
ビン類

無色ビン
中を軽く洗い、色分けして
資源・不燃物専用袋

毎月第２・４ 木曜日

茶色ビン

その他色ビン

埋立ごみ 陶磁器・化粧品ビン等 資源・不燃物専用袋

蛍光管 蛍光管（灯）だけでまとめる 資源・不燃物専用袋

雑誌 他（ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ・折込ﾁﾗｼ等） 紙紐かけ

毎月第２・４ 火曜日
資源・不燃物専用袋
針金等で束ねて

３リットルカンを超えるもの

資源ごみ
毎月第１・３ 火曜日

（雨天中止）

白色トレイ 資源・不燃物専用袋

紙パック

ダンボール 紙紐かけ

新聞紙 紙紐かけ

燃やすごみ

空きカン ３リットルカン以下のもの 資源・不燃物専用袋 毎月第１・３ 木曜日

乾電池 電池だけでまとめる 資源・不燃物専用袋

粗大ごみ
幅１.５ｍ、高さ１ｍ、奥行き１ｍ
以下で１０kg以下のもの

資源・不燃物専用袋
入らないものはそのまま

金属類

紙類・生ごみ（よく水切りをする）
・プラスチック類・発砲スチロール

紙紐かけ

可燃物用指定袋 毎週 月・水・金 曜日

ペットボトル
資源・不燃物専用袋
キャップは燃やすごみ

保 存 版令和５年３月改正版

●収集について

河津町 町民生活課

（☎０５５８－３４－１９３２）

●持込みについて

エコクリーンセンター東河

（☎０５５７－９５－７１１１）

《 お問い合わせ 》分類 品名 出し方 収集日
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ごみの収集に関する注意点等

★ ごみの出し方について
○ ごみを出す場合、収集日の朝８時半までに地区のごみステーションに出してください。

　 その際、一部の袋に入らないもの（家電等）を除き、必ず町指定袋に入れて出してください。

○ ペットボトルはキャップを外し、ラベルを剥がして、水洗いして潰さずに出してください。（キャップとラベルは燃やすごみへ）

○ 新聞紙や雑誌・ダンボール等の資源ごみは、種類別に紙ひもで束ねてごみステーションへ出してください。

　 (雨天日は収集中止となります。濡れてしまった資源ごみはリサイクルできませんので、必ず天気予報をご確認ください。)

○ 生ごみは水を十分に切ってから出してください。

○ ビンは中身を水ですすぎ、無色・茶色・その他の色のビンでそれぞれ袋を分けて出してください。

○ ビンのキャップは外して、プラスチック等の可燃性のものは燃やすごみの日、王冠や金属製のものは粗大ごみの日に出してください。

○ カンはアルミとスチールで分別していただく必要はありません。同じ袋に入れて出してください。

○ スプレーカンは必ず使い切り、穴を開けずに出してください。

　 （使い切られずにガスが溜まったスプレーカンは火災の元となります。）

○ 蛍光管（灯）は蛍光管のみで町指定袋に入れて出してください。

★ 町からのお願い
○   ごみを出したあとは、収集されたことを必ず確認してください。

○ ごみステーションで収集されなかったごみは「【収集不可】持ち帰ってください」の紙が貼ってあります。
　 貼り紙に記載された理由を参考に、持ち帰って正しく分別して出し直してください。

○ ごみステーションは区の管理物です。皆できれいに保ちましょう。

★ ご活用ください

●　生ごみ堆肥化促進事業補助金
家庭用に生ごみ処理機やコンポスト等を購入する際、事前に申請をすると補助金が出ます。
１世帯２基まで、１基につき購入費の１／２（上限額２万円）を補助します。
生ごみを有効活用して、ごみの量を減らしましょう。

●　家庭用資源ごみリサイクルステーション（朝７時～夜８時　※年末年始を除く土日祝日も利用可）

地区ごみステーションにおける従来の収集とは別に、役場本庁舎駐車場にて家庭から出た一部の資源ごみを収集しています。
（新聞紙・ダンボール・雑誌類・ペットボトル・古着等・インクカートリッジ類）
※庁舎１階に設置されていた古着等回収ボックスは、家庭用資源ごみリサイクルステーションへ移設されました。
　インクカートリッジの回収ボックスは、リサイクルステーションのほか、役場本庁舎１階及び文化の家にも設置しています。

河津町 指定袋（可燃）

河津町 指定袋（不燃）

『ゴミ』分ければ資源です

資源・不燃物専用袋

●出す時は口をしばってください。

●あまり重い場合は紐で十字に

しばってください。

●燃やすごみは絶対に入れないで

東 伊 豆 町・河 津 町



足拭きマット（珪藻土） 受入不可能 専門業者にご相談ください

網戸

IHコンロ（卓上） 持込み

空きカン 洗って、町指定袋（ボトルキャップは外して粗大ごみに）

あぜなみ板（塩ビ製） 受入不可能 専門業者にご相談ください

アンプ 持込み エコクリーンセンター東河に持ち込み

品       名 分類、その他 出       し       方

アイロン 粗大ごみ 町指定袋

アコーディオンカーテン 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

アルミカン（食品、飲料） 空きカン 洗って、町指定袋（ボトルキャップは外して粗大ごみに）

アルミ箔、ｱﾙﾐﾎｲﾙ、ｶﾞｽ台ｱﾙﾐ 燃やすごみ 町指定袋

アンテナ 粗大ごみ 町指定袋

アタッシュケース 粗大ごみ そのまま

空きビン（ふたは材質ごと） ビン類 洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

空きビン（ふたの取れないもの） 埋立ごみ 町指定袋

エコクリーンセンター東河に持込み

空きカン（３㍑以下のもの）

空きカン（３㍑を超えるもの） 粗大ごみ 洗って、町指定袋

足拭きマット（金属） 粗大ごみ そのまま

アスベスト（石綿）を含む家庭用品 受入不可能 専門業者にご相談ください

あ

粗大ごみ 幅1.5ｍ・高さ1ｍ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河へ持込み

アルミサッシ 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

安全カミソリ（Ｔ字） 粗大ごみ 町指定袋（空きカン等に入れて、中身を容器の表面に記載）

雨具（カッパ） 燃やすごみ 町指定袋
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ウォーターサーバー 受入不可能 専門業者にご相談ください

椅子 粗大ごみ そのまま

洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

品       名 分類、その他 出       し       方

空きカン 洗って、町指定袋

椅子（電気マッサージ機） 持込み

植木鉢

専門業者にご相談ください

衣類乾燥機 受入不可能 専門業者にご相談ください

インクカートリッジ 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）町のリサイクルステーションへ

ウィンドファン（エアコンは除く） 粗大ごみ 幅1.5m、高さ1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

う

い

一升ビン（ふたは材質ごとに分別） ビン類

ウェットスーツ 燃やすごみ 町指定袋

植木 持込み エコクリーンセンター東河に持込み（直径10ｃｍ、長さ1.5ｍを超えるものは小さくして）

埋立ごみ 町指定袋

エコクリーンセンター東河に持込み（１日１台まで）

板きれ（長さ30ｃｍを超えるもの）

受入不可能

飲料容器（ビン） ビン類 洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

飲料容器（カン）

粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

板きれ（長さ30ｃｍ以下のもの） 燃やすごみ 町指定袋

一輪車（荷物運搬用） 粗大ごみ そのまま

一輪車（運動用） 粗大ごみ そのまま

衣類 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

一斗カン 粗大ごみ 内側をきれいにして、町指定袋

犬小屋（木製、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1m、高さ1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

医療廃棄物



ウォシュレット（洗浄便座） 粗大ごみ 町指定袋

え

枝（長さ30ｃｍ以下のもの） 燃やすごみ 乾燥させてから町指定袋

エアコン 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談ください（分解したものも受入不可能）

映写機 粗大ごみ 幅1.5m、高さ1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

液晶テレビ 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談ください（分解したものも受入不可能）

エアロバイク 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

枝（長さ30cmを超えるもの） 持込み

絵の具 燃やすごみ 町指定袋

臼（餅つき用等） 受入不可能 専門業者にご相談ください

うちわ 燃やすごみ 町指定袋

乳母車 粗大ごみ 幅1.5m、高さ1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

羽毛布団 持込み

町指定袋

ＭＤラジカセ 粗大ごみ 町指定袋

腕時計 粗大ごみ 町指定袋

分類、その他 出       し       方品       名

う

エコクリーンセンター東河に持込み（軽トラ１日２台まで／２ｔトラック１日１台まで）

ＬＥＤ電球 蛍光管 町指定袋

資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

梅酒のビン（果実酒用ビン） ビン類 洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

エコクリーンセンター東河に持込み（マットレスと合わせて１日５枚まで）

ＬＥＤ照明器具 粗大ごみ

絵本

ＭＤ（ケース含む） 燃やすごみ 町指定袋

ＬＰガスボンベ 受入不可能 専門業者にご相談ください
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え

エンジンオイル容器カン（３㍑超え） 粗大ごみ

品       名 分類、その他

専門業者にご相談ください

中身を抜いて町指定袋

エンジンオイル容器カン（３㍑以上） 空きカン 中身を抜いて町指定袋

煙突（金属類） 持込み

延長コード

出       し       方

エレクトーン 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

鉛筆削り 粗大ごみ

エンジンオイル 受入不可能 専門業者にご相談ください

燃やすごみ 町指定袋

塩ビパイプ 受入不可能

粗大ごみ 町指定袋

町指定袋

鉛筆

お玉（金属製）

エコクリーンセンター東河に持込み

煙突（金属類以外） 受入不可能 専門業者にご相談ください

町指定袋

オーブントースター

オーディオ機器 粗大ごみ 幅1.5m、高さ1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

粗大ごみ 町指定袋

落ち葉 燃やすごみ 乾燥させてから町指定袋

オートバイ 受入不可能 専門業者にご相談ください

オイルヒーター 受入不可能 専門業者にご相談ください

ＯＡ用紙（コピー用紙） 燃やすごみ 町指定袋

オーブン（家庭用） 粗大ごみ

粗大ごみ 町指定袋

おまる（プラスチック製） 粗大ごみ 町指定袋

オムツ（紙オムツ含む） 燃やすごみ 汚物を取り除き  町指定袋

お



か

温泉タンク 受入不可能 専門業者にご相談ください

カーテン 燃やすごみ 金具を取り、町指定袋

オルガン（電子含む） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

お

温度計（水銀不使用） 粗大ごみ 町指定袋

折りたたみ家具 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、高さ1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

おもちゃ（金属含まないもの） 燃やすごみ 町指定袋

町指定袋

カイロ（使い捨て） 燃やすごみ

町指定袋（電池は外して乾電池の日に）

粗大ごみ 町指定袋（ビニール、布は取り除き燃やすごみの収集日）

貝殻 燃やすごみ

カーテンレール 粗大ごみ

粗大ごみ 長さ1.5m、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

埋立ごみ 町指定袋

学習机

おもちゃ（金属含むもの） 粗大ごみ

鏡

燃やすごみ 町指定袋（電池は外して乾電池の日に）

懐中電灯（その他） 粗大ごみ

温度計（水銀使用） 受入不可能 町の担当窓口へお持ちください

町指定袋

分類、その他 出       し       方品       名

傘

町指定袋

額縁（木製、プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋（ガラスは埋立ごみへ）

街灯 受入不可能 専門業者にご相談ください

懐中電灯（プラスチック製）

針金等で束ねて

カーペット（ホットカーペット含む）

粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

額縁（金属製） 粗大ごみ 町指定袋（ガラスは埋立ごみへ）
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傘立て 粗大ごみ 町指定袋

か

菓子カン（３㍑を超えるもの） 粗大ごみ

果実酒用ビン ビン類 洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

ガスカートリッジ 空きカン 使い切って町指定袋（穴は開けなくてよい）（火災に繋がるため、必ず使い切ること）

ガスストーブ 粗大ごみ そのまま

傘立て（陶器製） 埋立ごみ 町指定袋

菓子カン（３㍑以下のもの） 空きカン 町指定袋（中身を空に、ふたを開けたまま）

粗大ごみ 町指定袋

釜 粗大ごみ

ガステーブル（コンロ） 粗大ごみ

粗大ごみ 針金等で束ねて

金たわし 粗大ごみ 町指定袋

花ビン 埋立ごみ 町指定袋

鎌

紙おむつ

そのまま

燃やすごみ

受入不可能 専門業者にご相談ください

町指定袋

町指定袋

ガスボンベ 受入不可能

資源ごみ（雑誌等）

カッパ（雨具） 燃やすごみ 町指定袋

カップめんの容器 燃やすごみ 町指定袋

金網

壁掛け時計 粗大ごみ 高さ1.5ｍ、幅１ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

金槌（かなづち） 粗大ごみ

専門業者にご相談ください

カセットテープ 燃やすごみ 町指定袋

カタログ類

紙くず 燃やすごみ 町指定袋

汚物を取り除き、町指定袋

ガス台（家具）

町指定袋（中身を空に、ふたを開けたまま）

紙紐かけ（荷崩れしないように）

粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

分類、その他 出       し       方品       名

加湿器 粗大ごみ 町指定袋

加湿器（コンプレッサー付）



カミソリ（刃） 粗大ごみ

カメラフィルム（インスタント用） 燃やすごみ

町指定袋（空きカン等に入れて、中身を容器の表面に記載）

紙コップ 燃やすごみ 町指定袋
か カミソリ（本体） 燃やすごみ 町指定袋

品       名 分類、その他 出       し       方

紙箱 燃やすごみ 町指定袋

カミソリ（電動） 粗大ごみ 町指定袋

町指定袋

乾燥機（食器用） 粗大ごみ 10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

乾燥剤 燃やすごみ

燃やすごみ 町指定袋

持込み エコクリーンセンター東河に持込み

紙容器（紙パックを除く） 燃やすごみ 町指定袋　アルミの付いた紙パック等はこちら

革靴 燃やすごみ又はリサイクル

カン詰（中身除く） 空きカン 中を洗って町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

カラーボックス 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

紙袋

カレンダー 燃やすごみ 町指定袋（金具は外して粗大ごみの日）

町指定袋

乾燥機（衣類用） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談ください（分解したものも受入不可能）

ガラスくず 埋立ごみ 町指定袋

カメラ 粗大ごみ 町指定袋

カラオケ機器（家庭用） 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

ガラス戸

革衣類 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）透明な袋に入れて町のリサイクルステーションへ

紙パック（牛乳パック等） 資源ごみ（紙パック） 洗って、広げて十文字の紙紐かけ（荷崩れしないように）

カン切り 粗大ごみ

町指定袋

乾電池 乾電池 町指定袋（電池だけでまとめる）

（燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）汚れを取り除き、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

瓦（かわら） 受入不可能 専門業者にご相談ください

換気扇（家庭用） 粗大ごみ 10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み
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木くず 持込み 事前にエコクリーンセンター東河に連絡、寸法等確認後持込み

ギター 粗大ごみ 弦は取り除き、材質（金属類、燃やすごみ）ごとに

看板（業務用） 受入不可能 専門業者にご相談ください
か

玩具（金属含まないもの） 燃やすごみ

キーホルダー（金属製以外）

町指定袋

埋立ごみ

玩具（金属含むもの） 粗大ごみ

品       名 分類、その他 出       し       方

町指定袋

き

（燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

キャリーバッグ 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

牛乳パック

長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

資源ごみ（紙パック） 洗って、広げて、十文字の紙紐かけ（荷崩れしないように）

教科書 資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

鏡台 埋立ごみ

木槌（きづち）

急須（せともの） 町指定袋

着物 燃やすごみ又はリサイクル

粗大ごみ 町指定袋

キーボード（楽器） 粗大ごみ 長さ1.5m、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

キーボード（パソコン用） 粗大ごみ

キーホルダー（金属製）

可燃ごみ

町指定袋

町指定袋

給湯器 受入不可能 専門業者にご相談ください

キッチンペーパー 燃やすごみ 町指定袋

脚立 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

燃やすごみ

町指定袋

急須（金属類） 粗大ごみ 町指定袋



く

釘 粗大ごみ 町指定袋（空きカン等に入れて、中身を容器の表面に記載）

き

町指定袋

燃やすごみ 町指定袋

出       し       方品       名 分類、その他

町指定袋

金庫（耐火金庫） 受入不可能 専門業者にご相談ください

金庫（手下げ金庫） 粗大ごみ

町指定袋草（花含む） 燃やすごみ

町指定袋

鎖（くさり）

空気清浄器 粗大ごみ 町指定袋

クーラー 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談ください（分解したものも受入不可能）

クーラーボックス

燃やすごみ又はリサイクル

櫛（くし）

燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

クッション 燃やすごみ 町指定袋

クリスタルガラス 埋立ごみ 町指定袋

町指定袋

靴 （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

粗大ごみ

靴下

靴（スパイク・ピン付き） 粗大ごみ 町指定袋

薬（飲み薬・張り薬） 燃やすごみ

専門業者にご相談ください

草刈機（電動） 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

草刈機の刃

町指定袋

粗大ごみ

粗大ごみ

草刈鎌 粗大ごみ 町指定袋

草刈機（エンジン） 受入不可能

薬用廃棄物（注射器等） 受入不可能 専門業者にご相談ください
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車椅子 粗大ごみ

品       名 分類、その他 出       し       方

玄関マット（金属類） 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、紐等で束ねてそのまま）

粗大ごみ 町指定袋

血圧計（水銀の使用有り） 受入不可能 町の担当窓口へお持ちください

血圧計（水銀の使用無し）

剣山 粗大ごみ 町指定袋

町指定袋

受入不可能

下駄 燃やすごみ

くわ 粗大ごみ 町指定袋

化粧品（中身の古い液体、クリーム） 燃やすごみ 布、紙等に染み込ませてから町指定袋

獣除けネット

そのまま

クレヨン 燃やすごみ 町指定袋

蛍光管 蛍光管 町指定袋  直管型蛍光管は40Ｗ型まで、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

珪藻土（けいそうど）マット

携帯電話

毛糸 燃やすごみ

持込み 麻袋や土嚢袋に詰めて口を縛り、ｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み。（ワイヤー入りのものは受入不可能）

下駄箱 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

健康器具（足踏み） 粗大ごみ 手すり無しは粗大ごみ、手すり付きはエコクリーンセンター東河に持込み

町指定袋

化粧品ビン 埋立ごみ 町指定袋

町指定袋（なるべく電話会社のリサイクルにお出し下さい。）

ゲーム機（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

専門業者にご相談ください

クリスマスツリー 粗大ごみ 町指定袋

く

け

粗大ごみ



町指定袋

コップ（ガラス製） 埋立ごみ 町指定袋

ゴルフバック 粗大ごみ そのまま

ゴルフボール 燃やすごみ 町指定袋

町指定袋

米びつ 粗大ごみ そのまま

米袋 燃やすごみ 町指定袋

コード（電線）（家庭用） 粗大ごみ 丸めて町指定袋

コードリール

建築廃材 受入不可能 専門業者にご相談ください

コピー機（家庭用小型機）

耕運機 受入不可能 専門業者にご相談ください

骨壷 受入不可能 専門業者にご相談ください

琴 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

ゴザ 粗大ごみ 紐等で束ねて

コタツ 粗大ごみ そのまま

粉ミルクのカン 空きカン 町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

金具を外して町指定袋（金具は粗大ごみの日に）

粗大ごみ そのまま（多数の場合は紐等で束ねる）

粗大ごみ 町指定袋

ゴム製品 燃やすごみ

鯉のぼり 燃やすごみ

コーヒーメーカー 粗大ごみ 町指定袋

コタツ布団 持込み エコクリーンセンター東河に持込み（マットレスと合わせて１日５枚まで）

ゴルフクラブ

粗大ごみ

品       名 分類、その他 出       し       方

け

こ
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殺菌剤 受入不可能 専門業者にご相談ください

サイドボード 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

財布

粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

燃やすごみ

酒ビン ビン類 栓を取り中を洗い、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

コンクリート片 受入不可能 専門業者にご相談ください

サーフボード 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

ザル（竹製、プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

座卓

町指定袋

作業服 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

町指定袋

サマーベッド 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

皿（ガラス、せともの製） 埋立ごみ

座布団 燃やすごみ

座いす 粗大ごみ そのまま

作動油 受入不可能 専門業者にご相談ください

雑誌 資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

殺虫剤 カン 空きカン 中身を使いきり、町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

町指定袋

ザル（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

品       名 分類、その他 出       し       方

サイクリングマシーン 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

サーフボード（FRP使用） 受入不可能 専門業者にご相談くださいさ

こ

皿（金属製） 粗大ごみ 町指定袋



専門業者にご相談ください

自転車（アシスト付き） 受入不可能 専門業者にご相談ください

竹刀

（燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

七輪 埋立ごみ

燃やすごみ 町指定袋

磁石 粗大ごみ

エコクリーンセンター東河に持込み

町指定袋

町指定袋

粗大ごみ

専門業者にご相談ください

ＣＤ（ケース含む）

ＣＤラジカセ 粗大ごみ 町指定袋

1.5ｍ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

湿布薬 燃やすごみ 町指定袋

シーツ

品       名 分類、その他 出       し       方

町指定袋

専門業者にご相談ください

し

粗大ごみ 町指定袋

芝刈機（エンジン無し） 持込み

サンダル 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

三輪車 粗大ごみ そのまま

残飯 燃やすごみ

支柱（畑用）

そのまま

燃やすごみ 町指定袋

磁気カード 燃やすごみ 町指定袋

辞書、辞典 資源ごみ（雑誌等）

芝刈機（エンジン式） 受入不可能

さ

シート（車） 受入不可能

自動車部品 受入不可能

紙紐かけ（荷崩れしないように）

下着類 燃やすごみ又はリサイクル

粗大ごみ自転車
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町指定袋

し

じょうろ（金属） 粗大ごみ 町指定袋

じょうろ（プラスチック） 燃やすごみ 町指定袋

食品トレイ（白） 資源ごみ（白色トレイ）

消毒用ポンプ（手動式） 持込み エコクリーンエンター東河に持込み

消毒用ポンプ（エンジン式） 受入不可能 専門業者にご相談ください

照明器具

町指定袋　※バッテリーにリチウム電池が含まれている場合は、分けて乾電池として出す

蛍光灯、電球等を外して町指定袋

シャッター

粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

長さ1.5m、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

シャープペンシル

品       名 分類、その他 出       し       方

ジャケット（衣類） 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

蛇口（水道用） 粗大ごみ 町指定袋

障子 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

消火器 受入不可能 専門業者にご相談ください

瞬間湯沸し器 粗大ごみ

町指定袋

充電式ドライバー（コード付き含む） 粗大ごみ

ジューサー（ミキサー） 粗大ごみ

定規（金属製）

定規（木製、プラスチック製） 燃やすごみ

粗大ごみ

長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

じゅうたん

粗大ごみ

ジュースカン 空きカン 中を洗って町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

粗大ごみ

週刊誌 資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

町指定袋

町指定袋粗大ごみ

町指定袋

燃やすごみ 町指定袋

シャワー（家庭用）

収納ケース

しゃもじ 燃やすごみ 町指定袋

燃やすごみ 町指定袋

芝刈機（電動式） 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

受入不可能 専門業者にご相談ください

写真



新聞折込広告（チラシ等） 資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

ジーンズ 燃やすごみ又はリサイクル

新聞紙 資源ごみ（新聞紙）

品       名 分類、その他 出       し       方

除湿機（コンプレッサー付） 受入不可能 専門業者にご相談ください

エコクリーンセンター東河に持込み

粗大ごみ 内側をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

除湿機（コンプレッサー無し） 持込み

食品トレイ（白以外） 燃やすごみ 町指定袋

神仏等関係器具類 受入不可能

持込み

食器洗い乾燥機

水槽（ガラス製）※アクリル製は除く 埋立ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、エコクリーンセンター東河に持込み）

水槽（ガラス製以外） 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、エコクリーンセンター東河に持込み）

水中ポンプ（家庭用） 粗大ごみ

粗大ごみ 10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

専門業者にご相談ください

（燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

町指定袋

水筒 粗大ごみ 町指定袋

エコクリーンセンター東河に持込み

除湿機（フロンガス使用） 受入不可能 専門業者にご相談ください

除湿剤 燃やすごみ 町指定袋

紙紐かけ（荷崩れしないように）

食用油 燃やすごみ 布や紙等に染み込ませて町指定袋

食用油カン（３㍑以下のもの） 空きカン 内側をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

食用油カン（３㍑超えるのもの）

食器棚 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、高さ1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

寝具類（ベッド）

す
水銀灯 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

し
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中を洗って町指定袋（中身のあるものは受入不可能）スチールカン（３㍑を超えるもの） 粗大ごみ

燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

スキーストック

炊飯器 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

品       名

粗大ごみ

町指定袋

長さ1.5m、幅1ｍ、高さ1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

すずり

町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

すだれ 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

姿見（鏡） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

スーツケース

粗大ごみ

燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

ストーブ（電気） 粗大ごみ

ストッキング 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

埋立ごみ 町指定袋

スチールカン（３㍑以下のもの） 空きカン 中を洗って町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

スチール机（家庭用） 粗大ごみ

スーツ（背広）

ステレオ 粗大ごみ そのまま

粗大ごみ 紐等で束ねて

スキー板（スノーボード含む） 粗大ごみ 紐等で束ねて

スキーウェア 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

スケート靴 粗大ごみ 町指定袋

スコップ 粗大ごみ そのまま

そのまま

スカート

す

分類、その他 出       し       方

ストーブ（灯油） 粗大ごみ

すのこ 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

スプーン（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

スプーン（プラスチック） 燃やすごみ 町指定袋

スパナ

灯油は抜き取って、そのまま

スパイク（びょう付き） 粗大ごみ 町指定袋

スピーカー



せ

すべり台（家庭用） 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

栓抜き 粗大ごみ 町指定袋

粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

町指定袋

石油ストーブ 粗大ごみ 燃料を抜き取って、そのまま

石油ファンヒーター 粗大ごみ 燃料を抜き取って、そのまま

石膏ボード 受入不可能

町指定袋 （町指定袋に入らないものは、そのまま）

（燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

粗大ごみ

スポンジ 燃やすごみ 町指定袋

ズボン

スリッパ 燃やすごみ 町指定袋

ズボンプレッサー

燃やすごみ又はリサイクル

セーター 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

精米機

町指定袋

背広（スーツ） 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

洗剤容器 燃やすごみ 町指定袋

洗濯機 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談ください（分解したものも受入不可能）

栓（コルク・プラスチック） 燃やすごみ 町指定袋

専門業者にご相談ください

町指定袋

生花 燃やすごみ

せともの類 埋立ごみ

洗濯ばさみ（プラスチック製） 燃やすごみ

分類、その他 出       し       方品       名

使い切って町指定袋（穴は開けなくてよい）（プラスチックぶたは燃やすごみ）スプレーカン 空きカン

す

洗濯ばさみ（金属製） 粗大ごみ 町指定袋
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た

受入不可能 専門業者にご相談くださいソーラーシステム

粗大ごみ 幅1.5m、高さ1ｍ、奥行き1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

そ

品       名

町指定袋

出       し       方分類、その他

双眼鏡 粗大ごみ 町指定袋

造花（ワイヤー無し） 燃やすごみ 町指定袋

造花（ワイヤー有り） 粗大ごみ 町指定袋

洗面器（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

体温計（水銀使用） 受入不可能 町の担当窓口へお持ちください

そり（子供玩具） 粗大ごみ そのまま

雑巾 燃やすごみ 町指定袋

掃除機 粗大ごみ 町指定袋

ぞうり 燃やすごみ

ソファー（電動含む）

耐火レンガ 受入不可能 専門業者にご相談ください

体温計（電池式） 粗大ごみ 町指定袋（電池は外して乾電池の日に）

扇風機 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

せ 洗面器（金属製） 粗大ごみ 町指定袋



専門業者にご相談ください

品       名 分類、その他 出       し       方

耐熱ガラス 埋立ごみ 町指定袋

タイヤ（自転車、一輪車）

タイヤ（車、バイク）

持込み

タイヤチェーン

ダイレクトメール 資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

た

粗大ごみ 町指定袋

竹ほうき

単行本 資源ごみ（雑誌等）

町指定袋

樽（木製、金属、プラスチック製）

エコクリーンセンター東河に持込み

ダウンベスト等 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

受入不可能

粗大ごみ

資源ごみ（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

粗大ごみ 町指定袋

タオル 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

卓上コンロ

粗大ごみ そのまま

畳（１日５枚まで）

紙紐かけ（荷崩れしないように）

タンス

燃やすごみ 町指定袋

たまごの殻 燃やすごみ 町指定袋

体重計 粗大ごみ 町指定袋

持込み エコクリーンセンター東河にて確認後、持込み

たばこの吸殻

粗大ごみ

高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

ダンボール

たまごのパック 燃やすごみ

そのまま

たわし（スポンジ） 燃やすごみ 町指定袋

たわし（金属製） 粗大ごみ 町指定袋
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調味料のビン ビン類 栓を取り中を洗い、色分けして町指定袋

紙紐かけ（荷崩れしないように）

ちり紙 燃やすごみ 町指定袋

チラシ（新聞折込広告） 資源ごみ（雑誌等）

チューナー 粗大ごみ

貯水タンク 受入不可能 専門業者にご相談ください

調味料のカン（３㍑を超えるもの） 粗大ごみ 中を洗って町指定袋

燃やすごみ 町指定袋

茶がら 燃やすごみ 町指定袋（水切りを徹底して下さい。）

茶筒カン

調味料容器（紙製、プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

町指定袋

チェーンソー（エンジン式） 受入不可能 専門業者にご相談ください

中華鍋 粗大ごみ 町指定袋

中を洗って町指定袋

チャイルドシート 粗大ごみ 10kg以下はそのまま  超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

チャッカマン

粗大ごみ 町指定袋

チェーンソー（電気式） 粗大ごみ 町指定袋

茶碗（木製、プラスチック製）

チェーン

ち

燃やすごみ 使い切って町指定袋

空きカン

茶碗（磁器製） 埋立ごみ 町指定袋

注射器等医療廃棄物 受入不可能 専門業者にご相談ください

調味料（期限切れ等の中身）

品       名 分類、その他 出       し       方

燃やすごみ 布、紙等に含ませてから町指定袋

町指定袋

調味料のカン（３㍑以下のもの） 空きカン



つ

粗大ごみ 町指定袋

釣竿

町指定袋

積み木 燃やすごみ

燃やすごみ 町指定袋

Ｔシャツ 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

壺（つぼ）

町指定袋

鉄アレイ 粗大ごみ

燃やすごみ

町指定袋

手さげ袋

使い捨てカイロ 燃やすごみ 町指定袋

て

釣り糸

町指定袋

埋立ごみ

分類、その他 出       し       方品       名

町指定袋

鉄パイプ 粗大ごみ 長さ1.5m、10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

粗大ごみ 町指定袋

つめ切り

鉄骨 受入不可能 専門業者にご相談ください

受入不可能 専門業者にご相談ください

鉄筋棒 粗大ごみ 長さ１ｍ、太さ10㎜以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

ＤＶＤ（ケース含む） 燃やすごみ 町指定袋

ＤＶＤデッキ 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

テーブル（机） 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

テーブルクロス 燃やすごみ 町指定袋

テープレコーダー 粗大ごみ

燃やすごみ 使い切って町指定袋

机（テーブル） 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

土

使い捨てライター
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鉄棒（運動用具） 粗大ごみ

鉄板 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河にご相談ください

て 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

テニスボール 燃やすごみ 町指定袋

テニスラケット 粗大ごみ

電気ポット

町指定袋粗大ごみ電気ドライヤー

町指定袋

電球

電子オルガン

町指定袋

町指定袋 （町指定袋に入らないものは、そのまま）

（燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

テレビ 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談ください（分解したものも受入不可能）

電気行火（あんか） 粗大ごみ 町指定袋

電気こたつ 粗大ごみ

町指定袋（町指定袋に入らないものは業務用とみなし、受入不可能）

電気カーペット

出       し       方

粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

粗大ごみ 町指定袋

電気カミソリ 粗大ごみ 町指定袋

電気釜

長さ1.5m、幅1ｍ、高さ１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

電気ストーブ 粗大ごみ

町指定袋

電子タバコ 粗大ごみ

持込み エコクリーンセンター東河に持込み

手袋 燃やすごみ又はリサイクル

粗大ごみ

電気かんな（業務用） 受入不可能 専門業者にご相談ください

町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

粗大ごみ

町指定袋

電気毛布

テレビアンテナ 粗大ごみ

埋立ごみ 町指定袋

粗大ごみ電気かんな（家庭用）

電気アイロン 粗大ごみ 町指定袋

粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

テレフォンカード 燃やすごみ 町指定袋

電気スタンド 粗大ごみ

品       名 分類、その他

高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

テレビ台



電子レンジ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

て

トタン（塩ビ製、メッシュ入り） 受入不可能 専門業者にご相談ください

と

電動自転車 受入不可能 専門業者にご相談ください（分解したものも受入不可能）

品       名 分類、その他 出       し       方

戸棚 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

土砂

粗大ごみ

町指定袋（電池だけでまとめる）

高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

トースター 粗大ごみ 町指定袋

受入不可能 専門業者にご相談ください

高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

ドアノブ

受入不可能 専門業者にご相談ください

電話機 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

ドア

粗大ごみ 町指定袋

天体望遠鏡 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

電動のこぎり（手持ちタイプ） 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは業務用とみなし、受入不可能）

電卓 粗大ごみ 町指定袋

電池 乾電池

電動のこぎり（業務用）

トイレブロワー（100W） 粗大ごみ 町指定袋

砥石（といし） 埋立ごみ 町指定袋

テント（家庭用） 粗大ごみ

トタン（ビニール） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

時計 粗大ごみ 町指定袋

粗大ごみ

トイレカバー 燃やすごみ 町指定袋
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ナイフ類 粗大ごみ 町指定袋（空きカン等容器に入れて、容器に中身を記載。刃の部分は危険がないように。）

長靴

苗木ポット（軟質プラスチック製） 燃やすごみ 土を取り除いて町指定袋

土鍋 埋立ごみ 町指定袋

ドライバー（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

ドライヤー 粗大ごみ 町指定袋

町指定袋鍋 粗大ごみ

町指定袋

町指定袋

トレイ（白色、着色無し）

燃やすごみ 町指定袋

流し台 受入不可能

塔婆 受入不可能 専門業者にご相談ください

ドラムカン 受入不可能 専門業者にご相談ください

塗料カン（家庭用／３㍑以下のもの） 空きカン 中をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

ドリンクビン ビン類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋（ふたは材質ごとに分別）

塗料カン（３㍑を超えるもの） 受入不可能 専門業者にご相談ください

品       名 分類、その他 出       し       方

トレイ（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

資源ごみ（白色トレイ） 町指定袋

トロフィー 粗大ごみ 町指定袋

ドラムセット（楽器） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

トレイ（木製、プラッチック製） 燃やすごみ

トンカチ 粗大ごみ

専門業者にご相談ください

な

と

生ごみ 燃やすごみ 町指定袋（水切りを徹底して下さい。）



ね

粗大ごみ 町指定袋（空きカン等に入れて、中身を容器の表面に記載）

な

人形ケース（ガラス製） 埋立ごみ 町指定袋

二輪車（バイク） 受入不可能 専門業者にご相談ください

ぬいぐるみ 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

町指定袋（電池だけでまとめる）（なるべく販売店の回収ボックスで、リサイクル願います。）

人形 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

ニッカド電池 乾電池

品       名

ぬ
縫い針

分類、その他 出       し       方

に

生ごみ処理機（木製） 燃やすごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

生ごみ処理機（木製以外） 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

布類 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

根株 受入不可能 専門業者にご相談ください
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の

町指定袋

ネクタイ 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

ネガフィルム 燃やすごみ 町指定袋

のこぎり（手引き） 粗大ごみ 町指定袋

のこぎり（電動／手持ち式） 粗大ごみ

専門業者にご相談ください

空きカン

ビン類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

海苔カン（３㍑を超えるもの） 粗大ごみ 中をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

ノート 資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

粘土（陶芸用） 受入不可能

ネコの砂（鉱物系、砂系） 受入不可能 専門業者にご相談ください

ネジ（ボルト・ナット含む） 粗大ごみ 町指定袋（空きカン等に入れて、中身を記載）

ネット（野菜用、防風用） 持込み 麻袋や土嚢袋に詰めて口を縛り、ｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み（ワイヤー入りのものは受入不可能）

寝袋 燃やすごみ 町指定袋

粘土（工作用）

受入不可能

町指定袋

粘着テープ 燃やすごみ 町指定袋

農機具 受入不可能 専門業者にご相談ください

燃やすごみ

中をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）海苔カン（３㍑以下のもの）

海苔ビン（ふたは材質ごとに）

町指定袋（町指定袋に入らないものは業務用とみなし、受入不可能）

のこぎり（電動／業務用等） 受入不可能 専門業者にご相談ください

専門業者にご相談ください

品       名 分類、その他 出       し       方

埋立ごみ

農薬

ネコの砂（紙系、木質チップ系）

ね

ネット（生ごみ用） 燃やすごみ 町指定袋



燃やすごみ 町指定袋

はさみ類（剪定はさみ含む） 粗大ごみ

バイク 受入不可能 専門業者にご相談ください

灰皿（瀬戸もの、ガラス） 埋立ごみ

はがき 燃やすごみ

町指定袋

白熱灯 埋立ごみ 町指定袋

バケツ（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

バケツ（プラスチック製）

品       名

の

は

白色トレイ 資源ごみ（白色トレイ）

灰

町指定袋

海苔容器（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

分類、その他 出       し       方

高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

鉢（はち） 埋立ごみ 町指定袋

燃やすごみ 町指定袋

パソコン 受入不可能 パソコンリサイクル対象物につき、専門業者にご相談ください（分解したものも受入不可能）

パソコンラック 粗大ごみ

町指定袋

粗大ごみ 町指定袋

町指定袋

箸（はし）

パイプベッド

金具を外して町指定袋（金具は粗大ごみの日に）

はかり

持込み エコクリーンセンター東河に持込み

バインダー（文具） 燃やすごみ

受入不可能 専門業者にご相談ください

パイプハンガー（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

パイプハンガー（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

灰皿（金属製） 粗大ごみ 町指定袋
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品       名 分類、その他 出       し       方

は

ひ

粗大ごみ 使い切って町指定袋（中身があるものは受入不可能）

発電機 受入不可能 専門業者にご相談ください

資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

バット（運動用）

ピアノ（電子） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

粗大ごみ 町指定袋

パンフレット

発泡スチロール 燃やすごみ

燃やすごみ

町指定袋

受入不可能 産業用パレットは受入できません。専門業者にご相談ください

町指定袋

歯磨き粉チューブ 燃やすごみ 町指定袋

針（はり） 粗大ごみ 町指定袋（空きカン等に入れて、中身を容器の表面に記載）

針金 粗大ごみ 町指定袋

バルサン等（使用済み）

発煙筒 受入不可能 専門業者にご相談ください

バッグ

粗大ごみ 町指定袋

ピアノ 受入不可能 専門業者にご相談ください

燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

バッテリー（車用） 受入不可能 専門業者にご相談ください

針金ハンガー

鼻紙 燃やすごみ

粗大ごみ 町指定袋

町指定袋

歯ブラシ

町指定袋

花火 持込み エコクリーンセンター東河に持込み（職員に花火であることを説明して下さい）

ハンガー（木製、プラスチック製） 燃やすごみ

パン焼き器（家庭用）

パレット（木製、プラスチック製）



ビタミン飲料のカン 空きカン

ひ

ビニールトタン（塩ビ製） 受入不可能 専門業者にご相談ください

品       名 分類、その他 出       し       方

ビタミン飲料のビン ビン類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

ひげそりの刃（プラスチック） 燃やすごみ 町指定袋

ビデオカメラ 粗大ごみ 町指定袋

ビーチマット 燃やすごみ 町指定袋

ビールカン

粗大ごみ

ビニールトタン 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

ビニールクロス 燃やすごみ 町指定袋

ビニールシート 燃やすごみ 町指定袋

そのまま

粗大ごみ 町指定袋

粗大ごみ 町指定袋

ビールケース

町指定袋（刃は取り外して上記のとおりに）

ひげそり（電動）

空きカン 中を洗って町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

ひげそり（Ｔ字金属以外）

町指定袋（空きカン等に入れて、中身を容器の表面に記載）

ビーチパラソル 粗大ごみ 町指定袋（ビニール、布は取り除き燃やすごみの収集日）

ビデオテープ 燃やすごみ 町指定袋

受入不可能

粗大ごみ

ビニールハウス用ビニール

ビデオデッキ

ビールビン ビン類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

中を洗って町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

ビニール風呂敷 燃やすごみ

粗大ごみ 町指定袋

ビニールカッパ 燃やすごみ 町指定袋

専門業者にご相談ください

ビニールホース 燃やすごみ 40cm以下に切断して町指定袋

町指定袋

火鉢 埋立ごみ 町指定袋

肥料

ビールビンのふた

受入不可能 専門業者にご相談ください

ひげそり（Ｔ字金属） 粗大ごみ

- 31 -



- 32 -

ひ

ふ

品       名 分類、その他 出       し       方

ファクシミリ（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

ふすま 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

仏壇

服 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

便箋（びんせん）

燃やすごみ 町指定袋

粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

布団たたき

ビン ビン類 はがせるラベルははがして、中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

ビン（ふた取れない、汚れ落ちない） 埋立ごみ 町指定袋

ビンのふた（王冠、金属）

フォーク（木製、プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

ファンヒータ（電気式） 粗大ごみ 町指定袋

布団乾燥機

筆 燃やすごみ

専門業者にご相談ください

ビンのふた（木製、プラスチック製） 燃やすごみ

燃やすごみ 町指定袋

フォーク（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

粗大ごみ 町指定袋

燃やすごみ 町指定袋

ファイル

封筒

町指定袋

布団（ふとん） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み（マットレスと合わせて１日５枚まで）

風鈴（ガラス、せともの製） 埋立ごみ 町指定袋

町指定袋

受入不可能

燃やすごみ 町指定袋

風鈴（金属製） 粗大ごみ 町指定袋



品       名 分類、その他 出       し       方

ふ

プリンター（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

プリンター用インクカートリッジ 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）町のリサイクルステーションへ

古本 資源ごみ（雑誌等）

粗大ごみ そのまま

受入不可能

風呂マット

噴霧機（手動式） 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

紙紐かけ（荷崩れしないように）

風呂敷 燃やすごみ

ブルーレイ（ケース含む） 燃やすごみ 町指定袋

ブルーレイデッキ 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

噴霧機（エンジン付）

フラワースタンド 粗大ごみ そのまま

ブラインド

燃やすごみ 切って町指定袋（切っていないものは折り畳んでエコクリーンセンター東河へ持込み）ブルーシート

粗大ごみ 長さ1.5ｍ以上は、エコクリーンセンター東河へ持込み

粗大ごみ そのまま

ぶら下がり健康器 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

プラスチック容器 燃やすごみ

燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

フライパン 粗大ごみ 町指定袋

町指定袋

フロッピーディスク

風呂ふた 粗大ごみ そのまま

フラワーポット

町指定袋

ブラウス

プランター 粗大ごみ そのまま

燃やすごみ 町指定袋

専門業者にご相談ください
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品       名 分類、その他 出       し       方

へ

ペット小屋 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

ペットボトル（透明） 資源ごみ（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ） 町指定袋（キャップをはずし、洗ってラベルをはがす）

ペットボトル（色つき） 燃やすごみ 町指定袋

ベッド（介護用含む） 持込み

バネと布に分解して、エコクリーンセンター東河に持込み（布団と合わせて１日５枚まで）

ベッド（モーター付き） 受入不可能 専門業者にご相談ください

高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

ペンキカン（３㍑を超えるもの） 粗大ごみ 内側をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

ベッドマット（バネ有） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み（布団と合わせて１日５枚まで）

ベニヤ板 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

ベビーカー

そのまま

町指定袋

ベビーベッド 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

ヘルメット 燃やすごみ 町指定袋

ベビーバス 粗大ごみ

ベビーチェア

ペーパータオル 燃やすごみ 町指定袋

粗大ごみ

ヘルスメーター 粗大ごみ

ヘアブラシ 燃やすごみ 町指定袋

ヘアスプレーカン 空きカン 使い切って町指定袋（穴は開けなくてよい）（中身のあるものは受入不可能）

ヘッドフォンステレオ 粗大ごみ 町指定袋

ペンキカン（３㍑以下のもの） 空きカン 内側をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

ペンキの中身 燃やすごみ 布や紙等に染み込ませて町指定袋

ベッドマット（バネ無） 持込み

そのまま

燃やすごみ 町指定袋（金属は外し、粗大ごみの収集日に）ベルト（衣服用）

高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

便座 粗大ごみ 町指定袋

便器 受入不可能 専門業者にご相談ください

粗大ごみ

エコクリーンセンター東河に持込み

ベンチ 粗大ごみ



品       名 分類、その他 出       し       方

へ

ほ

ホーロー鍋 粗大ごみ 町指定袋

受入不可能 専門業者にご相談ください

ボウリングの球 受入不可能 専門業者にご相談ください

ボウル（台所用 ／ ステンレス製） 粗大ごみ 町指定袋

ポータブルトイレ 粗大ごみ

粗大ごみ 町指定袋

ほうき 燃やすごみ 町指定袋

帽子 燃やすごみ 町指定袋

包装紙 燃やすごみ 町指定袋

ボイラー（家庭用・農業用） 受入不可能 専門業者にご相談ください

ボイラー灯油タンク 受入不可能 専門業者にご相談ください

ボール（運動用） 燃やすごみ 町指定袋

ボールペン 燃やすごみ 町指定袋

包丁研ぎ器 粗大ごみ 町指定袋

弁当の容器（プラスチック） 燃やすごみ 町指定袋

ホイール（自動車用等）

望遠鏡

町指定袋

ホーロー流し台

ペンチ

受入不可能 専門業者にご相談ください

ペン類 燃やすごみ 町指定袋

粗大ごみ 町指定袋

40ｃｍ以下に切断して町指定袋

包丁（刃の部分は危険の無いように） 粗大ごみ 町指定袋（空きカン等に入れて、中身を容器の表面に記載）

ホース（ビニール） 燃やすごみ
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ま

ほ

品       名

ポリタンク（貯水タンクは含まない） 粗大ごみ 内側をきれいにしてそのまま

ポリ袋 燃やすごみ 町指定袋

町指定袋

分類、その他 出       し       方

歩行器（幼児用） 粗大ごみ そのまま

町指定袋

哺乳ビン（プラスチック製） 燃やすごみ

資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

本棚

ホットカーペット 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

ポリ容器 燃やすごみ 町指定袋

保冷剤 燃やすごみ 町指定袋

哺乳ビン（耐熱ガラス） 埋立ごみ

ホットプレート 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

ボディボード 持込み

乾電池

ポット 粗大ごみ 町指定袋

エコクリーンセンター東河に持込み

町指定袋（電池だけでまとめる）

粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

ポンプ（エンジン付き、モーター製） 受入不可能 専門業者にご相談ください

高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

ボタン電池

麻雀牌（マージャンパイ） 燃やすごみ 町指定袋

マイク 粗大ごみ 町指定袋

本

ポンプ（手動式） 種類による

ボンド 燃やすごみ 町指定袋（液状の中身は使い切ってから、固まったものはそのまま）

粗大ごみ

エコクリーンセンター東河に確認して下さい。 ☎０５５７－９５－７１１１

麻雀卓（マージャンタク）



品       名 分類、その他 出       し       方

み

ま 枕（まくら）

マンガ本

燃やすごみ 町指定袋

枕木（まくらぎ） 受入不可能

エコクリーンセンター東河に持込み

間仕切り 粗大ごみ

持込み

まな板 燃やすごみ

ミニカー

ミシン 粗大ごみ 町指定袋 （町指定袋に入らないものは、そのまま）（足踏みミシンは持込み）

エコクリーンセンター東河に持込み

町指定袋

ミキサー（ジューサー） 粗大ごみ 町指定袋

マネキン

町指定袋

資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

マウス（パソコン用） 粗大ごみ 町指定袋

粗大ごみ 町指定袋

町指定袋又は紐でまとめる。高さ1.5ｍ、幅１ｍ、10kgを超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

マッサージチェア（電動式） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み（１日１台まで）

受入不可能 専門業者にご相談ください

マットレス（バネ有） 持込み バネと布に分解して、エコクリーンセンター東河に持込み

窓ガラス 埋立ごみ

窓サッシ 持込み

万年筆 燃やすごみ 町指定袋

マッサージベッド（エステ）

専門業者にご相談ください

マグネット 粗大ごみ 町指定袋

マグネットペン 燃やすごみ 町指定袋

マッサージ機（家庭用） 粗大ごみ 10kg以下はそのまま、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

マットレス（バネ無） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み（布団と合わせて１日５枚まで）
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木片（長さ30ｃｍ以上のもの） 持込み エコクリーンセンター東河に持込み（軽トラ１日２台まで／２ｔトラック１日１台まで）

品       名 分類、その他 出       し       方

み

む

も

ミルクカン（３㍑を超えるもの） 粗大ごみ 内側をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

空きカン

木片（長さ30ｃｍ以内のもの） 粗大ごみ 町指定袋

餅つき器 粗大ごみ 町指定袋 （町指定袋に入らないものは、そのまま）

モップ 粗大ごみ

町指定袋

蒸し器

内側をきれいにして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

麦わら帽子

ミルクカン（３㍑以下のもの）

モーター

虫かご 燃やすごみ

受入不可能 専門業者にご相談ください

粗大ごみ 町指定袋

虫めがね（金属類使用） 粗大ごみ 町指定袋

虫めがね（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

むしろ 粗大ごみ 町指定袋

毛布 燃やすごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、エコクリーンセンター東河に持込み）

そのまま

もの干し竿 粗大ごみ 長さ1.5ｍ以下のもの、超えるものはエコクリーンセンター東河に持込み

燃やすごみ 町指定袋



や

もの干し台（室内用） 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み
も

薬品ビン（塗り薬） 埋立ごみ 町指定袋

薬品ビン（飲み薬） ビン類

品       名 分類、その他 出       し       方

町指定袋

野球バット 粗大ごみ そのまま

野球ボール 燃やすごみ 町指定袋

薬品 受入不可能

燃やすごみ 町指定袋

（燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

無色・茶色・その他に分けて町指定袋

やすり（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

湯たんぽ（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

モバイルバッテリー（携帯用） 乾電池 町指定袋

やかん 粗大ごみ 町指定袋

野球グローブ 燃やすごみ

燃やすごみ又はリサイクル

もの干し台（コンクリ使用） 受入不可能 専門業者にご相談ください

ゆ

専門業者にご相談ください

野菜くず 燃やすごみ 町指定袋（水切りを徹底して下さい。）

やすり（紙製）

浴衣（ゆかた）
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ライター（金属製）

湯沸かし器（台所用） 粗大ごみ 町指定袋

湯飲み茶碗 埋立ごみ 町指定袋

湯たんぽ（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

ら

洋服 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

品       名 分類、その他 出       し       方

町指定袋

ライン引き 粗大ごみ

ラジコン 粗大ごみ 町指定袋（電池は外して乾電池の日に）

使い切って町指定袋

洋酒ビン（ふたは材質ごとに） ビン類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

洋服ダンス 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み

浴槽 受入不可能 専門業者にご相談ください

よ

粗大ごみ 使い切って町指定袋

ライター（使い捨て） 燃やすごみ 使い切って町指定袋

ラケット 粗大ごみ 町指定袋

ラジオ 粗大ごみ 町指定袋

ラジカセ 粗大ごみ

ゆ 湯たんぽ（充電式） 粗大ごみ 町指定袋



ランニングマシーン 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

町指定袋（電池だけでまとめる）

リボン 燃やすごみ 町指定袋

品       名 分類、その他 出       し       方

リモコン 粗大ごみ 町指定袋（電池は外して乾電池の日に）

ルームランナー 持込み エコクリーンセンター東河に持込み

リチウム電池 乾電池

料理くず 燃やすごみ 町指定袋（水切りを徹底して下さい。）

ランチジャー 粗大ごみ 町指定袋

ランドセル 燃やすごみ 町指定袋ら

リュックサック 燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

ルーズリーフ 資源ごみ（雑誌等） 紙紐かけ（荷崩れしないように）

る

り
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品       名 分類、その他 出       し       方

レコード盤 燃やすごみ 町指定袋

レコードプレーヤー（金属製） 粗大ごみ

埋立ごみ 町指定袋

持込み エコクリーンセンター東河に持込み

レンガ 受入不可能

レンジ（電子、ガス）

レンズ

燃やすごみ 町指定袋

レジャーシート 燃やすごみ 町指定袋

町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

レジスター

専門業者にご相談ください

粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

町指定袋燃やすごみローソク

町指定袋粗大ごみロースター（魚焼きグリル）

専門業者にご相談ください受入不可能ローイングマシン（健康器具）

町指定袋燃やすごみ老眼鏡

ロープ 燃やすごみ 40ｃｍ以下に切断して町指定袋

ろ

冷凍庫 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談ください

冷風機 粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

冷却枕（まくら） 燃やすごみ 町指定袋

冷蔵庫 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談ください

れ

レコードプレーヤー（金属製以外） 燃やすごみ 町指定袋

冷水機 受入不可能 専門業者にご相談ください

ローラースケート 粗大ごみ 町指定袋

レジ袋



持込み

ワインビン

空きカン 内側を綺麗にして町指定袋（中身のあるものは受入不可能）

1.5ｍ以下にして、エコクリーンセンター東河に持込み

ワープロ

燃やすごみ 町指定袋

ワックスのカン（３㍑以下のもの）

ビン類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋（ふたは材質ごとに分別）

ワイヤーメッシュ

燃やすごみ又はリサイクル （燃やすごみ）町指定袋／（リサイクル）洗濯・乾燥後、透明な袋に入れて町のﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝへ

ワイヤー 持込み 針金等でしばって束にし、エコクリーンセンター東河に持込み

品       名 分類、その他 出       し       方

わ
粗大ごみ 町指定袋（町指定袋に入らないものは、そのまま）

ワイシャツ

ワゴン 粗大ごみ そのまま

綿

割れたビン ビン類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

ろ
ロッカー 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超えるものはｴｺｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ東河に持込み
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（１） 可燃ごみ等、袋を用いる持込みの場合、中身が見えるよう透明又は半透明の袋を使用してください。
　　　 （町指定袋を使用していただく必要はありません。）
（２） 持込みにはごみ処理料金をいただきます。
　　　 ごみの総重量が20kgまでは100円、以降10kg増量するごとに70円加算されます。
（３） 係員の誘導・指示に従って、ごみの荷下ろしをお願いします。
（４） ごみの荷下ろしは持ち込んだ方自身でお願いします。
（５） エコクリーンセンター東河にごみを持込む場合は、ごみの種類別に分別して持込んでください。
　　　 ※ 分別されていない・分別不十分な場合は、一度持ち帰って再分別していただきます。
（６） 大量の廃棄物（本人が５分程度で荷下ろしできない量）の持込みはできませんので、数回に分けてください。
（７） エコクリーンセンター東河で処分できないもの（次頁参照）は、お持ち帰りいただきます。
（８） 切断機を要するごみ（一部粗大ごみ・樹木・木材等）の持込みについて
　 　① 持込み量の制限
　　  　一部粗大ごみ、樹木、刈草、木材等のごみは切断機を使用しなければ処理できないため、１日の持込み量を
　　　　制限させていただきます。
　　　　➡ １日に１個人・１業者につき普通トラック（２ｔ以下）１台、又は軽トラック２台に平積みできる量まで。
　　　　　 ※ 軽トラックにコンパネ等を使って平積み以上の量を持ち込んだ場合、普通トラック１台分と扱います。
　　　　　 ただし、既に細かくしたもの（縦10cm×横30cm以下で切断し、袋に入れたもの等）については切断機を要し
　　　　　 ないため、上記の持ち込み量制限の対象外とします。
　　　　また、ふとん（マットレス含む）及び畳については、上記の持込み量制限に加えて、合わせて１日５枚までと
　　　　させていただきます。
　　 ② 持込みの規格条件
　　　　・粗大ごみ ───────── 長さ1.8ｍ、幅1.5ｍ、高さ1.5ｍ以内
　　　　・樹木系 ────────── 長さ1.8ｍ、太さ10cm以内
　　　　・木材、角材、コンパネ等 ── 長さ1.8ｍ、幅1.0ｍ以内 ※建築廃材は受入できません。
　　　　・トタン板 ───────── 長さ1.8ｍ、幅1.0ｍ以内
　　 ③ その他注意事項
　　　　ごみ処理や施設保護のため、係員より持込みごみについて指示を出させていただく場合があります。
　　　　何卒ご協力をお願い致します。

○ その他ご不明な点等ございましたら、エコクリーンセンター東河までお問合せください。
　 ☎0557（95）7111

エコクリーンセンター東河に関する持込みごみの注意点



種別

家
具
・
家
電
等

モニター

農
業
関
連

農機具

耕運機

脱穀機

稲刈機

消毒用ポンプ

ビニールハウス用ビニール

マルチフィルム

農薬

オイルヒーター

水銀温度計

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
等

　
対
象

エアコン 自
動
車
関
連

自動車部品 建
築
関
連

建築廃材 そ
の
他

種別 品        名 種別 品        名 種別

ドラムカン

テレビ オートバイ部品 フェルト（ルーフィング） 根株

品        名 品        名

冷蔵庫（冷凍庫） エンジンオイル

耐火金庫 注射器

パソコン 石膏ボード 灰

土・砂・石 中身の入ったビン・カン

瓦 動物の死骸

ガスボンベピアノ 医
療
関
連

医療廃棄物 便器・洗面台（陶磁器） 危
険
物

浴槽 火薬

食用油（液状のもの）

衣類乾燥機

薬品 ソーラーシステム

塩ビパイプ

神棚・仏壇等 ペンキ（液状のもの）

ローイングマシン（健康器具） 水銀体温計

タイヤ セメント・モルタル 枕木（まくらぎ）

漁網

フロート（ブイ、浮子）

化繊ロープ

包装資材

タイル・レンガ

ポンプ（動力製）

モーター

チェーンソー（エンジン式）

発電機

ボイラー

漁
業
関
連

エコクリーンセンター東河にて受入できないもの

コンプレッサー

殺菌剤 シャッター 灯油・石油・ガソリン

除湿器（コンプレッサー付） 水銀血圧計 雨樋（あまどい・あまとよ）

消火器

機
械
器
具

草刈機（エンジン付）

自転車（アシスト付）

芝刈機（エンジン付）

断熱材 臼（うす）

洗濯機 バッテリー コンクリート片 ボウリングの球

廃ワイヤー類

おもり（鉛）

産廃及び上記以外にも受入できないものが

ありますので、詳しくはエコクリーンセンター

東河までお問い合わせください。

☎ ０５５７ （ ９５ ） ７１１１

受入不可とされたものの処理については、

専門業者にお問い合わせください。
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エコクリーンセンター東河　案内図

消防署

エコクリーンセンター東河

至下田

至熱川温泉

伊豆急行線

稲取高校

アニマルキングダム

伊豆みかんワイナリー

135

135

〒413-0411

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3349-1

☎ 0557（95）7111

片

瀬

白

田

伊豆稲取
★エコクリーンセンター東河 持込み受付★

月 火 水 木 金 土 日 ８時１５分～１６時３０分

※土曜日は休館日となります。

また、年末年始は受付可能日時が異なります。

詳しくは毎年１２月に世帯配布される資料を

ご確認ください。
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