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年末年始の役場の業務

出生届や婚姻届、死亡届などは時間外受付窓口で受け付けます。

年末年始前にパスポートを受け取りたい人…12 月 27 日（金）までにパスポートを
受け取りたい人は、12 月 18 日（水）までに申請をしてください。パスポートは申

請日から土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除いた８日目以降の受け取りとなります。

※申請書類に不備などがあった場合は、受け取りが遅くなることがあります。

問合先／住民課（979-8110）

年末 ： 12 月 27 日 （金） まで 年始 ： １月６日 （月） から

2019 年度クリーン函南（ごみカレンダー）をよく確認し、ごみの出し間違いがないようにしましょう。

大量ごみや粗大ごみは、分別してごみ焼却場へ直接持ち込んでください。

問合先／環境衛生課（979-8112）ごみ焼却場（974-0223）

○年末年始　ごみ収集日 （ごみ置き場の収集）

12 月

１月

30 日 （月）

31 日 （火）

燃やせるごみ （月 ・ 木地区） 収集最終日

燃やせるごみ （火 ・ 金地区） 収集最終日

燃やせるごみ （月 ・ 木地区） 収集開始日

燃やせるごみ （火 ・ 金地区） 収集開始日

※ごみの収集はありません。

※この期間は、 ごみ置き場へごみを出さないでください。

～
６日 （月）

7 日 （火）

１日 （水）

５日 （日）

※年内：12月 31日（火）まで、年始：１月６日（月）から通常どおりです。

※１月は空き缶の収集は
ありません。
　その他の燃やせないご
み・資源ごみの収集日
程は「2019 年度クリー
ン函南」でご確認くだ
さい。

○ごみ焼却場へ持ち込み可能日

○大量のごみがある場合は、分別してごみ焼却場へ直接持ち込んでください。

○年末年始は大変混雑しますのでなるべく早い時期の持ち込みをお願いします。

○持ち込まれたごみは、場内で分別して下ろしていただきます。スムーズに下ろせる

　よう、車に積む際にはごみを下ろす順序にご注意ください。（右図参照）

○搬入の際、住所・名前を確認しますので、住所・名前がわかるもの（運転免許証など）

　をご持参ください。

※年内最終の持ち込みは、12月 28日（土）となります。

12 月

１月

22 日 （日） ９時～ 15 時 （12 時～ 13 時を除く） 家庭ごみのみ

以後通常どおり

※持ち込み受け付けはありません。

～

　 ６日 （月）

29 日 （日）

 　５日 （日）

８時 30 分～ 16 時 30 分（12 時～ 13 時を除く）23 日（月）～ 27 日（金）

28 日 （土） ９時～ 15 時 （12 時～ 13 時を除く） 家庭ごみのみ

　年末年始の休館中の本の返却は、ブックポストをご利用ください。ブックポストの投入口は、かんなみ知
恵の和館入口左側にあります。
　なお、ブックポストを利用すると破損してしまう本などがありますので、そちらは開館中に直接カウンター
へご返却ください。

ブックポストを利用できない本など…CD、DVDなどの視聴覚資料、大型絵本、
紙芝居、CDや DVDなどの付録がついた本、他の図書館から借受した本
 ※詳細はお問い合わせください。

年末 ： 12 月 28 日 （土） まで 年始 ： １月５日 （日） から

問合先／図書館（979-8700）

【図書館の開館】

ど）

古紙 ・古布⇒燃やせるごみ⇒

燃やせないごみ⇒粗大ごみ⇒

空き缶 ・空きびん ・ペットボ

トル ・白色トレイの順番でご

みを下ろします。

ごみ焼却場の住所／桑原 1300-142

役場窓口業務

ごみの出し方

各施設の年末年始のお休みは次のとおりです。詳細は直接お問い合わせください。

施設名 問合先 年末年始のお休み

函南町役場 978-2250 12 月 28 日 （土） ～１月５日 （日）

保健福祉センター 978-7100 12 月 28 日 （土） ～１月５日 （日）

文化センター 979-1733 12 月 28 日 （土） ～１月３日 （金）

図書館 979-8700 12 月 29 日 （日） ～１月４日 （土）

子育てふれあい・地域交流センター 979-8800 12 月 29 日 （日） ～１月３日 （金）

函南町体育館 978-1145 12 月 28 日 （土） ～１月３日 （金）

柏谷公園野球場

979-1733 12 月 28 日 （土） ～１月３日 （金）肥田簡易グランド

小 ・ 中学校の体育施設

西部コミュニティセンター 978-3976 12 月 28 日 （土） ～１月４日 （土）

農村環境改善センター 974-3050 12 月 29 日 （日） ～１月３日 （金）

ふれあいセンター 979-5325 12 月 27 日 （金） ～１月４日 （土）

かんなみスポーツ公園 970-5000 12 月 28 日 （土） ～１月３日 （金）

かんなみ仏の里美術館 948-9330 12 月 29 日 （日） ～１月 3 日 （金）

湯～トピアかんなみ 970-0001 １月１日 （火）

公共施設

本の返却

※ただし、 12 月 27 日 （金） は特別整理日のため休館


