
相談しましょう！

府中市粗大ごみコールセンター

03-6424-4645

月曜日から土曜日

午前８時から午後７時まで

そうだん

ごぜん じ ごご じ

ふちゅうし そだい こーるせんたー

げつようび どようび



相談しましょう！

こちらは府中市粗大ごみ

コールセンターです。

順番にオペレーターにおつなぎいたし

ます。（音楽♪）

お電話ありがとうございます。

府中市粗大ごみコールセンター○○○

（オペレーターの名前）です。

粗大ごみの申し込みでしょうか？

ふちゅうし そだい

じゅんばん

もう こ

はい。

そうだん

でんわ

ふちゅうし そだい こーるせんたー

おぺれーたー なまえ

そだい

おぺれーたー

こーるせんたー

おんがく



相談しましょう!

それでは、受付をいたしますので、

お電話番号からお願いします。
でんわばんごう ねが

000-0000-0000です。

そうだん

お名前をフルネームでお願いします。
なまえ

トーム・クルーズです。

うけつけ

ふるねーむ ねが

携帯番号を伝えましょう！
けいたいばんごう つた

名前を伝えましょう！
なまえ つた

とーむ くるーず



相談しましょう！
そうだん

それでは、ご住所をお願いします。
じゅうしょ ねが

東京都府中市朝日町3－0－0

国際交流会館 000号です。

とうきょうと ふちゅうし あさひちょう

こくさい こうりゅう かいかん

お品物を出す場所なんですけど、

お決まりの場所はございますか？

しなもの だ ばしょ

き

１階のごみを出す場所に出しています。
かい だ ばしょ だ

ごう

ばしょ

毎日ごみを出す場所を伝えましょう！
まいにち だ ばしょ つた



相談しましょう！
そうだん

お品物はなんですか？
しなもの

全身かがみです。
ぜんしん

何センチぐらいございますか？
なん せんち

それでは、こちらのお品物は○○円になり
ます。

○○円のシールをお求めいただきますで
しょうか？

えん しーる もと

しなもの えん

出したいごみを伝えましょう！
だ つた

一番長いところをはかりましょう！
いちばん なが



相談しましょう！
そうだん

お品物はこちら一点でよろしいでしょうか？

府中市にあるコンビニ、

スーパーマーケットで

シールを買いましょう！

ふちゅうし こんびに

すーぱーまーけっと

しーる か

しなもの いってん

もっと出したいごみがあれば

伝えましょう！

だ

つた

はい。大丈夫です。
だいじょうぶ



相談しましょう！
そうだん

それでは、収集日のご案内ですが、

○月△日が一番早い収集日になりますが、

ご都合よろしいでしょうか？

しゅうしゅうび あんない

がつ にち いちばんはや しゅうしゅうび

つごう

粗大ごみを出せる日を

教えてくれます。

その日、自分が出せるか

チェックしましょう！

そだい だ ひ

おし

ひ じぶん だ

ちぇっく

はい。大丈夫です。
だいじょうぶ



相談しましょう！

そうだん

シールに記入していただきます。

受付番号がございますので、

メモしていただけますでしょうか？

しーる きにゅう

うけつけばんごう

めも

買ったシールに

書かなければならない

番号を教えてくれます。

その番号をメモしておきましょう！

か しーる

か

ばんごう おし

ばんごう めも

はい。わかりました。



相談しましょう！
そうだん

当日は朝８時半までにむき出しの状態で

お出しください。

とうじつ あさ じ はん だ じょうたい

だ

シールには領収書がついておりますので、

収集が終わるまで保管お願いいたします。

しーる りょうしゅうしょ

しゅうしゅう お ほかん ねが

粗大ごみを出す日の朝８時半まで、

シールを貼ってそのまま出しましょう！

そだい だ ひ あさ じはん

しーる は だ

シールにレシートがついています。

大切に持っていましょう！

しーる れしーと

たいせつ も

はい。わかりました。ありがとうございます。



インターネットによる申込み
URL：http://s-kantan.com/sodai-fuchucity-u/

１、注意事項を読んだら…

①チェックする

②クリックする

２、

３、４、メールが届きます。

ひんもく さが

５、品目を探す。

いんたーねっと もうしこ

ちゅういじこう よ

めーる とど

えら ひんもく ひょうじ

７、 選んだ品目が表示されます。

表示された値段のシールを買いましょう。
ひょうじ ねだん しーる か

６、

８、



１０、地図が表示されます。

地図

１１、クリックして申し込み完了！

９、名前／住所などを入力する。

なまえ じゅうしょ にゅうりょく

ちず ひょうじ

くりっく もう こ かんりょう



ごみ出しカレンダー

① 府中町1・2丁目、宮西町、宮町

② 本町、南町、矢崎町

③ 分梅町、四谷

④ 片町、寿町、住吉町

⑤ 幸町、天神町4丁目、府中町3丁目、緑町1・3丁目、若松町1・2
丁目

⑥ 栄町3丁目、浅間町2・3・4丁目、晴見町、若松町3・4丁目

⑦ 新町1丁目、浅間町1丁目、天神町1・2・3丁目、紅葉丘、若松町
5丁目

⑧ 朝日町、栄町1・2丁目、新町2・3丁目、多磨町

⑨ 東芝町、日鋼町、美好町

⑩ 北山町、武蔵台

⑪ 西原町、本宿町

⑫ 西府町、日新町

⑬ 小柳町、八幡町1丁目、緑町2丁目

⑭ 押立町、車返団地、白糸台5丁目、八幡町2・3丁目

⑮ 清水が丘1・2丁目、白糸台1・2・3・6丁目、白糸台4丁目

⑯ 是政、清水が丘3丁目、日吉町

住んでいる町名をクリックしてください。
ふちゅうちょう みやにしちょう みやまち

もとまち みなみちょう やざきちょう

ぶばいちょう よつや

かたまち ことぶきちょう すみよしちょう

さいわいちょう てんじんちょう ふちゅうちょう みどりちょう わかまつちょう

さかえちょう せんげんちょう はるみちょう わかまつ

しんまち せんげんちょう てんじんちょう もみじがおか わかまつちょう

あさひちょう さかえちょう しんまち たまちょう

とうしばちょう にっこうちょう みよしちょう

きたやまちょう むさしだい

にしはらちょう ほんしゅくちょう

にしふちょう にっしんちょう

こやなぎちょう はちまんちょう みどりちょう

おしたてちょう くるまがえしだんち しらいとだい はちまんちょう

しみずがおか しらいとだい しらいとだい

これまさ しみずがおか ひよしちょう

（車返団地は⑭）
くるまがえしだんち

※市役所のホームページで

1番新しいカレンダーを確認してください。

だ か れ ん だ ー

す ちょうめい く り っ く

しやくしょ ほ ー む ぺ ー じ

ばんあたら かれんだー かくにん

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-a1.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-a2.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-a3.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-a4.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-b1.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-b2.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-b3.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-b4.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-c1.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-c2.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-c3.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-c4.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-d1.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-d2.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-d3.pdf
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/r3gomishigenbutsucalendar.files/r3-d4.pdf
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/gomirisaikuru/bunbetu_calendar/gomicalendar/index.html

