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　市では使用可能な古衣料を拠点回収しています。
　市役所のほか、公共施設の入口付近に黄色の「古衣料専用回収バッグ」を設置し
していますので、最寄の回収バックへ持ち込んでください。
　回収された古衣料は、衣類として再利用されたり、工業用ウエスにリサイクル
されます。

※専用回収バッグへ持ち込むことができない場合は、「別回収燃やせるごみ」で
　出してください。

○きれいな古衣料だけを回収バッグに入れてください。

名称 住所
七重浜住民センター・れいんぼー 北斗市七重浜２丁目３２－２５
浜分ふれあいセンター 北斗市七重浜５丁目１１－２０
久根別はまなす町内会集会所 北斗市久根別１丁目１８－１
（久根別体育センター）
久根別住民センター・くーみん 北斗市久根別１丁目２９－１
北斗市役所 北斗市中央１丁目３－１０
北斗市総合文化センター・かなで～る 北斗市中野通２丁目１３－１
北斗市保健センター 北斗市中野通２丁目１８－１
北斗市商業活性化支援センター 北斗市飯生３丁目４－１
（エイド’０３）
北斗市総合体育館 北斗市押上１丁目３－１
北斗市林業協業センター 北斗市押上１丁目３－２
清川農村センター 北斗市清川６０４－３
谷好住民センター 北斗市谷好３丁目１２－４１
富川会館 北斗市富川２丁目６－６
北斗市茂辺地支所 北斗市茂辺地２丁目５－５６
北斗消防署当別分遣所 北斗市三ツ石１丁目１－３
北斗市総合分庁舎 北斗市本町１丁目１－１
北斗市公民館 北斗市本郷１８６－１
北斗市農業振興センター 北斗市東前７４－２

シャツ、ズボン、ベビー服、ポロシャ
ツ、トレーナー、Yシャツ、ブラウス、
パジャマ、スーツ、ジャンパーなどで
再利用できる衣類

衣類

タオル地
タオル、バスタオル、タオルケットな
ど

布団、クッション、靴下、カバ
ン、靴など

破れているもの、濡れているも
の、汚れのひどいもの、臭いの
ついた
もの
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　市では使用済みの乾電池を「有害ごみ」として回収しています。
市役所ほか、公共施設の玄関に「電池回収ボックス」を設置していますので、
最寄のボックスに持ち込んでください。

施設名 住所
七重浜住民センター・れいんぼー 北斗市七重浜２丁目３２－２５
北斗消防署七重浜出張所 北斗市七重浜２丁目３７－７
七重浜第３町会館 北斗市七重浜７丁目２ー１７
ＪＡ新はこだて七重浜支店 北斗市七重浜４丁目３８－５
浜分体育センター 北斗市七重浜５丁目１１－２０
浜分ふれあいセンター 北斗市七重浜５丁目１１－２０
七重浜ファミリーセンター 北斗市七重浜８丁目３－１８
追分福祉センター 北斗市追分６１－１３
久根別はまなす町内会集会所 北斗市久根別１丁目１８－１
（久根別体育センター）
久根別住民センター・くーみん 北斗市久根別１丁目２９－１
東浜町会館 北斗市東浜２丁目２－３０
北斗市漁村センター 北斗市東浜２丁目１８－１８
北斗市役所 北斗市中央１丁目３－１０
北斗消防署 北斗市中央２丁目６－６
ＪＡ新はこだて上磯支店 北斗市中野通３２４－２
上磯郡漁業協同組合上磯支所 北斗市飯生１丁目１３－２９
飯生住民センター 北斗市飯生２丁目５－１
昭和町会館 北斗市谷好４丁目１－５４
昭和町自治会館 北斗市昭和２丁目１６－１５
北斗市総合文化センター・かなで～る 北斗市中野通２丁目１３－１
北斗市保健センター 北斗市中野通２丁目１８－１
北斗市総合体育館 北斗市押上１丁目３－１
北斗市林業協業センター 北斗市押上１丁目３－２
北斗市高齢者センター 北斗市押上１丁目３－２
清川農村センター 北斗市清川６０４－３
大工川会館 北斗市大工川１１６
押上会館 北斗市押上１丁目２－１０
添山会館 北斗市添山１０６
谷好住民センター 北斗市谷好３丁目１２－４１
北斗消防団第３分団 北斗市谷好２丁目２－１５
富川会館 北斗市富川２丁目６－６
上磯郡漁業協同組合はまなす支所 北斗市茂辺地１丁目７－４５
北斗市茂辺地支所 北斗市茂辺地２丁目５－５６
石別住民センター 北斗市当別３丁目１－４４
北斗消防署当別分遣所 北斗市三ツ石１丁目１－３
北斗市総合分庁舎 北斗市本町１丁目１－１
北斗市公民館 北斗市本郷１８６－１
北斗市農業振興センター 北斗市東前７４－２
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　市では家庭からの使用済み天ぷら油を回収しています。
回収された天ぷら油は、軽油に替わる燃料（ＢＤＦ：バイオディーゼル燃料）
として公用車やごみ収集車に使用しています。
※ＢＤＦは二酸化炭素の排出量が少なく、安価であるため、地球温暖化防止
　だけでなく、経費削減で市の財政にも貢献しています。

　ご家庭で使用した「使用済み天ぷら油」をペットボトルなどの適当な容器
に入れて、以下の施設に設置してある回収容器（ポリタンク）へ移し替えて
ください。

　ご家庭で使用した天ぷら油等の植物性油のみ対象です。
動物性油脂（バター、ラード等）を含むもの、鉱物油（エンジンオイル等）
は回収できません。
また、事業所からの油も回収できません。（産業廃棄物になります。）

・てんかす等の不純物はできるだけ取り除いてください。
・持参した容器は持ち帰っていただき再利用、または燃やせるごみに出して
　ください。

施設名 住所

七重浜住民センター・れいんぼー 北斗市七重浜２丁目３２－２５
浜分体育センター（事務室） 北斗市七重浜５丁目１１－２０
追分福祉センター 北斗市追分６１－１３
久根別はまなす町内会集会所 北斗市久根別１丁目１８－１
（久根別体育センター）

久根別住民センター・くーみん 北斗市久根別１丁目２９－１
久根別ひまわり町会（敦澤会長宅） 北斗市久根別２丁目１８－３
北斗市漁村センター 北斗市東浜２丁目１８－１８
北斗市役所 北斗市中央１丁目３－１０
飯生１丁目自治会館（物置） 北斗市飯生１丁目６－３６
飯生住民センター 北斗市飯生２丁目５－１
中野通会館（車庫） 北斗市中野通３丁目２２－１８
北斗市林業協業センター 北斗市押上１丁目３－２
北斗市高齢者センター 北斗市押上１丁目３－２
清川農村センター 北斗市清川６０４－３
谷好住民センター 北斗市谷好３丁目１２－４１
富川団地５号棟入口 北斗市富川２丁目３－５
富川会館 北斗市富川２丁目６－６
茂辺地町内会(８班)　山本　進宅前 北斗市矢不来５－１
北斗市茂辺地支所 北斗市茂辺地２丁目５－５６
石別住民センター 北斗市当別３丁目１－４４
北斗市総合分庁舎 北斗市本町１丁目１－１
北斗市公民館 北斗市本郷１８６－１
北斗市農業振興センター 北斗市東前７４－２
千代田会館 北斗市千代田５５－６
一本木会館 北斗市一本木１３４－２
さわやか会館 北斗市清水川１－６
中央開発会館 北斗市開発３７５－５
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　「家電４品目」（テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマなど全てです。）、
洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン）は家電リサイクル法により
北斗市では回収をしていません。
　購入や買い換えた際の電器店に引取りの義務がありますが、購入した電器店
に依頼できない場合や買い換えの予定がない場合には、市内の電器店のご協力
により、引き取り義務以外のものも引き取っていただけますので、お近くのリ
サイクル協力店へお問い合わせください。（リサイクル料金、手数料、収集運
搬料金がかかります。）

リサイクル協力店 住所 電話番号
さくら電器上磯店 東浜１丁目１２－６６ ７３－７５３３
ダケデンキ 白川２９ ７７－７３９７
ハマヤ電器 東浜２丁目１３－１９ ７３－２９８１
フジ電化サービス 本町８３４－６ ７７－８８８４

　また、指定取引場所等へ直接持ち込むこともできます。（リサイクル料金、手
数料がかかります。）詳しくは下記の指定取引店へお問い合わせください。

函館市万代町１８－１２
電話　４３－７７７２

函館市西桔梗町１１２番地２

指定取引場所等

日本通運㈱函館支店
電話　４９－６６６８

海運倉庫課１０号倉庫

㈱エキスパート
久根別５丁目９５－２７

㈱馬場本商店

電話　８３－２６１０
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　インクジェットプリンターメーカー５社（以下の５社）では、「インクカー
トリッジ里帰りプロジェクト」と称して、インクジェットプリンタ用の使用済
みカートリッジ回収活動を行っており、北斗市内の２カ所に回収箱を設置して
います。
　今後家庭で使用済みになったインクカートリッジで下記の５社のものは、な
るべく回収箱に入れてください。

・ブラザー ・エプソン
・キャノン ・日本ＨＰ
・デル

施設名 住所

北斗郵便局 北斗市飯生２丁目１１－１
北斗北郵便局 北斗市本町２丁目７－１１
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　北斗市指定のごみ袋、粗大ごみ処理券は、市内のスーパーや個人商店、コン
ビニエンスストアなどのお店で販売しています。

容量 販売価格 指定袋の種類 指定袋の色
（１０枚入り）

３Ｌ １０８円 生ごみ 濃い黄色
６Ｌ １２７円 生ごみ 濃い黄色

１５１円 生ごみ 濃い黄色
１０５円 空き瓶 黄色

２０Ｌ １２４円 燃やせるごみ 青色
燃やせないごみ 赤色
空き缶 緑色
空き瓶 黄色
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 橙色

３０Ｌ １５６円 燃やせるごみ 青色
別回収燃やせるごみ 深緑色
燃やせないごみ 赤色
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器 無色透明
空き缶 緑色
空き瓶 黄色
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 橙色
金属類 紫色

４５Ｌ ２０９円 燃やせるごみ 青色
別回収燃やせるごみ 深緑色
燃やせないごみ 赤色
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器 無色透明
空き缶 緑色
空き瓶 黄色
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 橙色
金属類 紫色

※販売価格は消費税込みの価格（令和元年１０月現在）です。

※粗大ごみ処理券はお店のほか、市役所・分庁舎・支所でも販売しています。
　販売しているお店は、市役所環境課までお問い合わせください。
　（お問い合わせ先については、３ページ参照。）

（シールになっています。）

１０Ｌ

５２０円
１枚
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　家庭のごみは、自分でごみ処理施設へ搬入することもできます。
正しく分別して、指定袋に入れてから搬入してください。
（粗大ごみ以外は無料で受付となります。）
※市の収集に出せないごみは、直接搬入であっても受付できません。

○受付時間
月曜日から土曜日　午前8時30分から午後４時00分まで。
日曜日と年末年始（１２月３１日から１月３日まで）はお休みです。

○受付先とごみの種類
受付先 受け付けるごみの種類
リサイクリーンほくと 燃やせるごみ
（北斗市館野１０７番地の１） 別回収燃やせるごみ
電話：７４－４２５０ プラスチック製容器

燃やせないごみ
資源ごみ
（空き缶、空き瓶、ペットボトル、
　スプレー缶、紙類）
粗大ごみ

※家庭からの「生ごみ」は直接搬入の受付をしていませんので、収集日に出
　してください。

○その他
「粗大ごみ」は、直接搬入の場合１個につき３１０円の処理手数料がかかりま
す。その場で現金納付となりますので、粗大ごみ処理券は不要です。
また、自己搬入する場合に電話予約は必要ありません。

　ごみの不法投棄、野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって
禁止されています。違反した場合には以下の懲役、罰金に処されますので、絶
対にしないようにしましょう。

＊５年以下の懲役もしくは１，０００万円以下の罰金又は併科
　　　　（法人の場合、３億円以下の罰金となります。）
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　し尿の汲み取りは、地区ごとの担当業者へ直接申し込みをしてください。
汲み取り料金は、１リットルにつき５円９４銭（令和元年１０月現在）です。

七重浜１～６丁目
飯生１～３丁目
昭和１～２丁目
中野通、中野通１～３丁目
中野、清川、野崎
常盤１～３丁目
公園通１丁目
大工川、大工川１～２丁目
押上、押上１～２丁目
水無、三好
富川１～２丁目
柳沢、館野、矢不来
茂辺地市の渡
当別、当別１～４丁目
三ツ石、三ツ石１～２丁目
七重浜７～８丁目
追分、追分１～４丁目
久根別１～５丁目
東浜１～２丁目
中央１～３丁目
添山、桜岱、峩朗
谷好１～４丁目
茂辺地、茂辺地１～５丁目
本町、本郷、市渡、村山、中山
開発、東前、萩野、南大野
稲里、白川、細入、一本木
千代田、清水川、向野、文月、村内

※し尿汲み取りは、土曜日、日曜日、祝日と年末年始（１２月３１日から１月
　５日）はお休みとなります。
　あふれたりしないように、定期的に汲み取るようにしましょう。

７３－３８０４

担当業者

㈱大森清掃
７４－２３３０

㈲渡島環境衛生

７７－６３８３
㈲やまいち

地区名

７３－２４５７

㈱須藤清掃
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