
洗剤・シャンプーの容器 タッパー類

品目例

枝木・板・木片 ふとん・マットレス・敷物類

ビデオテープ
カセットテープ 食用油等の容器

●東地区
毎週　月・木　曜日

●西地区
毎週　火・金　曜日

　祝祭日も収集します。

■プラスチック製品

おもちゃ類 ポリバケツ ポリタンク

・指定袋で出してください。袋に入る大きさのものは指定袋に入れて下さい。
・生ごみは十分に水切りをして下さい。
・剪定枝は１ｍ以内の長さに切り、直径30ｃｍくらいの束にしてください。1束につき1枚ご
　み処理券を貼ってください。1本の太さは5cmまで、一度に出すのは5束程度までにして
　下さい。
・ポリ袋や米袋、ダンボール等にごみを入れ、ごみ処理券を貼って出すことはできませ
　ん。
・1m×50cm×50cmより大きなもの、両手で持たなければ持てない重さのものについて
　は粗大ごみでの収集になります。
・家の片付けや引越し等で一度に多量のごみが出るときは、ごみ処理場に自己搬入又
　は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者（一般廃棄物収集運搬業許可業者）に
　依頼して下さい。

集積所へのごみの出し方

■生ごみ ■皮・ビニール・ゴム製品 ■紙おむつ

よく水を切る 金具は外す 便はトイレに

■草・葉・木くず ■CD/DVD

土は落とす ケース含む

■発泡スチロール

○燃やせるごみ（有料）

■処理券で出すもの
1m以内の長さ、

片手で持てる重さにまとめる

指定ごみ袋（取扱店で購入して下さい）

大（45ℓ）10枚入 200円

中（30ℓ）10枚入 180円

小（20ℓ）10枚入 150円

ごみ処理券（取扱店で購入して下さい）

10枚入 200円

指定袋に入らず、概ね１m×50cm×50cm以内の大きさ

で、町が収集可能なもの1つにつき1枚貼って下さい。



新聞紙等で養生する ガスを抜く

・指定袋で出してください。袋に入る大きさのものは指定袋に入れて下さい。
・刃物や割れたガラス等は、新聞紙等に包んで袋に入れて下さい。
・傘、蛍光灯、ゴルフクラブ等は3本くらいの束にして下さい。1束につき1枚ごみ処理券を
　貼って下さい。一度に出すのは5束程度までにして下さい。
・ポリ袋や米袋、ダンボール等にごみを入れ、ごみ処理券を貼って出すことはできませ
　ん。
・50ｃｍ×50cm×50cmより大きなもの、両手で持たなければ持てない重さのものについ
　ては、粗大ごみでの収集になります。
・家の片付けや引越し等で一度に多量のごみが出るときは、ごみ処理場に自己搬入又
　は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者（一般廃棄物収集運搬業許可業者）に
　依頼して下さい。

※縦15ｃｍ×横30cm以内のものは、使用済小型家電ボックスをご利用いただくことも可能です。（P　参照）

処理券で出すもの

ゴルフクラブ・傘
3本までなら束ねて可

電気カーペット
畳んで縛る

扇風機
掃除機

集積所へのごみの出し方

○燃やせないごみ（有料）
●東地区

第 ２・４ 水　曜日
●西地区

第 １・３ 水　曜日

　祝祭日も収集します。

品目例

せともの 金物類 ガラス類 小型の家電品等※ 蛍光灯・電球類 鍋・釜類

指定ごみ袋（取扱店で購入して下さい）

20ℓのみ 10枚入 150円

ごみ処理券（取扱店で購入して下さい）

10枚入 200円

指定袋に入らず、概ね50ｃｍ×50cm×50cm以内の大き

さで、町が収集可能なもの1つにつき1枚貼って下さい。



事業系ごみ 10kgあたり130円（10kg未満は四捨五入）

料　　金　　体　　系

家庭系ごみ

60kg未満：300円
60ｋｇ以上：最初の1kgから計算して10kgあたり130円（10kg未満は四捨五入）
※10kg未満は、四捨五入し、55kg～59kgは60kgと計算しますので、780円となります。

・大掃除や引越し等で一度に多量のごみが出る場合は、ごみ処理場へ自己搬入をお願いします。
・ごみ処理場に自己搬入する場合は町指定のごみ袋やごみ処理券を使う必要はありません。
・指定袋やごみ処理券を使用したごみの搬入や、資源物の搬入でも処理手数料がかかります。
・ごみは搬入前に種類ごとに分別しておいて下さい。
・搬入できるごみは一般廃棄物のみです。産業廃棄物は搬入できません。
・他の市町村のごみ処理場へのごみの搬入はできません。
※自己搬入する時は必ず事前に連絡して下さい。

搬入時間
月～金曜日　午前８：３０ ～ 午後４：３０
第 ２ ・ ４ 土曜日、祝日　午前８：３０ ～ １１：３０
（第 ２ ・ ４ 以外の土・日曜日は休みになります。）

粗大ごみの出し方及び自己搬入の方法

搬入先
大洗、鉾田、水戸環境組合
住所：東茨城郡大洗町成田町4287
TEL ：０２９－２６７－２８９８

○自己搬入する場合

○粗大ごみ（有料、予約制）

チャイルドシート
ベビーカー ガス台 電子レンジ ストーブ

東 ・ 西 地区とも　毎週 水 曜日
第５週目は休みです。
祝祭日も回収します。

予約先　生活環境課
℡029-267-5111
（内線243～245）

例

粗大ごみ（小型）

小型専用処理券
（取扱店で購入してください）

１枚　３００円

・１ｍを超える大きさのもの。
・両手で持たなければ持ち運びで
きない重さのもの。

自転車類
テレビ台

サイドボード
　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾐｼﾝ

スキー
スノーボード

・収集日前日の午後４時３０分までに予約が必要です。
・粗大ごみ処理券を貼って自宅前に朝８時までに出して下さい。
・予約されていないもの、ごみの集積所や資源リサイクルステーションに出されたものは回収しません。

本棚 タンス テーブル

粗大ごみ（大型）

大型専用処理券
（取扱店で購入してください）

１枚　８００円

・２ｍを超える大きさのもの。
・１人では持ち運べない重さのも
の。

例

ベッド





ペットボトル

カーボン紙、転写紙、感熱紙、油紙、写真、洗剤の箱、
ビニールコーティング紙、窓付き封筒の窓部分、
紙コップなどの防水加工された紙、汚れた紙

飲料水、酒類、しょうゆ、みりんなどのボトル

中をよくすすぐ
キャップとラベルは外して

燃やせるごみへ

食用油のボトル、汚れのひどいもの、卵やお惣菜の透明パック

※必ず専用のネットの中に入れてください。
　 ビニール袋等に入れて出さないでください。

○その他の
紙類

専用の
ネットに
入れる

▽出せないもの 燃やせるごみに出して下さい

ひもで束ねる中をすすいで

雑誌、菓子箱、封筒、コピー用紙、包装紙、パンフレット、
カタログ、ティッシュ箱など紙類全般

▽出せないもの

資源物の出し方 収集日の朝８時までに決められた
　　資源回収ステーションに出して下さい

燃やせるごみに出して下さい

ひもで束ねる

○牛乳パック古 紙

○新聞紙
チラシ

ひもで束ねる

○段ボール

つぶして

開いて



空き缶

アルミ缶

スチール缶

飲料水の缶、酒類の缶、お菓子の缶、
缶詰の缶、ペットフードの缶、スプレー缶

▽出せないもの 燃やせないごみに出して下さい

汚れのひどい缶、農薬の缶、穴の開けていないスプレー缶
缶詰のふた

アルミ スチール

中をすすいで

スプレー缶等は
使い切って
穴を開ける

分別してカゴに入れる

布類
雨の日は、できるだけ

次回の回収へ

ビールびん 透明びん 茶びん

びん類

ビール瓶、一升びん、栄養ドリンクのびん、瓶詰めの容器

▽出せないもの

プラスチックのふた
→燃やせるごみに出して下さい。
汚れのひどいびん、化粧品のびん、農薬のびん、ガラスのコップ、
板ガラス、せともの、金属製のふた
→燃やせないごみに出して下さい。

中をすすいで

ビール 透明 茶びん 青黒緑

▽出せないもの 燃やせるごみに出して下さい

専用コンテナに
入れる

▽出せないもの

バッテリー
（携帯電話、小型家電、

車、バイク）

乾電池

乾電池（充電式含む）、ボタン電池

布団、カーペット、ナイロン製品、毛織物、キルティング等の綿入り、
ダウンジャケット、ジャージ、綿１００％ではないもの

ひも等で束ねる

乾電池

青黒緑‐その他びん

分別して
専用コンテナに入れる

上着、ズボン、シャツ、肌着、シーツ、タオル



○回収ボックスの投入口（３０ｃｍ×１５ｃｍ）
　に入る大きさのものに限ります。
○個人情報が含まれる物は、あらかじめ
　データを消去して下さい。
○一度投入した物は返却できません。
　入れる前に確認願います。
○取り外し可能な電池やバッテリーは取り外
　して下さい。
○袋や箱などには入れず、小型家電のみを
　投入して下さい。

外付けハードディスク
ドライブ

ポータブル
カーナビ

携帯音楽プレーヤー
（CD・MD含む） 電気コード

その他、電子辞書、電子手帳、ICレコーダー、携帯型ゲーム機、ACアダプター　等

携帯電話
スマートフォン

タブレット型端末 電卓 デジタルカメラ ビデオカメラ

使用済小型家電

回収場所 役場１階　守衛室前　回収ボックス

回収品目

　レアメタル等の貴金属等、有用な資源が多く含まれている携帯電話やデジタルカメラ等
の小型家電をリサイクルするために拠点回収を行っています。ご協力をお願いします。

使用済小型家電

回収ＢＯＸ



町で収集できないもの

(1) 家電４品目

H29.4.1現在

主要メーカー その他

　　エアコン 1,300 2,200 パナソニック，三菱，ダイキン，日立，東芝，富士通ゼネラル等

　　ブラウン管テレビ（15型以下） 1,700 2,865 シャープ，ソニー，パナソニック，東芝，LG，三菱，日立等

　　　　 〃　 　テレビ（16型以上） 2,700 3,365

　　液晶・プラズマテレビ（15型以下） 1,700 2,915 シャープ，ソニー，パナソニック，東芝，LG，三菱，日立等

　　　　　　　〃　　　　　　（16型以上） 2,700 3,415

　　冷蔵庫，冷凍庫（170ℓ以下） 3,400 4,715 パナソニック，日立，三菱，シャープ，東芝等

　　冷蔵庫，冷凍庫（171ℓ以上） 4,300 5,115

　　洗濯機，衣類乾燥機 2,300 2,965 パナソニック，日立，東芝，シャープ，ハイアール（AQUA）等

＊詳しくは，家電リサイクル券センター （TEL）0120-319640

（URL）http://www.rkc.aeha.or.jp/

●処分方法（①～④のいずれか）

　①購入した店に引き取ってもらう。

　②買い替えの場合，購入した店に引き取ってもらう。

　③郵便局で上記のリサイクル券を購入し，指定の引取場所へ自己搬入する。

引取場所 住　　所

　　㈲清水倉庫 ひたちなか市高場1608-20

　　㈱ヤマガタ ひたちなか市佐和1395-2

　④下記の町内の小売業者協力店に依頼する。（リサイクル料＋運搬費）

店舗名 住所

　荻沼電機商会 大洗町大貫町217

　とびたでんき 大洗町磯浜町959

　ヨシカワデンキ 大洗町磯浜町795

(2) パソコン

●処分方法

　各メーカーのリサイクル部門へ問合せ

＊リサイクル料金・・・右記の「PCリサイクルマーク」がある場合は，無料回収

　　　　　　　　　　　　　（2003年10月以降は，購入時に支払済み）

＊詳しくは，パソコン３Ｒ推進協会 （TEL）03-5282-7685

　　　　045-226-4552（パソコンリサイクル受付センター）

（URL）http://www.pc3r.jp/

代表的なメーカーのリサイクル料金

品　　名 料金の目安（税抜）

　　ノートパソコン 3,000

　　デスクトップパソコン本体 3,000

　　液晶ディスプレイ 3,000 ・デスクトップ型パソコン（本体＋液晶ディスプレイ）      6,000円

　　液晶ディスプレイ一体型パソコン 4,000 ・デスクトップ型パソコン（本体＋CRTディスプレイ）      7,000円

　　CRT（ブラウン管）ディスプレイ 4,000

　　CRT（ブラウン管）一体型パソコン 4,000

詳細は各メーカーへ

メーカー名

　　アップルジャパン合同会社 0120-924-501

　　ＮＥＣパーソナルコンピュータ㈱ 0120-977-121

　　サムスン電子ジャパン㈱ 045-226-4552

　　シャープ㈱ 0120-845-530

　　ソニー㈱ 0570-000-369

　　デル㈱ 044-556-4298

　　㈱東芝 043-303-0200

　　富士通㈱ 03-5715-3140

東芝dynabookリサイクルセンタ(http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm)

富士通パソコンリサイクル受付センター(http://azby.fmworld.net/recycle/)

シャープPCリサイクルセンター（http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/home.html)

アップルリサイクルセンター（http://www.apple.com/jp/recycling/computer/）

NEC121コンタクトセンター（http://121ware..com/support/recyclesel/)

パソコンリサイクル受付センター（http://www.samsung.com/jp/support/environmentalactionjp/recycleofHomeEquipment.html)

ソニーパソコンリサイクル受付センター(http://www.sony.co.jp/pcrecycle/)

デル個人向けPCリサイクルデスク(http://dell.co.jp/rk/)

対象になる家電製品
料金の目安（税抜）

備考（主要メーカー）

電話番号

029-285-3140

029-285-5926

備　　　　　考

（組み合わせ一例）

・ノート型パソコン                                                   3,000円

電話番号

029-267-3205

029-267-3463

029-266-2192

問合せ先



(3) 消火器（国内で製造された消火器に限る。）

●処分方法

　①特定窓口(*)に引取りを依頼する。（要問合せ）

代表的な最寄の特定窓口 住　　所

トキワ産業㈱ 水戸市三の丸3-7-1

日立綜合防災㈱水戸支店 水戸市城東3-1-14

水戸ホーチキ株式会社 水戸市笠原町1711-19

ミナト防災通信工業株式会社 ひたちなか市柳が丘33-3

株式会社ジョイフル本田　ひたちなか店 ひたちなか市新光町34-1

　②指定引取場所(*)に直接持ち込む。

最寄の指定引取場所 住　　所

日本ドライケミカル㈱水戸営業所 水戸市城東5-3-3

　③ゆうパックで回収を依頼する。

　　電話での事前申込みが必要 ゆうパック専用コールセンター　（TEL）0120-822-306

　　＊全国一律2,200円（税抜）が必要となる。

　④自己搬入等できない場合は，町内の産廃収集運搬業者に依頼する。

＊詳しくは，㈱消火器リサイクル推進センター （TEL）03-5829-6773

（URL）https://www.ferpc.jp/

(4) 二輪車（原付，軽二輪，小型二輪）

●処分方法

　①指定引取場所(*)に直接持ち込む。

最寄の指定引取場所 住　　所

　　㈱ヤマガタ ひたちなか市佐和1395-2

　②廃棄二輪車取扱店(*)に直接持ち込む。

　　＊メーカー等が指定する引取場所までの運搬費用が別途かかる。

最寄の廃棄二輪車取扱店（抜粋） 住　　所

モトアルファ水戸 水戸市城東1-2-42

タワラオートサイクル 水戸市浜田2-3-21

㈲小室モータース 水戸市住吉町123-3

レッドバロン水戸 水戸市大塚町1841-22

　③自己搬入等できない場合は，町内の産廃収集運搬業者に依頼する。

　　＊自宅までの収集費用，メーカー等が指定する引取り場所までの運搬費用が別途かかる。

＊詳しくは，（公財）自動車リサイクル促進センター （TEL）050-3000-0727

（URL）http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

(5) その他

以下の物は，購入店（販売店）又は町内の産業廃棄物収集運搬業者等に依頼する。

イラスト出典：経済産業省「ごみイラスト素材集」

029-263-3549

電話番号

029-231-1612

　　ガスボンベ，ピアノ，コンクリート・土・砂・瓦・灰など

　　事業系のごみ，薬品，塗料，漁網，農機具，農業用ビニール，建築廃材，バッテリー，タイヤ，

電話番号

029-224-3324

029-227-1355

029-305-5550

029-265-5325

電話番号

029-251-3197

029-285-5926

電話番号

029-221-7270

029-226-3871

029-247-5215



五反田425

五反田11-1

磯浜町2414-2

○ ○

○

266-2382

267-2829

267-6585

○ ○

大洗町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

一時的に出た多量のごみ・構造上収集できないごみ

　引越し、大掃除などで出た一時多量のごみや事業系ごみ、または、ごみ処理場で処理できないごみの
収集を依頼するときは必ず、次の一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業許可業者に相談してくださ
い。

業者名 電話番号 し尿汲取所在地
一般廃棄

物
産業廃棄

物

(有)クロサワクリーンサービス 267-2927

267-3904

267-2313

○

○

磯浜町3582

五反田371

磯浜町1157 ○

○ ○

○ ○

(有)大洗リサイクルサービス

（株)山本環境開発

(有)川上産業

レクイエム(有)

田中商店


