
粗大大大ごごごごごみごみごみみごみごみみのの出し方方方粗大ごみの出し方粗大ごみの出し方
令和4・5年度

東金市 大網白里市 九十九里町 山武市(旧成東町)

粗大ごみとは…

戸別収集とは…

大網白里市 山武市(旧成東町)

東金市 九十九里町

納付券

月曜日～金曜日　午前９時～午後４時（ただし、土日・祝日及び下記の年末年始の期間を除く）

※週初めの午前中は電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
※番号を確認し、おかけ間違いにご注意ください。

締　　 切　 　日 ： 収集日当日を含まず平日で３日前（土日、祝日除く）まで。
品目の追加・変更 ： 収集日当日を含まず平日で２日前（土日、祝日除く）まで。
※受付可能な収集日は、直近の収集日とその翌週の収集日の２週分となります。

地域 収集日

大網白里市
九十九里町
山武市（旧成東町）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

山辺
豊海

緑海・鳴浜

瑞穂
片貝

大富・南郷

白里
作田
成東

増穂北 ・ 増穂南
―
―

大網
―
―

申 込 先

受付時間

（０４７５）５０-５３００
（０４７５）５０-５３０１

（1）戸別収集による粗大ごみの出し方

ごみの指定袋に入らない物で、大きさが１８０㎝×１２０㎝×８０㎝以下の物です。
詳しくは、４ページ※２処理できる大きさをご覧ください。※指定袋に入る物は粗大ごみではありません。※段ボール等は収集できません。

家庭から発生した粗大ごみを自宅の前（道路に面した自宅の敷地内）
に出し、それを環境クリーンセンターが回収することです。（有料）
※事業所から発生した粗大ごみは戸別収集できません。

❶東金市外三市町環境クリーンセンターに電話で申込む。

令和４年度　年末：令和４年１２月２８日㈬まで／年始：令和５年１月４日㈬から
令和５年度　年末：令和５年１２月２８日㈭まで／年始：令和６年１月４日㈭から

手順に沿ってお申込みください。

年末年始の受付日

東金 ・ 日吉台東金市 正気 田間 大和・豊成・福岡 嶺南・城西・公平・丘山･源
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●一度に申込める粗大ごみは１０点までとなります。 
●品目に応じて処理手数料が異なります。

●納付券の種類は３００円の１種類のみです。
●収集日、氏名を記入し、粗大ごみに当日貼ってください。
●納付券は、申込み前に購入しないでください。（払い戻し、再発行ができません。）
※手数料改定前の納付券（１５０円、４５０円、６００円券）をお持ちの方は、組み合わせて貼ることが可能です。
　（例：３００円の品物に１５０円券を２枚貼付）
※手数料改定によりお手持ちの納付券が使えない場合は、申込み時にお問合せください。

大きさ…〇最大辺が１メートル未満のもの（１００㎝未満×１００㎝未満×８０㎝以下）
　　　　◎最大辺が１メートル以上のもの（１８０㎝×１２０㎝×８０㎝以下）
【注】衣装箱、たんす、机、下駄箱等の中はカラにしてください。

令和２年
４月１日回収分から適用

納付
券

－２－

●以下の事項をお伝えします。
　お間違えのないように必ずメモを取ってください。
　納付券取扱店は、申込み時に最寄りのお店をご案内します。

❷住所・氏名・品目及びサイズ・排出場所等を伝える。

❸処理手数料納付券を購入する。

収集日 処理手数料 納付券取扱店

品目 手数料 品目 手数料
あ 衣装箱【注】 ３００円 さ 扇風機 ３００円
いす（一人掛け） ３００円 ソファー（１人掛け） ３００円
エレクトーン ６００円 ソファー（２人掛け以上） ６００円

か 傘立て ３００円 た 畳 ３００円
カラーボックス ３００円 たんす（〇最大辺が１メートル未満のもの）【注】 ３００円
ガスオーブン ３００円 たんす（◎最大辺が１メートル以上のもの）【注】 ６００円
脚立 ３００円 チャイルドシート ３００円
鏡台 ６００円 机【注】 ６００円
ギター ３００円 テーブル ３００円
空気清浄機（冷媒ガスを使用していないもの） ３００円 テレビ台 ３００円
健康器具（サイクリングマシーン等） ６００円 電気こたつ（こたつ板を含む） ３００円
下駄箱【注】 ３００円 電気掃除機 ３００円
米びつ ３００円 電子レンジ ３００円
ゴルフセット（バック１個とクラブ１４本まで） ３００円 は パラソル（布をはがす） ３００円

さ サーフボード ３００円 布団 ３００円
サイドボード（〇最大辺が１メートル未満のもの） ３００円 ブラインド（２組で１点） ３００円
サイドボード（◎最大辺が１メートル以上のもの） ６００円 プリンター（家庭用） ３００円
三輪車（幼児用） ３００円 （スプリング）ベッドマット（布をはがしてスプリングのみ回収） ６００円
照明器具 ３００円 ベッド枠（ベッドマットは別料金） ６００円
食器乾燥機 ３００円 ベビーカー ３００円
食器戸棚（〇最大辺が１メートル未満のもの）【注】 ３００円 ま マッサージ機（いす型に限る） ６００円
食器戸棚（◎最大辺が１メートル以上のもの）【注】 ６００円 ミシン（卓上式） ３００円
自転車（電動自転車はバッテリーを取り外す） ３００円 ミシン（卓上式以外） ６００円
じゅうたん類 ３００円 毛布（５枚まで１点） ３００円
除湿器（冷媒ガスを使用していないもの） ３００円 物干し竿（５本まで１点） ３００円
スーツケース（２個まで１点） ３００円 や 遊具（幼児用） ３００円
スキーセット（スキー板とストック） ３００円 湯沸器 ３００円
ステレオセット（カセットデッキ、プレーヤー、アンプ、スピーカー） ３００円 ら リビング用畳（厚さ３㎝以下２枚まで１点） ３００円
ストーブ（電気、ガス、石油（灯油は取り除く）） ３００円 冷風扇（冷媒ガスを使用していないもの） ３００円



※アパート等の共同住宅に住んでいる方は、共同住宅等で指定された場所（１階）に出してください。
※受付していないもの、納付券を貼っていないもの、手数料不足のものは収集できません。

●当日の立会は不要です。
●雨天でも収集します。
※台風、雪等により収集できない場合がありますのでご了承ください。
　（収集できない場合は、事前に環境クリーンセンターから連絡いたします。）

納付券

環境クリーンセンターで処理できない物※1

家電のリサイクル（エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機）

パソコンのリサイクル

－３－

ピアノ、オートバイ、耐火金庫、浴槽、浄化槽、自動車部品、自動販売機、砂、土、石、コンクリート、レンガ、ブ
ロック、タイヤ、石膏ボード、ガスボンベ、「ペンキ缶、オイル缶、シンナー缶」(中身の入っている物)、医療廃棄
物、消火器、廃油、農薬、化学薬品、バッテリー、産業廃棄物、建築廃材(断熱材、タイル、瓦等)、ライター（ガス
が入っている物）、ソーラー温水器、温水給湯器、家電リサイクル品目（エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶
式・プラズマ式の一部）、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の一部）、パソコン、冷媒ガスを使用している
物、布に包れた状態のスプリング入りマットレスなど

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）により対
象となる家電は、家電小売店などで回収し、各メーカー
がリサイクルをしていますので、家電小売店にお問合せ
の上、リサイクルをしてください。なお、組合では粗大ご
みとして収集・受入れ処理いたしません。
※購入したお店、新しいものを購入するお店などに引き取りを依頼し
てください。
※家電をリサイクルする場合は、リサイクル料金と収集運搬料金が必
要となります。
※収集運搬料金は、家電小売店によって異なりますので、お問合せの
上、ご確認ください。

※処理できないごみは、販売業者や工事依頼業者に引き取ってもらうか、専門業者に
依頼してください。
※事業者等による工事・修理等に伴い撤去したものは粗大ごみでは出せませんの
で、必ず業者に引き取ってもらってください。
※一時的に大量に出るごみは、自己搬入（４ページ参照）するか収集運搬許可業者に
お問合わせください。
　なお、収集運搬許可業者については、各市町の環境担当課にお問合せください。
※事業所（事務所・商店・飲食店等）から発生する粗大ごみは戸別収集できません。

ホームページ http://www.pc3r.jp/ 「PCリサイクルマーク」

資源の有効な利用の促進に関する法律により各メーカー等で自主回収・リサイクルを
していますので、各メーカー等にお問合せの上、リサイクルをしてください。
なお、組合では粗大ごみとして収集・受入れ処理いたしません。

平成15年10月1日以降に販売された「PCリサイクルマーク」のあるものは、販売価格にリサイクル料金が含まれているため、基本的
にリサイクル料金はかかりません。ただし、平成15年9月30日以前に販売された「PCリサイクルマーク」のないものについては、リサ
イクル料金がかかります。また、「PCリサイクルマーク」のあるものでも、倒産や事業撤退等の理由で回収するメーカーがない場合は、
一般社団法人パソコン3R推進協会が受付窓口となります。

メーカーがわかっている場合
各メーカーがリサイクルの
受付窓口になります。

回収するメーカーがない場合
一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会がリサイクルの受付窓口になります。

03-5282-7685

九十九里町まちづくり課 （TEL:70-3166）
山武市環境保全課 （TEL:80-1161）

東金市環境保全課 （TEL:50-1170）
大網白里市地域づくり課 （TEL：70-0386）

※メーカーによって料金が異なる場合があります。
エアコン

テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・衣類乾燥機

15型以下
16型以上
15型以下
16型以上
170リットル以下
171リットル以上

990
1,320
2,420
1,870
2,970
3,740
4,730
2,530

円／台～
円／台～
円／台～
円／台～
円／台～
円／台～
円／台～
円／台～

家電の主なリサイクル料金 （令和４年１月現在税込み）

ブラウン管式

液晶・プラズマ式

環境クリーンセンター
一般廃棄物収集運搬車両

❹収集日当日の朝８時までに納付券を貼って出す。

❺収集員が戸別収集を行います。
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自己搬入とは…

処理できる大きさ※2
（規格を超えるものは、下記の大きさにしてください。）

至成田
三ヶ尻バス停

看板

看板

看板

新千葉カントリークラブ

県道東金山田台線
（３０１号）

千葉
東金
道路

スーパー

東金商業高校

至成東

ＧＳ

コンビニ

ＧＳ

歯科医院

神社 千葉学芸高校千葉学芸高校
東中学校

東小学校

コンビニ

コンビニ

薬
局

山田I.Ｃ

東千葉カントリークラブ

県畜産総合研究
センター

至大網

惣菜店

東金高校

市役所東
金
駅

市役所
東金
中学校

豊海県道

片貝県道

126

409 126

128

東
金
駅

東金市外三市町
環境クリーンセンター

八
鶴
湖

雄蛇ヶ池

サ
ン
ピ
ア

サ
ン
ピ
ア

県
道
東
金
源
線

（
１
１
９
号
）

コ
ン
ビ
ニ東金

ダム

東金文化会館

品　目 規　　　　　　格
家具類 高さ180cm×幅120cm×奥行き80cm以下

材木類（丸太・角材）長さ120cm×太さ12cm以下（乾燥している物）
トタン 長さ180cm×幅100cm以下
鉄パイプ 長さ180cm×太さ5cm×肉厚0.3cm以下
塩ビ管 長さ120cm×太さ16.5cm以下
竹 長さ  50cm×太さ12cm以下（枯れている物）

枝・幹　等

長さ  50cm×太さ５cm以下（枯れている物）
「目安は５日以上乾燥したもの」
長さ120cm×太さ５cm超え１２㎝以下（枯れてい
る物）「目安は５日以上乾燥したもの」

草 長さ100cm以下（乾燥している物）
「目安は３日以上乾燥したもの」

アクセス

東金市外三市町環境クリーンセンター
東金市三ヶ尻３４０番地

東金市外三市町清掃組合 ホームページアドレス　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｌｅａｎ-ｔｏｇａｎｅ-ｃｈｉｂａ．ｊｐ

令和4年3月1日現在

自己搬入受付
お問合せ先

業　務　課
廃棄物受付窓口

(0475)55-9141
(0475)55-9575FAX

搬入受付
時　　間

ごみ計量
の 手 順

ごみ処理
手 数 料

搬入車両
の 制 限

搬入できるごみの種類
（家庭系ごみ）
1日に搬入できる量
（空容器に限る）

可燃ごみ、粗大ごみ、金属類、カン、ビン・ガラス類、ペットボトル、
蛍光灯類
①カン、②ビン、③ガラス・陶器類：それぞれ指定袋５袋までの量

※スプリング入りマットレスは布等をはがし、スプリングだけにしてください。
※ホース等長い物は、100ｃｍ位に切ってください。
※傘・パラソルは布やビニールをはがし、骨組みだけにしてください。
※畳は1軒1日あたり16畳までです。（濡れていないもの）
※家電製品のコードは切り離し、１００ｃｍ程度にして束ねてください。

月曜日～金曜日
　　　 午前８時３０分～１１時４０分　午後１時～４時４０分
土曜日 午前８時３０分～１１時４０分
注）土曜日（午後）、日曜日は、お休みとなります。

ごみの計量は、２回計量を行います。
　１回目：ごみを積んだ状態で車両の計量
　２回目：ごみを降ろしてから再度車両の計量

２回目計量後、環境クリーンセンター窓口にて現金でお支払いいただきます。
手数料：（家庭系ごみ）１３０円／１０ｋｇ（消費税別）
※市町の指定袋で搬入しても手数料がかかります。
※１０ｋｇ未満の場合は１０ｋｇとみなし、１３０円（消費税別）を徴収します。

最大積載量２トン車両（全長５m）までに限ります。
※ごみの落下防止対策をお願いします。

当組合に搬入できるごみは、以下の地域で発生したごみに限ります。
東金市・大網白里市・九十九里町・山武市（旧成東町）

（指定袋とは搬入量の目安です。指定袋に入れる必要はありません。）

搬入時の注意事項
❶施設内で分別するとごみを降ろす時間が掛かり渋滞になりますので、事前に分別区分
　毎に分けて降ろしやすい状態にしてから搬入してください。
❷カン、ビン、ペットボトル等の中身の入った物及び処理不適物は搬入できません。
❸場内では各係員の指示に従い、ごみの荷降ろしは自己の責任において自ら行ってください。

お願い
❶粗大ごみ以外のごみは指定された収集日に、集積所へお出しください。
❷紙（新聞紙、雑誌、段ボール等）や衣類は、市町のリサイクル倉庫のご利用をお願いいたします。

ごみ処理
手 数 料

搬入できるごみの種類
（事業系ごみ）

搬入できる物は以下の物のみとなります。
なお、搬入時は以下の点にご注意くださいますようお願いいたします。

可燃ごみ
①書類：綴り紐を外す、金具部分を取り除く。
　本等の厚さは3ｃｍ以下。（施設内での取り外し作業はできません。）
②厨芥類（生ごみ）：水分をよく切ってから搬入すること。
※施設内で書類等の綴り紐、金具部分等の取り外し作業を行うと、ごみを降ろす時間が掛
　かり渋滞になりますので、事前に全て取り外してください。
※古紙（段ボール等）は、リサイクルをお願いいたします。
※ごみの落下防止及び厨芥類から生じる汚水漏れ防止対策をお願いいたします。
ペットボトル：ごみ袋等10袋分の量から搬入できます。（中をカラにして水洗いする。）
※他のものと混載しないで、搬入をお願いいたします。
その他：事務所から発生した事務用の机、事務用の椅子、事務用の本棚等に限ります。
※規格については、右の処理できる大きさ欄をご覧ください。

２回目計量後、環境クリーンセンター窓口にて現金でお支払いいただきます。
手数料：（事業系ごみ）２６１円／１０ｋｇ（消費税別）
※１０ｋｇ未満の場合は１０ｋｇとみなし、２６１円（消費税別）を徴収します。

搬入受付時間、ごみ計量、搬入車両、搬入時の注意事項は家庭系ごみと同様になります。

（2）自己搬入による粗大ごみの出し方
　　　　　　　　　　　　  ご自身のごみを自らで環境クリーンセンターに搬入することです。（有料）
搬入できる大きさの制限（※２）や処理ができない物（３ページ※１）がありますので、電話で搬入物を確認
させていただいております。事前に電話受付をお願いいたします。

令和４年度　
年末：令和４年１２月２８日（水）まで／年始：令和５年１月７日（土）から

令和５年度　
年末：令和５年１２月２８日（木）まで／年始：令和６年１月８日（月）から

年末年始の受付日
令和４・５年度については以下のとおりとなります。
また、年末年始は混雑しますので、計画的に集積所へお出しください。

※粗大ごみは、破砕機で細かく砕いてから処理をしているため、破砕機等の
処理能力に合わせて大きさを制限していますのでご協力をお願いいたします。

事業系ごみ

家庭系ごみ


