
大分類

　第 １ 火曜日

　　大川、北川、奈良本

蛍 光 管 　第 ２ 火曜日

埋立ごみ 　　熱川、片瀬、湯ヶ岡、
　　白田浜、唐沢
　第 ３ 火曜日
　　入谷、水下、
　　田町(唐沢除く）、
　　西町(どんつく通り含む)、
　　東町
　第 ４ 火曜日

空きかん 　　田町・西町・東町の大通り、

　　稲取地区の国道135号線
　　沿い

※第５火曜日は収集しません

乾 電 池
廃食用油

※　ごみは、朝８時までに　指定の方法で指定の場所に出し、夜間のごみ出し・ごみの後出しは絶対にやめて下さい。

収集については、　住民福祉課　 地域係　９５－６２０３
持込みについては、エコクリーンセンター東河　９５－７１１１

平成２９年 ３月改正

粗大ごみ

小分類（区分ごとにまとめて） 出し方 収集日

町指定袋

新聞紙

３リットル以下のかん

　～　分ければ資源、混ぜればごみ　　ごみの分別に心がけましょう　～
　　　 ※　問合せ先

毎　週　　木　曜　日
幅 １．５ｍ、高さ １．０ｍ、
奥行き１ｍ以下、１０㎏以下

町指定袋
入らない物はそのまま

３リットルを超えるかん等 町指定袋

植物油のみ ペットボトルに入れふたをする

毎　　　月
地区ごと

火　曜　日

毎　　　週

水　曜　日

※　雨 天 中 止

白色トレイ 町指定袋

中を洗って、町指定袋

紙ひもかけ

雑誌 他(ダイレクトメール・折込チラシ等) 紙ひもかけ

茶色びん

その他の色びん

蛍光管（灯）

電池だけでまとめる

陶磁器・化粧品びん・コップ等

ペットボトル（無色のみ）
町指定袋　キャップ、
ラベルは燃やすごみ

び ん 類

紙パック

色ごとに 町指定袋

ふたを取り、中を洗う

ダンボール 紙ひもかけ

紙ひもかけ

資源ごみ

無色びん

町指定袋

毎　　　週

火　曜　日
町指定袋

東 伊 豆 町  ご み の 分 別 ・ 出 し 方 辞 典　（保存版）

燃やすごみ 生ごみ(よく水切りをする)　・紙類 ・
プラスチック類 ・ 発泡スチロール

町指定袋
毎　　　週

月・水・金曜日 粗大ごみ・乾電池・廃食用油
毎 月 地 区 ご と の 収 集 日



　　東伊豆町ごみ出しの掟１０ヵ条
１　生ごみは、よく水を切って、町指定袋に入れて出すべし。

２　燃やすごみの町指定袋には、燃える物だけ入れて出すべし。（空き缶など金属類は絶対に入れない事！）

３　びん・かんは、町指定袋に入れて出すべし。（袋を二重三重にしない事！）

４　びんは、中身を捨てて洗ってフタをはずして出すべし。

５　びんは、色の分別を守って出すべし。

６　空きかんは、中身を捨て、洗って出すべし。（空き缶を灰皿代わりにしない事！）

７　フタつきの空き缶は、フタをはずして出すべし。

８　スプレー缶は、必ず使い切って出すべし。

９　傘は、骨と布に分けて出すべし。

10　びん・かん・古紙・ペットボトルは、ごみではなく資源物と心得るべし。

　　ご存知でしたか
１　乾電池回収ボックス設置 　城東地区各公民館、マックスバリュ稲取店に設置してあります。

２　資源ごみ（牛乳パック）回収事業 　牛乳パック３０枚とトイレットペーパー１個を交換しています。

　交換場所：役場本庁住民福祉課（稲取）・町立図書館（奈良本）

３　家庭用生ごみ処理機購入費補助金 　町内の販売店で生ごみ処理機を購入する際、予算の範囲内で

　※購入前にご相談してください。予算の範囲内となります。

４　古着等回収ボックス設置 　役場本庁舎１階に回収ボックスを設置しました。

　町内の一般家庭で、不用になった衣類等を、洗濯、乾燥後、

　町指定袋に入れて回収ボックスへ。

　　町からのお願い
ごみ集積所は、使う皆さんで管理し、清潔に保ちましょう。
自分のごみに責任を持ち、「収集できません」の紙が貼られたごみは、出した人が持ち帰ってください。
家電リサイクル対象品、建築廃材、産業廃棄物、危険物等は収集・持込みともにできません。
引越しや片付け等で、多くのごみを処分するときは、エコクリンセンター東河へ直接持込んでください。

　１世帯１基まで購入費の１／３、 ２万円を限度額とし補助します。

　　（牛乳パック３０枚を、洗って・広げて・乾かしてから
　　紙ひもを十文字にかけてお持ち下さい。）



分類、その他 出　　　し　　　方

あ 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直接持込み

アルミ缶（食品、飲料） 空き缶 洗って、町指定袋（ボトルキャップは外し粗大ごみに）

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

空き缶（３リットル以下の物） 空き缶 洗って、町指定袋（ボトルキャップは外し粗大ごみに）

空き缶（３リットルを超える物） 粗大ごみ 洗って、町指定袋

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

空きびん（ふたの取れないもの） 埋立ごみ 町指定袋

足拭きマット（金属） 粗大ごみ そのまま

アタッシュケース 粗大ごみ そのまま

雨具（カッパ） 燃やすごみ 町指定袋

網戸 粗大ごみ 幅1.5ｍ・高さ1ｍ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河へ直接持込み

アルミサッシ 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

安全カミソリ（Ｔ字） 粗大ごみ 空き缶等（容器）に入れ、中身を容器の表面に記載し町指定袋にて

椅子 粗大ごみ そのまま

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

一升びん（ふたは材質ごとに） びん類 洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋にて

一斗缶 粗大ごみ 内側をきれいにして、町指定袋にて

衣類 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

板きれ（長い物） 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

板きれ（小さい物） 燃やすごみ 町指定袋

品　　　名

い
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品　　　名 分類、その他 出　　　し　　　方

医療廃棄物 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

飲料容器（びん） びん類 洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋にて

飲料容器（缶） 空き缶 洗って、町指定袋にて

インクカートリッジ 燃やすごみ 町指定袋（できるだけ取扱店の回収ボックスへ）

衣類乾燥機 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ｳｲﾝﾄﾞﾌｧﾝ(ｴｱｺﾝを除く) 粗大ごみ 幅1.5m、高さ1ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ウォシュレット（洗浄便座） 粗大ごみ 町指定袋

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。太さ（直径10cm）、長さ1.5m以下のもの

植木鉢 埋立ごみ 町指定袋

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

うす（餅つき用等） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

羽毛布団 持込み エコクリーンセンター東河に持込み。１日５枚まで

腕時計 粗大ごみ 町指定袋

エアコン（家電リサイクル法） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談下さい。

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

液晶テレビ（家電リサイクル法） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談下さい。（分解不可）

絵本 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

ＭＤラジカセ 粗大ごみ 町指定袋

ＭＤ（ケース含む） 燃やすごみ 町指定袋

延長コード 粗大ごみ 町指定袋

煙突（金属類） 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

煙突（金属類以外） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。
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分類、その他 出　　　し　　　方

ＬＰガスボンベ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

エレクトーン 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

エンジンオイル（容器缶含む） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ＬＥＤ照明器具 粗大ごみ 町指定袋

鉛筆 燃やすごみ 町指定袋

塩ビパイプ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

絵の具 燃やすごみ 町指定袋

オイルヒーター 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

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 町指定袋

オーブントースター 粗大ごみ 町指定袋

オルガン 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

お玉（金属） 粗大ごみ 町指定袋

落ち葉 燃やすごみ 町指定袋

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

オートバイ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

おまる（プラスチック） 粗大ごみ 町指定袋

オムツ 燃やすごみ 汚物を取り除き　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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

温度計 種類による 種類により分別が異なるため、エコクリーンセンター東河に確認

応接セット 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

貝殻 燃やすごみ 町指定袋

カイロ（使い捨て） 燃やすごみ 町指定袋

街灯 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

お

品　　　名
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分類、その他 出　　　し　　　方

懐中電灯 粗大ごみ 町指定袋（電池ははずし、乾電池の日に収集）（素材が、プラスチックの場合は、燃えるごみの日に収集）

鏡 埋立ごみ 町指定袋

学習机 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

額縁 粗大ごみ 町指定袋（ガラスは、埋立ごみへ）（ふちは、材質により変わります。）

傘 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）

傘立て 粗大ごみ 町指定袋

菓子缶（３リットル以下の缶） 空き缶 町指定袋（中身を空に、ふたをあけたまま）

菓子缶（３リットルを超える缶） 粗大ごみ 町指定袋（中身を空に、ふたをあけたまま）

ガスカートリッジ 空き缶 町指定袋（必ず使いきる）

ガスストーブ 粗大ごみ そのまま

ガステーブル（コンロ） 粗大ごみ そのまま

ガス台（家具） 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ガスボンベ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

カセットテープ 燃やすごみ 町指定袋

カーテン 燃やすごみ 金具を取り、町指定袋

カーペット 粗大ごみ 長さ1.5m、10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

紙おむつ 燃やすごみ 汚物を取り除き、町指定袋

カタログ類 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

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

カーテンレール 粗大ごみ 針金等で束ねて

金網 粗大ごみ 針金等で束ねて

金たわし 粗大ごみ 町指定袋

金づち 粗大ごみ 町指定袋

か
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分類、その他 出　　　し　　　方

花びん 埋立ごみ 町指定袋

鎌 粗大ごみ 町指定袋

釜 粗大ごみ 町指定袋

紙くず 燃やすごみ 町指定袋

加湿器 粗大ごみ 町指定袋

加湿器（多機能でコンプレッサー付） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

紙コップ 燃やすごみ 町指定袋

カミソリの刃 粗大ごみ 空き缶等（容器）に入れ、中身を容器の表面に記載し指定袋にて

神棚 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

神（仏）等関係器具類 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

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

紙箱 燃やすごみ 町指定袋

紙袋 燃やすごみ 町指定袋

紙容器（紙パックを除く） 燃やすごみ 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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ガラスくず 埋立ごみ 町指定袋

ガラス戸 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

カレンダー 燃やすごみ 町指定袋（金物は、外して粗大ごみ）

革衣類 燃やすごみ 町指定袋又は、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

革靴 燃やすごみ 町指定袋又は、靴類をまとめて町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

かわら（瓦） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

換気扇（家庭用） 粗大ごみ 10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

か
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分類、その他 出　　　し　　　方

缶切り 粗大ごみ 町指定袋

乾燥機（衣類）（家電リサイクル法） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談下さい。（分解不可）

乾燥機（食器） 粗大ごみ 10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

乾燥剤 燃やすごみ 町指定袋

乾電池 乾電池 町指定袋（電池だけでまとめる）

缶詰缶 空き缶 町指定袋（内側をきれいにして）（中身のあるものは不可）

看板（業務用） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

玩具（金属含むもの） 粗大ごみ 町指定袋

玩具（金属含まないもの） 燃やすごみ 町指定袋

木くず 持込み 事前にエコクリーンセンター東河に連絡、寸法等確認後直接持込み

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

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

キーボード（パソコン用） 粗大ごみ 町指定袋

木づち 燃やすごみ 町指定袋

キッチンペーパー 燃やすごみ 町指定袋

キーホルダー 粗大ごみ 町指定袋

脚立 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

急須（瀬戸物） 埋立ごみ 町指定袋

急須（金属類） 粗大ごみ 町指定袋

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

教科書 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

鏡台 埋立ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

金庫（耐火金庫） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

金庫（手下げ金庫） 粗大ごみ 町指定袋

品　　　名

き

か

－6－



分類、その他 出　　　し　　　方

釘 粗大ごみ 空き缶等（容器）に入れ、中身を容器の表面に記載し指定袋にて

草花 燃やすごみ 町指定袋

草刈鎌 粗大ごみ 町指定袋

草刈機（エンジン） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

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

草刈機の刃 粗大ごみ 町指定袋

くさり（鎖） 粗大ごみ 町指定袋

くし（櫛） 燃やすごみ 町指定袋

薬（飲み薬）（張り薬） 燃やすごみ 町指定袋

靴 燃やすごみ 町指定袋又は、（洗濯・乾燥後）靴類をまとめて町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

靴下 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

クッション 燃やすごみ 町指定袋

空気清浄器 粗大ごみ 町指定袋

クーラー（家電リサイクル法） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談下さい。（分解不可）

クーラーボックス 粗大ごみ 町指定袋

クリスタルガラス 埋立ごみ 町指定袋

クリスマスツリー 粗大ごみ 町指定袋

車椅子 粗大ごみ 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直接持込み

毛糸 燃やすごみ 町指定袋

化粧品びん 埋立ごみ 町指定袋

化粧品（中身の古い液体、クリーム） 燃やすごみ 町指定袋（布、紙等にしみこませてから）

下駄 燃やすごみ 町指定袋

け
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分類、その他 出　　　し　　　方

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ゲーム機（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

血圧計（水銀の使用有り） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

血圧計（水銀の使用無し） 粗大ごみ 町指定袋

玄関マット（金属類） 粗大ごみ 町指定袋か紐等で束ねて

剣山 粗大ごみ 町指定袋

建築廃材 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

携帯電話 粗大ごみ 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。）

耕運機 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ゴザ 粗大ごみ 紐等で束ねて

コタツ 粗大ごみ そのまま

コタツ布団 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

コップ(ガラス製） 埋立ごみ 町指定袋

骨壷 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

琴 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

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 粗大ごみ 町指定袋

粉ミルクの缶 空き缶 町指定袋（内側をきれいにして）（中身のあるものは不可）

コピー機（家庭用小型機） 粗大ごみ 町指定袋

コーヒーメーカー 粗大ごみ 町指定袋

ゴム製品 燃やすごみ 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

ゴルフクラブ 粗大ごみ そのまま　多数の場合は紐等で束ねる

品　　　名
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分類、その他 出　　　し　　　方

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

コンクリート片 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

鯉のぼり 燃やすごみ 町指定袋　但し、金具は取外し粗大ごみの日に

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直接持込み 

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

座いす 粗大ごみ そのまま

財布 燃やすごみ 町指定袋

作業服 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

酒びん びん類 栓を取り中を洗い、色分けして町指定袋

座卓 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

殺菌剤 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

雑誌 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

殺虫剤 缶 空き缶 中身を使いきり、町指定袋（中身のあるものは不可）

サーフボード 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み（材質により持込み不可）  

座布団 燃やすごみ 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直接持込み  

皿（ガラス、せともの製） 埋立ごみ 町指定袋

皿（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

ザル（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

ザル（竹製、プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

サンダル 燃やすごみ 町指定袋又は、汚れを取り除き、靴類をまとめて町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

三輪車 粗大ごみ そのまま

残飯 燃やすごみ 町指定袋

さ
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分類、その他 出　　　し　　　方

磁気カード 燃やすごみ 町指定袋

辞書、辞典 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

下着類 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

七輪 埋立ごみ 町指定袋

シップ薬 燃やすごみ 町指定袋

ＣＤ（ケース含む） 燃やすごみ 町指定袋

ＣＤラジカセ 粗大ごみ 町指定袋

シーツ 燃やすごみ 町指定袋

自転車 粗大ごみ そのまま

自動車部品 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

竹刀 粗大ごみ 町指定袋

芝刈り機（エンジン無し） 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み

芝刈り機（エンジン付及び電動） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

しゃもじ 燃やすごみ 町指定袋

ジャケット（衣類） 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

写真 燃やすごみ 町指定袋

シャープペンシル 燃やすごみ 町指定袋

週刊誌 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

ジューサー（ミキサー） 粗大ごみ 町指定袋

シャワー（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

シート（車） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

シャッター 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ジュース缶 空き缶 町指定袋　（中を洗って）（中身のあるものは不可）

じゅうたん 粗大ごみ 長さ1.5m、10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

品　　　名
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分類、その他 出　　　し　　　方

収納ケース 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

瞬間湯沸し器 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

定規（不燃性） 粗大ごみ 町指定袋

定規（可燃性） 燃やすごみ 町指定袋

消火器 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

障子 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み  

照明器具 粗大ごみ 町指定袋（蛍光灯、電球等をはずして）

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

除湿機（コンプレッサー無し） 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み  

除湿機（コンプレッサー付） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

除湿機（フロンガスを使用したもの） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

除湿剤 燃やすごみ 町指定袋

食用油 燃やすごみ 町指定袋（布、紙等にしみ込ませてから）

食用油缶（３リットル以下のもの） 空き缶 町指定袋（内側をきれいにして）（中身のあるものは不可）

食用油缶（３リットル超えるのもの） 粗大ごみ 町指定袋（内側をきれいにして）（中身のあるものは不可）

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

食器洗い乾燥機 粗大ごみ 10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

食品トレイ（白） 資源ごみ（分類：白色トレイ） 町指定袋

食品トレイ（白以外） 燃やすごみ 町指定袋

寝具類（ベッド） 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み  

ジーンズ 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

蛇口（水道用） 粗大ごみ 町指定袋

新聞紙 資源ごみ（分類：新聞紙のみ） 紙紐かけで、荷崩れしないように

品　　　名
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分類、その他 出　　　し　　　方

新聞折込広告（ちらし等） 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

消毒用ポンプ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

水槽（ガラス製） 埋立ごみ 町指定袋（町指定袋に入らない物は、エコクリーンセンター東河に直接持込み）

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物は、エコクリーンセンター東河に直接持込み）

水中ポンプ（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

水筒 粗大ごみ 町指定袋

炊飯器 粗大ごみ 町指定袋（入らないものは、そのまま）

スカート 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

姿見（鏡） 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み  

スキー板 粗大ごみ 紐等で束ねて

スキーウェア 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

スキーストック 粗大ごみ 紐等で束ねて

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

すずり 埋立ごみ 町指定袋

スチール缶（３リットル以下） 空き缶 中を洗って町指定袋（中身のあるものは不可）

スチール机（家庭用） 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、高さ1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

スーツ（背広） 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

スーツケース 粗大ごみ そのまま

ステレオ 粗大ごみ そのまま

ストッキング 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

ストーブ 粗大ごみ 燃料は抜き取って、そのまま

ストーブ（電気） 粗大ごみ 町指定袋　入らない物は、そのまま

すのこ 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

品　　　名
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分類、その他 出　　　し　　　方

スパナ 粗大ごみ 町指定袋

スピーカー 粗大ごみ 小物は町指定袋にて、大物はそのまま

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

スプレー缶 空き缶 使い切って、町指定袋（プラスチックぶたは燃やすごみ）

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

スポンジ 燃やすごみ 町指定袋

ズボンプレッサー　 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

スリッパ 燃やすごみ 町指定袋

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

生花 燃やすごみ 町指定袋

石油ストーブ 粗大ごみ 燃料は抜き取って、そのまま

石油ファンヒータ 粗大ごみ 燃料は抜き取って、そのまま

セーター 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

石膏ボード 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

せともの類 埋立ごみ 町指定袋

背広（スーツ） 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

洗剤容器 燃やすごみ 町指定袋

洗濯機（家電リサイクル法） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談下さい。（解体不可）

洗濯ばさみ（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

洗濯ばさみ（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

栓抜き 粗大ごみ 町指定袋

扇風機 粗大ごみ 町指定袋　入らない物は、そのまま

精米機 粗大ごみ 町指定袋　入らない物は、そのまま

す
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分類、その他 出　　　し　　　方

洗面器（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

洗面器（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

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） 粗大ごみ 町指定袋

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 町指定袋

ソファー 粗大ごみ 幅1.5m、高さ1ｍ、奥行き1ｍ、10ｋｇ以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み 

ソーラーシステム 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

そり（子供玩具） 粗大ごみ そのまま

ダイレクトメール 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

体温計（水銀） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

体温計（電池式） 粗大ごみ 町指定袋（電池は、外して粗大ごみ）

体重計 粗大ごみ 町指定袋

タイヤ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

タイヤチェーン 粗大ごみ 町指定袋

耐火レンガ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ダウンベスト等 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

タオル 燃やすごみ 町指定袋

卓上コンロ 粗大ごみ 町指定袋

竹ほうき 粗大ごみ そのまま

畳（１日５枚まで） 持込み エコクリーンセンター東河にて、確認後直接持込み

たばこの吸殻 燃やすごみ 町指定袋

そ
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分類、その他 出　　　し　　　方

たまごの殻 燃やすごみ 町指定袋

たまごのパック 燃やすごみ 町指定袋

樽（木製、金属、プラスチック製） 粗大ごみ そのまま

たわし（可燃性） 燃やすごみ 町指定袋

たわし（不燃性） 粗大ごみ 町指定袋

単行本 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

タンス 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ダンボール 資源ごみ（分類：ダンボール） 紙紐かけで、荷崩れしないように

耐熱ガラス 埋立ごみ 町指定袋

チャイルドシート 粗大ごみ 10kg以下はそのまま　超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

茶がら 燃やすごみ 町指定袋（水切りを徹底して下さい。）

茶筒缶 空き缶 町指定袋

茶碗（木製、プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

茶碗（磁器製） 埋立ごみ 町指定袋

チューナー 粗大ごみ 町指定袋

注射器等医療廃棄物 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

調味料（期限切れ等の中身） 燃やすごみ 町指定袋（布、紙等にしみ込ませてから）

調味料の缶 空き缶 中を洗て町指定袋（３リットル缶以下のもの）

調味料のびん びん類 栓を取り中を洗い、色分けして町指定袋

調味料容器（紙、プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

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

ちり紙 燃やすごみ 町指定袋

チェーン 粗大ごみ 町指定袋

つ 使い捨てカイロ 燃やすごみ 町指定袋

ち

た
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分類、その他 出　　　し　　　方

使い捨てライター 燃やすごみ 町指定袋（ガスを使い切って）

机 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

土 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

つぼ 埋立ごみ 町指定袋

積み木 燃やすごみ 町指定袋

つめ切り 粗大ごみ 町指定袋

釣り糸 燃やすごみ 町指定袋

釣竿 粗大ごみ 町指定袋

Ｔシャツ 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着回収ボックスへ

手さげ袋 燃やすごみ 町指定袋

鉄アレイ 粗大ごみ 町指定袋

鉄パイプ 粗大ごみ 長さ1.5m、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

鉄板 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

鉄棒（運動用具） 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

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　入らない物は、そのまま

テニスﾎﾞｰﾙ 燃やすごみ 町指定袋

テニスラケット 粗大ごみ 町指定袋

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

テーブルクロス 燃やすごみ 町指定袋

手袋 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

テープレコーダー 粗大ごみ 町指定袋

テレビ（家電リサイクル法） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談下さい。（分解不可）

テレビアンテナ 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

つ
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分類、その他 出　　　し　　　方

テレビ台 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

テレフォンカード 燃やすごみ 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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

テント（家庭用） 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

電気ストーブ 粗大ごみ 町指定袋　入らない物は、そのまま

電気アンカ 粗大ごみ 町指定袋

電気カーペット 粗大ごみ 町指定袋　入らない物は、そのまま

電気釜 粗大ごみ 町指定袋

電気こたつ 粗大ごみ 長さ1.5m、幅1ｍ、高さ１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

電気コード、ケーブル（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

電気ドライヤー 粗大ごみ 町指定袋

電気アイロン 粗大ごみ 町指定袋

電気スタンド 粗大ごみ 町指定袋

電気ポット 粗大ごみ 町指定袋

電気毛布 粗大ごみ 町指定袋　入らない物は、そのまま

電球 埋立ごみ 町指定袋

電子オルガン 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み  

電子レンジ 粗大ごみ 町指定袋　入らない物は、そのまま

電卓 粗大ごみ 町指定袋

電池 乾電池 町指定袋（電池だけでまとめる）

電動のこぎり（手持ちタイプ） 粗大ごみ 町指定袋（入らない物は、業務用とみなし受入不可能）

電動のこぎり（業務用） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

電気かんな（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋（入らない物は、業務用とみなし受入不可能）

電気かんな（業務用） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。
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分類、その他 出　　　し　　　方

電話機 粗大ごみ 町指定袋　入らない物は、そのまま

電気カミソリ 粗大ごみ 町指定袋　

ドア 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ドアノブ 粗大ごみ 町指定袋

といし 埋立ごみ 町指定袋

トイレカバー 燃やすごみ 町指定袋

時計 埋立ごみ 町指定袋

塔婆 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

土砂 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

トースター 粗大ごみ 町指定袋

トタン板 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み  

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

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

ドラム缶 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

塗料缶（家庭用）３㍑缶以下のもの 空き缶 中をきれいにして町指定袋　中身のあるものは不可

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

トレイ（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

トレイ（木製、プラッチック製） 燃やすごみ 町指定袋

トレイ（白色、着色無し） 資源ごみ（分類：白色トレイ） 町指定袋

トロフィー 粗大ごみ 町指定袋

トンカチ 粗大ごみ 町指定袋

な ナイフ類 粗大ごみ 町指定袋（空き缶等に入れて、中身を容器の表面に記載。刃物の部分は、危険がないように。）

と
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分類、その他 出　　　し　　　方

長靴 燃やすごみ 町指定袋

流し台 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

鍋 粗大ごみ 町指定袋

生ごみ 燃やすごみ 町指定袋（水切りを徹底して下さい。）

ニッカド電池 乾電池 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 町指定袋

ぬいぐるみ 燃やすごみ 町指定袋

縫い針 粗大ごみ 町指定袋（空き缶等に入れて、中身を容器の表面に記載）

布きれ 燃やすごみ 町指定袋

根株 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ネガフィルム 燃やすごみ 町指定袋

ネクタイ 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

ネコの砂 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ネジ 粗大ごみ 町指定袋（空き缶等に入れて、中身を記載）

寝袋 燃やすごみ 町指定袋

粘土（工作用） 埋立ごみ 町指定袋

農機具 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

農薬 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

のこぎり（手引き） 粗大ごみ 町指定袋

のこぎり（電動手持ちタイプ） 粗大ごみ 町指定袋（入らない物は、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 専門業者にご相談下さい。

ノート 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

海苔缶（３㍑缶以下のもの） 空き缶 中をきれいにして町指定袋　中身のあるものは不可

海苔びん（ふたは材質ごとに） びん類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋
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分類、その他 出　　　し　　　方

の 海苔容器（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

灰 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

灰皿（瀬戸物、ガラス） 埋立ごみ 町指定袋

灰皿（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

パイプハンガー（プラスチック） 燃やすごみ 町指定袋

パイプハンガー（金属類） 粗大ごみ 町指定袋

パイプベッド 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み  

バイク 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

バインダー（文具） 燃やすごみ 町指定袋（金具は外し、粗大ごみの収集日に）

はかり 粗大ごみ 町指定袋

はがき 燃やすごみ 町指定袋

白色トレイ 資源ごみ（分類：白色トレイ） 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） 燃やすごみ 町指定袋

はさみ類 粗大ごみ 町指定袋

はし（箸） 燃やすごみ 町指定袋

パソコン（資源有効利用促進法） 受入不可能 パソコンリサイクル対象物につき、専門業者にご相談下さい。（解体不可）

パソコンラック 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

はち（鉢） 埋立ごみ 町指定袋

発電機 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

発泡スチロール 燃やすごみ 町指定袋

バッグ 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

バッテリー 受入不可能 専門業者にご相談下さい。
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分類、その他 出　　　し　　　方

バット（運動用） 粗大ごみ 町指定袋

バルサン等（使用済み） 粗大ごみ 町指定袋（中身は必ず使い切ってください。）（中身があるものは受入不可）

鼻紙 燃やすごみ 町指定袋

歯ブラシ 燃やすごみ 町指定袋

歯磨き粉チューブ 燃やすごみ 町指定袋

はり（針） 粗大ごみ 町指定袋（空き缶等に入れて、中身を容器の表面に記載）

針金 粗大ごみ 町指定袋

針金ハンガー 粗大ごみ 町指定袋

ハンガー（木、プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

パンフレット 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

パン焼き器（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

花火 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 職員に説明して下さい。  

ピアノ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ビタミン飲料の缶 空き缶 中を洗って町指定袋　中身のあるものは不可

ビタミン飲料のびん びん類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

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）

ビーチマット 燃やすごみ 町指定袋

ビール缶 空き缶 中を洗って町指定袋　中身のあるものは不可

ビールケース 粗大ごみ そのまま

ビールびん（ふたは粗大ごみの日に） びん類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋

ひげそり（Ｔ字金属） 粗大ごみ 町指定袋（空き缶等に入れて、中身を容器の表面に記載）

ひげそり（Ｔ字金属以外） 粗大ごみ 町指定袋（刃を取り外して）

ひげそり（電動） 粗大ごみ 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
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分類、その他 出　　　し　　　方

ビデオカメラ 粗大ごみ 町指定袋

ビデオテープ 燃やすごみ 町指定袋

ビデオデッキ 粗大ごみ 町指定袋

ビニールカッパ 燃やすごみ 町指定袋

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

ビニールトタン 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

ビニールハウスのビニール 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ビニールホース 燃やすごみ 町指定袋（４０ｃｍ以下に切断）

ビニール風呂敷 燃やすごみ 町指定袋

びん びん類 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

びん（ふた取れない、汚れ落ちない） 埋立ごみ 町指定袋

びんのふた（王冠、金属） 粗大ごみ 町指定袋

びんのふた（可燃性） 燃やすごみ 町指定袋

肥料 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

火鉢 埋立ごみ 町指定袋

便せん 燃やすごみ 町指定袋

ファイル 燃やすごみ 町指定袋

ファクシミリ（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

ファミコン（ゲーム機） 粗大ごみ 町指定袋

ファンヒータ（電気式） 粗大ごみ 町指定袋

封筒 燃やすごみ 町指定袋

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　入らない物は、そのまま
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風鈴（ガラス、せともの製） 埋立ごみ 町指定袋

風鈴（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

フォーク（金属製） 粗大ごみ 町指定袋

フォーク（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

服 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

ふすま 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

仏壇 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

筆 燃やすごみ 町指定袋

ふとん（１日５枚まで） 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

布団乾燥機 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま

ふとんたたき 燃やすごみ 町指定袋

フライパン 粗大ごみ 町指定袋

ブラインド 粗大ごみ 長さ1.5ｍ以上は、エコクリーンセンター東河へ直接持込み

フラワースタンド 粗大ごみ そのまま

フラワーポット 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直接持込み 

プラスチック容器 燃やすごみ 町指定袋

プランター 粗大ごみ そのまま

ブラウス 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

古本 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

風呂敷 燃やすごみ 町指定袋

フロッピーディスク 燃やすごみ 町指定袋

風呂ふた 粗大ごみ そのまま

風呂マット 粗大ごみ そのまま　
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噴霧機（エンジン付） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

噴霧機（手動式） 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま

プリンター用インクカートリッジ 燃やすごみ 町指定袋（できるだけ取扱店の回収ボックスへ）

プリンター（家庭用） 粗大ごみ 町指定袋

ヘアブラシ 燃やすごみ 町指定袋

ヘアスプレー缶 空き缶 中身を使い切って、町指定袋（中身のあるものは不可）

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ペットボトル 資源ごみ（分類：ペットボトル） 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 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

ベッドマット 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

ヘッドフォンステレオ 粗大ごみ 町指定袋　

ベニヤ板 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

ペーパータオル 燃やすごみ 町指定袋

ベビーカー 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ベビーチェア 粗大ごみ そのまま

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ヘルメット 燃やすごみ 町指定袋

ベルト（衣服用） 燃やすごみ 町指定袋（金属は外し、粗大ごみの収集日に）

ヘルスメーター 粗大ごみ 町指定袋

ペンキ缶（３㍑缶以下のもの） 空き缶 町指定袋（内側をきれいして）（中身のあるものは不可）

ペンキの中身（紙・布にしみこませ） 燃やすごみ 町指定袋（布、紙等にしみこませて）

便座 粗大ごみ 町指定袋

便器 受入不可能 専門業者にご相談下さい。
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ペン類 燃やすごみ 町指定袋

ペンチ 粗大ごみ 町指定袋　

ベンチ 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

弁当の容器（プラスチック） 燃やすごみ 町指定袋

ベビーバス 粗大ごみ そのまま

ボイラー（家庭用・農業用） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ホイール（自動車用等） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

望遠鏡 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

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

包丁研ぎ器 粗大ごみ 町指定袋　

ボウリングの球 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ボウル（台所用ステンレス製） 粗大ごみ 町指定袋　

歩行器（幼児用） 粗大ごみ そのまま

ホース（ビニール） 燃やすごみ 町指定袋（４０cm以下に切断）

ボタン電池 乾電池 町指定袋（電池だけでまとめる）

ホットカーペット 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま

ホットプレート 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま

ポット 粗大ごみ 町指定袋　

哺乳びん（耐熱ガラス） 埋立ごみ 町指定袋　

哺乳びん（プラスチック製） 燃やすごみ 町指定袋

ポリタンク 粗大ごみ そのまま（内側をきれいにして）（中身のあるものは不可）

ほ
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分類、その他 出　　　し　　　方

ポリ袋 燃やすごみ 町指定袋

ポリ容器 燃やすごみ 町指定袋

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

保冷剤 燃やすごみ 町指定袋

ホーロー鍋 粗大ごみ 町指定袋　

本 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

本棚 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ポンプ（エンジン、モーター製） 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ポンプ（手動式） エコクリーンセンター東河に確認して下さい。 ☎０５５７－９５－７１１１ 

ポータブルトイレ 粗大ごみ 町指定袋　

麻雀卓 粗大ごみ 高さ1.5m、幅1ｍ、奥行き１ｍ、10kg以下はそのまま、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

麻雀パイ 燃やすごみ 町指定袋

マイク 粗大ごみ 町指定袋　

マウス（パソコン用） 粗大ごみ 町指定袋　

まくら 燃やすごみ 町指定袋

まくら木 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

マットレス（バネ無し） 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

窓ガラス 埋立ごみ 町指定袋

まな板 燃やすごみ 町指定袋

マンガ本 資源ごみ（分類：雑誌等） 紙紐かけで、荷崩れしないように

ま

ほ
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分類、その他 出　　　し　　　方

ま 万年筆 燃やすごみ 町指定袋

ミキサー 粗大ごみ 町指定袋　

ミシン 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま（足ふみミシンは、持込み）　

ミニカー 粗大ごみ 町指定袋　

ミルク缶（３㍑缶以下のもの） 空き缶 町指定袋（内側をきれいにして）（中身のあるものは不可）

虫かご 燃やすごみ 町指定袋

蒸し器 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） 燃やすごみ 町指定袋

むしろ 粗大ごみ 町指定袋　

麦わら帽子 燃やすごみ 町指定袋

毛布 燃やすごみ 町指定袋　（町指定袋に入らない物は、エコクリーンセンター東河に直接持込み）

木片（長さ30ｃｍ以内の物） 粗大ごみ 町指定袋　（切断できないものは、エコクリーンセンター東河に直接持込み）

モーター 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

餅つき器 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま　

モップ 粗大ごみ そのまま

物干し竿 粗大ごみ 長さ1.5ｍ以下のもの。　超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

物干し台（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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

やかん 粗大ごみ 町指定袋　

野球グローブ 燃やすごみ 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 専門業者にご相談下さい。

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
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分類、その他 出　　　し　　　方

ゆかた 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

湯たんぽ 粗大ごみ 町指定袋　

湯飲み茶碗 埋立ごみ 町指定袋　

湯沸かし器（台所用） 粗大ごみ 町指定袋　

洋酒びん（ふたは材質ごとに） びん類 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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

洋服 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

浴槽 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

ライター（金属製） 粗大ごみ 町指定袋（ガスを使い切って）　

ライター（使い捨て） 燃やすごみ 町指定袋（ガスを使い切って）　

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 町指定袋　

ランドセル 燃やすごみ 町指定袋　

ランチジャー 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直接持込み 

ラジコン（電池外す） 粗大ごみ 町指定袋　

リチウム電池 乾電池 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　

料理くず 燃やすごみ 町指定袋（水切りを徹底して下さい。）　

リモコン（電池外す） 粗大ごみ 町指定袋　

る ルームランナー 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

冷却まくら 燃やすごみ 町指定袋　

冷蔵庫（家電リサイクル法） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談下さい。
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分類、その他 出　　　し　　　方

冷凍庫（家電リサイクル法） 受入不可能 家電リサイクル法対象物につき、専門業者にご相談下さい。

冷水機 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

冷風機 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま　

レコード盤 燃やすごみ 町指定袋　

レコードプレーヤー 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま　

レジ袋 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　

レンジ（電子、ガス） 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま　

レンズ 埋立ごみ 町指定袋　

レンガ 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

レジスター 持込み エコクリーンセンター東河に直接持込み 

ローイングマシン 受入不可能 専門業者にご相談下さい。

老眼鏡 燃やすごみ 町指定袋　

ローソク 燃やすごみ 町指定袋　

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、超える物はエコクリーンセンター東河に直接持込み

ロープ 燃やすごみ 町指定袋（長さ４０cm以下に切断）

ローラースケート 粗大ごみ 町指定袋　

ワイシャツ 燃やすごみ 町指定袋又は、洗濯・乾燥後、町指定袋に入れ町の古着等回収ボックスへ

ワインびん（ふたは材質ごとに） びん類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋にて

ワゴン 粗大ごみ そのまま

綿 燃やすごみ 町指定袋

ワックスの缶（３㍑缶以下のもの） 空き缶 町指定袋（内側をきれいにして）（中身のあるものは不可）

ワープロ 粗大ごみ 町指定袋　入らない物はそのまま　

割れたびん びん類 中を洗って、無色・茶色・その他に分けて町指定袋にて

れ

品　　　名

わ

ろ

－29－



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 

○基本的には、積込み者自身で、荷下ろしをお願いします。 

   ※作業員は、補助程度のサポートになります。 

○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。 

   ※分別されていない場合は、一度持ち帰っていただき、分別してから再度持込んでいただくようになります。 

○大量の廃棄物（５分程度で荷下ろしができる量以上）の持込みはできませんので、数回に分けてお願いします。 

○エコクリーンセンター東河に持込みできないものを持込んだ場合は、お持ち帰りいただきます。 

○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。 

○粗大ごみ・樹木・刈草・木材等の持込みは、下記のとおりお願いします。 

（１）木材・角材・コンパネ等は、直径 10ｃｍ以内、長さ 30ｃｍぐらいに切断すること。 

    ①木材・角材・コンパネ等のトラックでの１回の持込み量は、トラックの荷台に平になるくらいまでとする。 

    ②木材・角材・コンパネ等の持込み台数は、１日に１個人、１業者普通（２ｔ以下）トラック１台までとする。 

     ただし、軽トラックの場合は、２台までとする。 

    ③建築廃材は、受入不可となります。 

（２）ふとんは、１日に５枚までとする。 

（３）畳は、１日に５枚までとする。 

     ただし、30ｃｍ×30ｃｍ以下に切断した場合は、この限りではない。 

（４）樹木（直径 10ｃｍ以内）・刈草等のトラックでの１回の持込み量は、トラックの荷台に平になるくらいまでとする。 

①樹木（直径 10ｃｍ以内）・刈草等の持込み回数は、１日に１個人、１業者普通（２ｔ以下）トラック１台までとする。 

     ただし、軽トラックの場合は、１日に２台までとする。 

（５）粗大ごみのトラックでの１回の持込み量は、トラックの荷台に平になるくらいまでとする。 

①粗大ごみの持込み回数は、１日に１個人、１業者普通（２ｔ以下）トラック１台までとする。 

     ただし、軽トラックの場合は、１日に２台までとする。 

（６）粗大ごみは、長さ 1.8ｍ、幅 1.5ｍ、高さ 1.5ｍ未満のものとする。 

（７）トタン板は、長さ 1.8ｍ、幅 1.0ｍ未満のものとする。 

（８）木材・角材・コンパネ・樹木・刈草・粗大ごみ等の車の持込み台数は、合わせて１日普通（２ｔト以下）トラック１台までとする。 

     ただし、軽トラックの場合は、１日に２台までとする。 

 

○その他不明の点は、エコクリーンセンター東河（東河環境センター）にお問い合わせください。０５５７-９５-７１１１ 



エコクリーンセンター東河にて受入できないもの

種別 品　　　　名 種別 品　　　　名 種別 品　　　　名 種別 品　　　　名

エアコン 自動車部品 建築廃材 ドラム缶

テレビ オートバイ部品 フェルト（ルーフィング） 根株

冷蔵庫 エンジンオイル 断熱材 うす

洗濯機 バッテリー コンクリート片 ボウリングの球

衣類乾燥機 タイヤ セメント・モルタル まくら木

パソコン 石膏ボード 灰

土・砂・石 中身の入った瓶・缶

瓦 動物の死骸

ピアノ 医療廃棄物 便器・洗面台（陶磁器） ガスボンベ

耐火金庫 注射器 浴槽 火薬

ローイングマシン 水銀体温計 塩ビパイプ 消火器

除湿器（コンプレッサー付） 水銀血圧計 雨どい・とよ 食用油（液状のもの）

オイルヒーター 殺菌剤 シャッター 灯油・石油

水銀温度計 薬品 ソーラーシステム

神棚 ペンキ（液状のもの）

仏壇 タイル・レンガ

農機具 草刈機

耕運機 芝刈機（エンジン付）

脱穀機 チェーンソー

稲刈機 発電機

消毒用ポンプ ボイラー

ビニールハウスのビニール ポンプ（動力製）

マルチ モーター

農薬 コンプレッサー 問合せ・連絡先　エコクリーンセンター東河　TEL 0557-95-7111

※産業廃棄物及び上記品目以外にも受入できないものがありますので、詳しくはお電話にてお問い合せください。
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エコクリーンセンター東河　　案内図

〒413-0411 

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3349-1 
TEL  0557-95-7111  FAX  0557-95-1055 

消防署 

エコクリーンセンター東河 
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