
　

午前８時～ 午前８時４０分午前８時～ 午前８時４０分午前８時～ 午前８時４０分午前８時～ 午前８時４０分

下部地区公民館下部分館駐車場

なかとみ和紙の里第1駐車場

旧身延保健所駐車場

●粗大ごみ回収前日等に収集場所に持ち込まない様お願いします。
●町では訪問回収はしておりません、無許可巡回業者に注意してください。
●つり銭のないようご協力をお願いします。

午前９時～午前９時４０分午前９時～午前９時４０分午前９時～午前９時４０分午前９時～午前９時４０分

下部地区公民館古関分館駐車場

役場本庁舎駐車場

身延鉄工所横・町駐車場

午前１０時～午前１０時３０分午前１０時～午前１０時３０分午前１０時～午前１０時３０分午前１０時～午前１０時３０分

久那土診療所駐車場

中富浄化センター駐車場

身延地区公民館豊岡分館駐車場

午前１０時５０分～午前１１時３０分午前１０時５０分～午前１１時３０分午前１０時５０分～午前１１時３０分午前１０時５０分～午前１１時３０分 円﨑興業

●●●●次のものは収集しません次のものは収集しません次のものは収集しません次のものは収集しませんのでご注意ください。のでご注意ください。のでご注意ください。のでご注意ください。

　・家電リサイクル品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・乾燥機）　・家電リサイクル品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・乾燥機）　・家電リサイクル品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・乾燥機）　・家電リサイクル品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・乾燥機）

　・パソコン・消火器・二輪車（オートバイ）・一般家庭生活以外から生ずる　・パソコン・消火器・二輪車（オートバイ）・一般家庭生活以外から生ずる　・パソコン・消火器・二輪車（オートバイ）・一般家庭生活以外から生ずる　・パソコン・消火器・二輪車（オートバイ）・一般家庭生活以外から生ずる
　　粗大ごみ（産業用など）　　粗大ごみ（産業用など）　　粗大ごみ（産業用など）　　粗大ごみ（産業用など）

裏面の申込書に品目・数量等を必ず記入品目・数量等を必ず記入品目・数量等を必ず記入品目・数量等を必ず記入し、
当日収集場所に提出してください。
※金額の分からないものについては、当日ご相談ください。

収集時間と収集場所収集時間と収集場所収集時間と収集場所収集時間と収集場所

●お問い合わせ先

身延町役場 環境上下水道課 環境衛生担当

℡０５５６－４２－４８１１

｢雨天決行｣｢雨天決行｣｢雨天決行｣｢雨天決行｣:但し台風などによる災害のおそれがある場合は ６月２３日(日)に

延期します。その場合は午前７時に防災無線で放送いたします。

日頃から町民のみなさまには、環境美化保全に対し御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、使わなくなった机、ベッド、たんすなどの粗大ごみの収集(有料）を次により実施いたします。
処理を希望される方は各収集所の時間を確認のうえ持ち込みをしてください。



アイロン（※） 200円 カーキャリア 500円 座イス 300円 タイヤ（ホイル付き） 800円

アイロン台 200円 学習机 2,000円 座布団 100円 タイヤ（ホイルなし） 500円

編み機 500円 傘 100円 座布団（長） 200円 タイヤ（自転車） 300円

網戸 200円 ガステーブル 300円 三輪車 500円 タイヤチェーン（鉄製） 200円

衣装ケース(単体) 300円 カセットコンロ 200円 自転車 800円 タイヤチェーン（プラ製） 500円

衣装ケース(段重ね) 500円 カメラ（※） 300円 ジューサーミキサー（※） 300円 体重計（※） 200円

椅子 500円 カラーボックス 300円 照明器具（※） 500円 たんす類 2,000円

一輪車 500円 換気扇（※） 500円 除湿機（※） 500円 チェーンソー 500円

一輪車（ねこ車） 500円 空気清浄機（※） 500円 食器乾燥機（※） 500円 チャイルドシート 800円

一斗缶（5個） 300円 クーラーボックス 300円 食器洗乾燥機（※） 1,500円 テーブル（小） 500円
おもちゃ（乗り物） 500円 草刈機（手刈り） 300円 水筒 100円 テーブル（大） 1,000円

オルガン 2,000円 コーヒーメーカー（※） 300円 炊飯器（※） 300円 鉄くず 500円
こたつ（小）（※） 500円 スーツケース 500円 テレビアンテナ（※） 300円
こたつ（大）（※） 1,000円 スキー板 800円 電子レンジ（※） 800円

米びつ 300円 スキースノボブーツ 500円 電気スタンド（※） 300円
カーペット(6畳以下) 1,000円 ステレオ（※） 2,000円 電気ポット（※） 200円
カーペット(8畳以上) 2,000円 ストーブ 300円 電話機（※） 300円
カラオケセット（※） 800円 ストック 200円 電話機(ファックス付)（※） 500円

ゲーム機（※） 200円 スノーボード板 800円 トースター（※） 300円

精米機（※） 800円 時計（※） 300円

扇風機（※） 500円 ドライヤー（※） 200円

農機具 2,000円 掃除機（※） 500円 ドラム缶 300円

ソファー(1人掛け) 1,000円

ソファー(2人掛け) 2,000円

バーべキューセット 300円 枕 100円 湯沸かし器（※） 300円

パイプ椅子 300円 マッサージ機(いす型）（※） 2,000円
パソコンプリンター（※） 500円 マッサージ機(ハンド型）（※） 800円

パソコンラック 500円 マットレス（鉄ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ入） 2,000円 ラジカセ（※） 300円

バッテリー 600円 ミシン（台つき） 1,500円 リヤカー 1,500円 ●その他
ピクニックテーブル 500円 ミシン（卓上）（※） 500円 ルームランナー（※） 500円
ビデオデッキ（※） 500円 ミニコンポ（※） 800円 レンジ台 500円

布団 300円 毛布 300円
ファンヒーター（※） 500円 餅つき機（※） 300円

ベッド（金属） 1,500円 モップ 200円 ワープロ（※） 800円

ベッド（木製） 2,000円 物干し竿 100円

物干し台 300円

ベビーカー 800円

ポット 200円
ホットプレート（※） 200円

数量数量数量数量 単価単価単価単価

円

円

円

円

円

円

円

円

氏名： 合計金額： 円

ああああ かかかか ささささ たたたた

パソコン（※）

なななな

はははは まままま やややや 収集しないもの収集しないもの収集しないもの収集しないもの
●家電リサイクル品

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫

らららら 洗濯機・エアコン

衣類乾燥機

消火器・二輪車（オートバイ）

円

一般家庭以外のもの

わわわわ 注意事項注意事項注意事項注意事項

●可燃燃料（ガソリン灯●可燃燃料（ガソリン灯●可燃燃料（ガソリン灯●可燃燃料（ガソリン灯
油等）を使用するものは油等）を使用するものは油等）を使用するものは油等）を使用するものは
必ず燃料を抜いてきてく必ず燃料を抜いてきてく必ず燃料を抜いてきてく必ず燃料を抜いてきてく
ださい。ださい。ださい。ださい。
●料金表にないものは当●料金表にないものは当●料金表にないものは当●料金表にないものは当
日御相談ください。日御相談ください。日御相談ください。日御相談ください。

※ベッドとマットレスは別料金

　※…小型家電リサイクル法の対象品目（電気・電池式のものに限る）については、
　　　峡南衛生組合へ直接持ち込みした場合、費用が掛からずに処分することができます。
　　　詳しい品目、持込方法については、峡南衛生組合へお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峡南衛生組合　℡　０５５６－４２－２２０７

　　　　　　　　申　込　書申　込　書申　込　書申　込　書　　　　　　　　　　　　　　　　※記入欄が足りない場合はコピーして御使用ください。※記入欄が足りない場合はコピーして御使用ください。※記入欄が足りない場合はコピーして御使用ください。※記入欄が足りない場合はコピーして御使用ください。

品目品目品目品目 金額金額金額金額

円

円

円

円

円

円

円


