありますので
ご了承ください。

＊ お急ぎの場合はお電話でお申し込みください。
　（☎ 047-457-4153）

粗大ごみ受付センター
E メール：sodaigomi@city.funabashi.lg.jp
FAX：047-457-4221

みんなで減らそう！家庭での食品ロス
日本では、食べられるのに捨て

られる食品、いわゆる「食品ロス」
が年間 600 万トン以上発生して
おり、その約半分は家庭から発生
しています。食品ロスを減らすた
めの取り組みについて考えてみま
しょう。

Point�1 Point�2
買い物に行く前に
は家にある食材を
チェックしてから

家にある食材を優
先的に使うことを
考えて

使い切れる分だけ買うようにしましょうお買い物

『計ってみよう！家庭での食品ロス』（消費者庁）より

自己搬入の場合、粗大ごみ処理券の貼り付けは不要です。10kg ごとに 150 円（消費税別）を現地で現金
にてお支払いください。令和 2年 4月 1日以降、ごみ処理施設へ自己搬入を行う際は、本人確認のため、市
内に居住していることが確認できるもの（運転免許証、公共料金の納付書等）をお持ちください。

処理手数料：10kg ごとに 150円（消費税別）　受付時間：�月曜日～土曜日　午前9時～12時　午後1時～5時

家庭から出る食品ロスの改善ポイントを見つけるヒントになります。まずは一週間記録してみましょう。

消費者庁　食品ロス削減：啓発用冊子
『計ってみよう！家庭での食品ロス』

環境省
『７日でチャレンジ！食品ロスダイアリー』


