
持ち込み料金について

粗大ごみとして取り扱う物

粗大ごみの出し方

50音順

・ この表に記載されていても、45ℓのごみ袋にはいるものは粗大ごみ
として取り扱いません。分類ごとに分別して収集日に出してください。
・ 下記のもの以外の粗大ごみについてはお問い合わせください。

・ この表に記載されていても、45ℓのごみ袋にはいるものは粗大ごみ
として取り扱いません。分類ごとに分別して収集日に出してください。
・下記のもの以外の粗大ごみについてはお問い合わせください。

品　　目 一点の 
計算方法

あ アイロン台 １台
網戸 １組

い いす １個
一輪車 １台

お オーブンレンジ １台

か

カーペット １枚
ガス台 １台
ガスレンジ １台
カラーボックス １組
乾燥機（食器、布団） １台

き キーボード（楽器） １台
鏡台（三面鏡含む） １台

く 空気清浄器 １台
草刈機 １台

け 健康器具 １台
原動機付き自転車 １台

こ
ござ ３枚１組
こたつ（こたつ板含む） １組
ゴルフクラブ（バック含む） １組

さ サイドボード １台
座布団 ５枚１組

品　　目 一点の 
計算方法

さ 三輪車 １台

し

自転車 １台
食器洗い機 １台
食器棚 １台
シルバーカー １台

す
水槽（家庭用） １個
スーツケース １個
ストーブ １台

そ ソファー １個
た タンス（整理、和、洋、茶） １棹
ち チャイルドシート １台

つ 机 １台
釣竿 ５本１組

て テレビ台 １台
電子レンジ １台

と 戸棚 １台
に 人形ケース １組
ぬ ぬいぐるみ（大） １個

は
バーベキューコンロ １組
はしご １台
パソコン台 １台

品　　目 一点の 
計算方法

ひ ビーチパラソル  １本

ふ ファンヒーター  １台
布団（かけ、しき） ３枚１組

へ
ベッド １台
ペット小屋（犬小屋など） １個
ベビーカー（乳母車） １台

ほ 本棚 １個

ま マッサージ機 １台
マットレス １個

み ミシン １台

も 毛布 ５枚１組
物干し竿 ３本１組

ゆ 湯沸かし器 １台
よ よしず（すだれ） １枚
り 旅行鞄（キャリーケース） １個
れ 冷風機 １台
ろ ロッカー １台

◆ストーブ等の中に入っている燃料や電池は、必ず抜き取ってください。

申し込み・問い合わせ
千倉・丸山・和田地区… 千倉清掃センター　☎ 44－1263
白浜地区………………… 白浜清掃センター　☎ 38－4560

 戸別収集の場合  または センターへ持ち込む場合  よりお選びください。 粗大ごみ収集券粗大ごみ収集券
取 　扱　場　 所取 　扱　場　 所
・南房総市本庁
・南房総市朝夷行政センター
・南房総市白浜地域センター
・南房総市丸山地域センター
・南房総市和田地域センター
・南房総市千倉清掃センター
・南房総市白浜清掃センター

※引越しなどで、ごみが多量に出る場合や事業系のごみは、自分で清掃センターに持ち込むか、運搬許可業者に依頼してください。

①
電話で収集を申し込
む。氏名・住所・収集日・
品目・電話番号・収集券
の必要枚数の確認をし
ます。

②
粗大ごみ収集券取扱場
所で、粗大ごみ収集券
を購入してください。
（1枚576円　税込）
※当日立ち合いができ
る方は、収集時に収集
券の購入ができます。

③
収集券を粗大ごみの目
立つところに貼り、決
められた日時・場所に
出してください。
※粗大ごみ１点につき
１枚収集券を貼ってく
ださい。

④
収集員が個別に伺って
収集します。収集券の
貼っていないもの、あ
らかじめ申し込みをし
ていないものは収集で
きません。

戸 別 収 集 の 場 合 センターへ持ち込む場合

「粗大ごみとして取り扱う物」
や「ごみ持ち込み注意点」な
どを参照の上、各センターへ
お持ちください。直接持ち込
む場合は、下の「持ち込み料
金について」のとおり重量に
より手数料を徴収します。

ごみ持ち込みの注意点
・  ごみの出し方に従って分別したうえ、持ち込
んでください。
・ ごみの飛散を防止するため、シート等を被せ
て持ち込んでください。
・ ごみの汚水垂れ流しに注意して、持ち込んで
ください。
・ 重量により手数料を徴収します。
　（持ち込み料金は１日の合計量で計算）
・ 0㎏から有料になります。
・ 枝、竹、小枝等は必ず 50㎝以内に短く切っ
て持ち込んでください。
・ 持ち込む場合はごみ指定袋を使用しなくて
も構いません。
・ 免許証の提示をしていただく場合があります。
・ 分別されていないと、持ち帰っていただく場合
があります。

持ち込み受付時間

平　　日

土　　日

午前9時 ～ 12時まで
午後1時 ～ 4時まで

午前9時 ～ 11時30分まで
（日曜日は、一般家庭のみ）

搬入量
（kg）

一般家庭 
ごみ料金

事 業 系 
ごみ料金

0～10 52円 157円
20 104円 314円
30 156円 471円
40 208円 628円
50 260円 785円
60 312円 942円
70 364円 1099円
80 416円 1256円
90 468円 1413円

100 520円 1570円
110 677円 1727円
120 834円 1884円
130 991円 2041円
140 1148円 2198円
150 1305円 2355円

商店・事務所・自営業者
などから出るごみ
10kgにつき157円

事業系ごみ

・右表のとおり
・0kgから100㎏まで
  10kgにつき52円
・100kgを超えた場合
  10kgにつき157円

一般家庭から出るごみ

【持ち込み料金例】

回数 持ち込み量 持ち込み累計
（1日当り） 料金

1回目 60㎏ 60㎏ 312円
2回目 50㎏ 110㎏ 677 円




