
　　　　　　　　　　　　　　　　　　をご確認のうえ、

　　　　　　　　　　　　　玉村町以外のごみは受け入れしておりません。ご注意ください。
　

「もやすごみ」、「しげんごみ」は必ず指定袋に入れてください。指定袋に入っても、「1辺の長さが50cm以上のもの」や
「10kg以上のもの」は「粗大ごみ」です。ごみステーションには出せません。
もやすごみ、しげんごみ、もえないごみに関しての収集日は収集区域によって異なりますので、地区別ごみ収集カレンダーを
確認して出してください。

　　　　　　　※ しげんごみは第1週目第3週目、第2週目第4週目で収集するごみが異なります。第5週目のしげんごみの収集はありません。

適正に処理してください。

備考欄に　※　が付いているものは、業者に取替えを依頼した場合、施工業者に処理してもらってください。

町では処理できないもの

玉村町ごみの出し方・分け方一覧表
(家庭より発生したごみ)

事業所（工場、事務所、商店、農業など）より発生したごみに関しては、

平成 31 年 3 月作成 

「玉村町ホームページ:産業廃棄物と事業系一般廃棄物について（クリックすると移動します。）」

http://www.town.tamamura.lg.jp/soshiki/7/sangyohaiki.html


索引 品　　名 分類 備　　考
ＩＨコンロ 粗大ごみ 1口タイプのものは「もえないごみ」。　※
アイスノン もやすごみ
アイスボックス もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
アイロン もえないごみ
アイロン台 もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
空きカン しげんごみ（カン） 中を空にし、洗ってください。
空きビン しげんごみ（ビン） 中を空にし、洗ってください。フタと分けて出してください。
アコーディオンカーテン 粗大ごみ
あぜシート 受入不可 JAまたは、販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
油(台所用) もやすごみ 固形にするか、紙や布にしみこませてください。
雨合羽 もやすごみ
雨戸 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
編み機 粗大ごみ
網戸 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
アルバム もやすごみ 台紙は「もやすごみ」。金属製、金属がついたものは「もえないごみ」。
アルミサッシ 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
アルミ箔 もえないごみ
安全かみそり もえないごみ 紙で刃の部分を包んでください。
安全靴（金属入り） もえないごみ
安全ピン もえないごみ
アンテナ(テレビ用) 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
衣装ケース 粗大ごみ
椅子 粗大ごみ
一輪車(スポーツ用・運搬用) 粗大ごみ
一斗缶 しげんごみ（カン） オイル缶、ペンキ缶は除く。必ず中身は空にしてください。
犬小屋 粗大ごみ

衣類(古着) しげんごみ（古着類）
汚れて使用に耐えないもので、金属がついたものは「もえないごみ」、
金属がついていないものは「もやすごみ」。下着、靴下は「もやすご
み」。

衣類乾燥機 受入不可
購入もしくは買い換える販売店で、料金を支払い処理を依頼してくださ
い。家電リサイクル法の対象品。

入れ歯 もえないごみ
印鑑（はんこ） もやすごみ
インクカートリッジ もえないごみ なるべく販売店などの回収ボックスへ出してください。
インターホン もえないごみ 自己改修のみ。　※

飲料用紙パック しげんごみ（紙パック）
内側を洗い、開いて乾かし紐でしばるか、指定の「しげんごみ」袋に入
れてください。内側がアルミ加工されているもの、プラスチックのついて
いるものは「もやすごみ」。

植木鉢（プラスチック製） もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
植木鉢（焼物） もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
ウォーターサーバー 受入不可 販売店か、専門処理業者に処理を依頼してください。
ウォーターベッド 受入不可 販売店か、専門処理業者に処理を依頼してください。

浮き輪 もやすごみ
空気を抜いて出してください。大きいものは50cm以下に切ってくださ
い。

臼 粗大ごみ

エアコン 受入不可
購入もしくは買い換える販売店で、料金を支払い処理を依頼してくださ
い。家電リサイクル法の対象品。

枝木（長さ50cm未満、太さ5cm未満） もやすごみ
指定袋に入れるか、抱えられる程度に束ねて、1回に3束まで。長さ
50cm以上、太さ5cm以上は「粗大ごみ」。町で枝葉粉砕機購入補助制
度があります。ぜひご利用ください。

枝きりばさみ 粗大ごみ 長さが50cm以下のものは「もえないごみ」。
絵の具 もやすごみ 金属チューブのものは「もえないごみ」。
MＤ もやすごみ
MＤプレーヤー もえないごみ 10kg以上のものは「粗大ごみ」。
エレクトーン 粗大ごみ

エンジンオイル 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。オイルパックを使
用して交換した場合、クリーンセンターへ直接持ち込んでください。

延長コード もえないごみ
鉛筆削り もえないごみ
オイル缶（家庭で使用したもの） もえないごみ 必ず中身は空にしてください。
オイルヒーター 粗大ごみ
オーディオ機器 粗大ごみ 10kg以下のものは「もえないごみ」。

オートバイ（排気量問わず） 受入不可
二輪車リサイクルコールセンター（050-3000-0727）へ問い合わせてく
ださい。

オーブントースター もえないごみ
オーブンレンジ 粗大ごみ
おけ(木・プラスチック製) もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
お玉(木・プラスチック製) もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
お盆(木・プラスチック製) もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
おまる 粗大ごみ
おむつ もやすごみ 汚物は取り除いてください。

おもちゃ(木・プラスチック製) もやすごみ
電池は取り外してください。金属製のものは「もえないごみ」。1辺の長
さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。

オルガン 粗大ごみ
おろしがね(プラスチック製) もやすごみ 金属・陶磁器製のものは「もえないごみ」。
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索引 品名 分類 備考
カーテン しげんごみ（古着類） 金具は取り外してください。

カーペット 粗大ごみ
1辺の長さが50cm以下のものは｢もやすごみ｣。折りたたんだものは
50cm以下でも「粗大ごみ」。

貝殻 もやすごみ
懐中電灯 もえないごみ 電池は取り外してください。
カイロ（使い捨てカイロ） もえないごみ
鏡 もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
かさ もえないごみ

加湿器 粗大ごみ
1辺の長さが50cm以下のもの、または10kg以下のものは「もえないご
み」。

ガスコンロ 粗大ごみ 電池は取り外してください。
ガスコンロカバー もえないごみ
ガスボンベ 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
ガス湯沸かし器 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
カセットコンロ もえないごみ カセットボンベは取り外してください。
カセットテープ もやすごみ
カセットデッキ もえないごみ 10kg以上のものは「粗大ごみ」。
カセットガスボンベ もえないごみ 必ず使い切ってください。
ガソリン 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
かなづち もえないごみ

かばん しげんごみ（古着類）
汚れて使用に耐えないもので、金属がついたものは「もえないごみ」、
金属がついていないもの（布、革のみ）は「もやすごみ」へ、1辺の長さ
が50cm以上のものは「粗大ごみ」。

がびょう もえないごみ
壁紙 粗大ごみ 自己施工で可燃性のみ。長さは50cm程度に切ってください。 ※
紙おむつ もやすごみ 汚物は取り除いてください。
カメラ もえないごみ 電池は取り外してください。
蚊帳（かや） 粗大ごみ
カラーボックス 粗大ごみ

ガラス もえないごみ
新聞などにくるんで出してください。1辺の長さが50cm以上のものは
「粗大ごみ」。

ガラスビン しげんごみ（ビン） 中を空にし、洗ってください。フタと分けて出してください。
カレンダー しげんごみ（ざつ紙） 金属部分は外してください。

瓦 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
町でも年1回有料引取り（少量のもので50kg程度まで）を行います。

革靴 しげんごみ（古着類） 使用に耐えないものは「もやすごみ」。
カン(ビール・ジュース・缶詰) しげんごみ（カン） 中を空にし、洗ってください。
換気扇 もえないごみ 自己改修のみ。1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。 ※

乾電池 もえないごみ
乾電池だけを透明な袋に小分けして「しげんごみ袋」に入れて出してく
ださい。

キーホルダー もえないごみ
木槌（きづち） もやすごみ
脚立（きゃたつ） 粗大ごみ
キャリーバック 粗大ごみ

牛乳パック しげんごみ（紙パック）
内側を洗い、開いて乾かし紐でしばるか、指定の「しげんごみ」袋に入
れてください。内側がアルミ加工されているもの、プラスチックのついて
いるものは「もやすごみ」。

給湯機 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ
錐（きり） もえないごみ 新聞などで刃の部分を包んでください。
霧吹き（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。

金庫 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。小型の手提げ金庫
は「もえないごみ」。

空気清浄機 粗大ごみ 1辺の長さが50cm以下のものは「もえないごみ」。

クーラー（エアコン） 受入不可
購入もしくは買い換える販売店で、料金を支払い処理を依頼してくださ
い。家電リサイクル法の対象品。

クーラーボックス 粗大ごみ 1辺の長さが50cm以下のものは「もえないごみ」。
釘 もえないごみ
草刈り鎌 もえないごみ 新聞などで刃の部分を包んでください。
草刈り機（エンジン付） 粗大ごみ 必ず燃料を抜いてください。
草花 もやすごみ 砂や土を落としてください。
串（竹･木製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
口紅ケース（金属製） もえないごみ 紙の容器は「もやすごみ」。
靴 しげんごみ（古着類） 使用に耐えないもの、上履は「もやすごみ」。
クッション もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
熊手 粗大ごみ
クレパス・クレヨン もやすごみ
グローブ もやすごみ
鍬（くわ） 粗大ごみ

蛍光管 もえないごみ
購入したときの箱に入れてください。複数ある場合は、粘着テープは使
わず、紐でしばってください。

携帯電話 もえないごみ 取り替える際に業者に引き取ってもらってください。
ゲーム機（家庭用） もえないごみ 電池は取り外してください。
ゲーム機（携帯用） もえないごみ 電池は取り外してください。
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索引 品名 分類 備考
化粧品のびん しげんごみ（ビン） 中を空にし、洗ってください。汚れが落ちなければ「もえないごみ」。
げた箱 粗大ごみ

血圧計 もえないごみ
電池は取り外してください。水銀血圧計はクリーンセンター、
環境安全課（役場2階）、B&G海洋センターへ直接お持ちください。

玄関マット（金属製） 粗大ごみ
玄関マット（ナイロン製） もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
碁石 もえないごみ プラスチック製のものは「もやすごみ」。
鯉のぼり しげんごみ（古着類）
鯉のぼりのポール 粗大ごみ
ゴーグル（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
コート しげんごみ（古着類） 使用に耐えないものは「もやすごみ」。

小型電化製品 もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のもの、または10kg以上のものは「粗大ごみ」。

ござ 粗大ごみ
こたつ 粗大ごみ
こたつ板 粗大ごみ
こたつ掛けふとん 粗大ごみ
コップ（紙・プラスチック製） もやすごみ ガラス・金属製のものは「もえないごみ」。
粉ミルクの缶 しげんごみ（カン） 中を空にし、洗ってください。

コピー用紙・印刷した紙 しげんごみ（雑誌）
リサイクルして差し支えなければ、雑誌や本と一緒に束ねて、「しげん
ごみ」。

ごみ箱（木・プラスチック製） もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
ごみ箱（金属製） もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
ゴムホース もやすごみ 長さは1.5m以下に切ってください。1.5m以上のものは「粗大ごみ」。
ゴムボート 粗大ごみ 長さが50cm以下のものは「もやすごみ」。
米びつ 粗大ごみ

米袋 もやすごみ
農業で使用したものはＪA、または販売店か専門処理業者に処理を依
頼してください。

ゴルフクラブ、ゴルフバック、
パターマット

粗大ごみ

ゴルフボール もやすごみ

コンクリートブロック 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。町でも年1回有料
引取り（少量のもので50kg程度まで）を行います。

サーフボード 粗大ごみ
座いす 粗大ごみ
サイドボード 粗大ごみ

酒びん しげんごみ（ビン）
中を空にし、洗ってください。フタと分けて出してください。陶器製は「も
えないごみ」。

雑誌・本 しげんごみ（雑誌） まとめて紐で縛るか、指定の「しげんごみ」袋に入れてください。
殺虫剤スプレー缶 もえないごみ 必ず使い切ってください。
座ぶとん 粗大ごみ 1辺の長さが50cm以下のものは「もやすごみ」。
皿（陶器類） もえないごみ
ざる（竹・プラスチック類） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
三脚 粗大ごみ 長さが50cm以下のものは「もえないごみ」。
サングラス もえないごみ
三輪車 粗大ごみ
シーツ しげんごみ(古着類)
CＤ もやすごみ
CＤケース もやすごみ
CＤラジカセ もえないごみ 電池は取り外してください。10kg以上のものは「粗大ごみ」。
磁気マットレス 粗大ごみ
七輪（しちりん） 粗大ごみ
自転車 粗大ごみ 防犯登録を抹消して持ち込んでください。
自転車の空気入れ もえないごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。

自動車部品（大型） 受入不可
専門処理業者に処理を依頼してください。シート、マフラー、バンパー、
サスペンションなど。

自動食器洗い機 粗大ごみ
竹刀 粗大ごみ 長さが50cm以下のものは「もやすごみ」。
芝刈り機 粗大ごみ
シャープペンシル（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
ジャッキ（自家用） もえないごみ 長さが50cm以上のもの、または10kg以上のものは「粗大ごみ」。
シャンプーの容器 もやすごみ
じゅうたん 粗大ごみ 1辺の長さが50cm以下のものは「もやすごみ」。
充電器 もえないごみ
消火器 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
浄化槽ポンプ 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
浄化槽マンホールのふた 粗大ごみ 家庭用でプラスチック製のみ。
将棋駒 もやすごみ
将棋盤（碁盤） もやすごみ 厚さ5cm以上のものは「粗大ごみ」。
障子 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
浄水器 もえないごみ
浄水器フィルター もやすごみ

照明器具 もえないごみ
1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
蛍光管は、購入したときの箱に入れて、「もえないごみ」。
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索引 品　　名 分類 備　　考
じょうろ（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。

除湿機（冷媒あり） 受入不可
冷媒回収後であればクリーンセンターで受入れできます。冷媒回収は
専門処理業者に依頼してください。

除湿機（冷媒なし） 粗大ごみ 長さが50cm以下のもの、または10kg以下のものは「もえないごみ」。
除湿剤 もやすごみ 水は抜いてください。
食器乾燥機 粗大ごみ
食器棚 粗大ごみ

食品発泡トレイ
しげんごみ

（食品発泡トレイ）

ラップやラベルをはずし、軽く洗って水を切り、ステーションに設置され
ている緑色のネット袋に入れてください。透明トレイ、硬質トレイは「もや
すごみ」。

新聞紙 しげんごみ（新聞） まとめて紐で縛るか、指定袋に入れてください。
水槽 粗大ごみ 10kg以下のものは「もえないごみ」。
炊飯器 もえないごみ
スーツ（背広、礼服） しげんごみ（古着類） 汚れや破損で使用に耐えないものは、「もやすごみ」。
スーツケース 粗大ごみ
スキー板、ストック 粗大ごみ
スキーウェア、手袋 しげんごみ（古着類） 汚れや破損で使用に耐えないものは、「もやすごみ」。
スキー靴 もえないごみ
スケート靴 もえないごみ
スケートボード 粗大ごみ 長さが50cm以下のものは「もえないごみ」。
スコップ もえないごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
すだれ 粗大ごみ

スチール製小型物置 粗大ごみ
自己解体で持ち込み可能なサイズにして、必ず素材ごとに分別してく
ださい。

ステッパー（健康器具） 粗大ごみ
ステレオ 粗大ごみ
ステンレスパイプ棚 粗大ごみ
すのこ もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
スノーボード 粗大ごみ
スピーカー もえないごみ 10kg以上のものは「粗大ごみ」。
スプレー缶 もえないごみ 必ず使い切ってください。
すべり台（家庭用） 粗大ごみ
スポンジ もやすごみ
炭（すみ） 持ち込みごみ 家庭用で少量であれば、受入れ可。
すりばち もえないごみ
生理用品 もやすごみ
石油ストーブ 粗大ごみ 電池と燃料は必ず抜いてください。
石油ポンプ（プラスチック製） もやすごみ 電動式のものは「もえないごみ」。電池は必ず抜いてください。
石鹸 もやすごみ
雪駄（せった） もやすごみ
栓（プラスチック、コルク） もやすごみ
線香 もやすごみ

洗濯機 受入不可
購入もしくは買い換える販売店で、料金を支払い処理を依頼してくださ
い。家電リサイクル法の対象品。

洗濯ばさみ もやすごみ 金属製、金属のついたものは、「もえないごみ」。
扇風機 粗大ごみ 高さが50cm以下のものは「もえないごみ」。
洗面器（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。

洗面台 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。町でも年1回有料
引取り（少量のもので50kg程度まで）を行います。

ぞうきん もやすごみ
掃除機 粗大ごみ 長さが50cm以下のものは「もえないごみ」。
ソファー 粗大ごみ

体温計
 備考を確認の上、適正に
 出してください。

水銀式のものは割れないようにケース等に入れて、クリーンセンター、
環境安全課（役場2階）、B&G海洋センターへ直接お持ちください。
電子体温計は「もえないごみ」。

台車 粗大ごみ 家庭で使用していたものだけで、仕事用は持ち込めません。
体重計 もえないごみ デジタル式のものは電池を取り外してください。

タイヤ 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。町でも年1回有料
引取りを行います。

タイヤチェーン 粗大ごみ
太陽熱温水器 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。

タイル もえないごみ
自己施工で少量のみ。5cm角程度のものまで。町でも年1回有料引取
り（少量のもので50kg程度まで）を行います。　※

高枝きりばさみ 粗大ごみ
竹ぼうき もやすごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
畳（たたみ） 粗大ごみ 自己交換のみ。　※
卓球台 粗大ごみ
卓球の球とラケット もやすごみ
タバコ もやすごみ
だるま もやすごみ 50cm以上の大きいものは「粗大ごみ」。
たわし もえないごみ
タンス 粗大ごみ
段ボール しげんごみ（段ボール） まとめて紐で縛ってください。
茶 もやすごみ 茶がらは、よく水を切ってください。
チャイルドシート 粗大ごみ
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索引 品　　名 分類 備　　考
茶筒（木・プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
茶碗（瀬戸物） もえないごみ プラスチック製は｢もやすごみ｣。
注射器 受入不可 かかりつけの医療機関に処理を依頼してください。
チラシ（新聞） しげんごみ（新聞） 新聞紙と一緒にまとめてください。
使い捨てカイロ（カイロ） もえないごみ

使い捨てライター もえないごみ
使い切ってからライターだけを透明な袋に小分けして「しげんごみ袋」
に入れて出してください。

机 粗大ごみ
漬物石（コンクリート製） 受入不可 町で年1回有料引取り（少量のもので50kg程度まで）を行います。
釣り糸 もやすごみ
釣り竿 粗大ごみ
DVDプレーヤー 粗大ごみ 10kg以下のものは「もえないごみ」。
テーブル 粗大ごみ
デスクマット もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。

テレビ 受入不可
購入もしくは買い換える販売店で、料金を支払い処理を依頼してくださ
い。家電リサイクル法の対象品。

テレビ台 粗大ごみ
電気カーペット 粗大ごみ
電気カミソリ もえないごみ 電池は取り外してください。
電気コード・ケーブル もえないごみ 家庭で使用していたものだけで、仕事用は持ち込めません。
電気スタンド もえないごみ 高さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
電気ストーブ もえないごみ 高さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
電気ポット（電気ケトル） もえないごみ
電気毛布 粗大ごみ
電球 もえないごみ 購入したときの箱に入れてください。
電子レンジ 粗大ごみ
天体望遠鏡 粗大ごみ
電卓 もえないごみ 電池は取り外してください。
テント（布・ビニール製） 粗大ごみ 金具は、取り外してください。
電動自転車 粗大ごみ 防犯登録を抹消して持ち込んでください。
テントのポール もえないごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
天ぷら廃油 もやすごみ 固形にするか、紙か布にしみこませてください。
電話機 もえないごみ 電池は取り外してください。

ドア 粗大ごみ
自己改修の木製ドアのみ。　金属製のものは専門処理業者に処理を
依頼してください。　※

ドアノブ もえないごみ
陶器製品（茶碗、皿、花瓶等） もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
灯油 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。

灯油タンク（ボイラー用） 粗大ごみ 自己改修のみ。100リットル程度まで。必ず中身を空にしてください。 ※

トースター もえないごみ
時計 もえないごみ 電池は取り外してください。
トタン 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
ドライバー（家庭工具） もえないごみ
ドラム缶 粗大ごみ 家庭用のみ（中を空にする）。
ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ

トレイ（プラスチック） もやすごみ
食品発泡トレイはラップやラベルをはずし、軽く洗って水を切り、ステー
ションに設置されている緑色のネット袋に入れてください。

トロフィー もえないごみ 高さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
ナイフ もえないごみ 紙で刃の部分を包んでください。
長靴 もやすごみ
なべ もえないごみ

生ごみ もやすごみ
水をよく切ってください。町で生ごみ処理機の購入補助制度がありま
す。ぜひご利用ください。

なわとび もやすごみ
荷造りのひも もやすごみ
ニッパー もえないごみ
入浴剤（缶：金属製） しげんごみ（カン） 中を空にし、洗ってください。
入浴剤（袋：プラスチック製） もやすごみ

ぬいぐるみ しげんごみ（古着類）
汚れや破損で使用に耐えないものは「もやすごみ」。50cm以上のもの
は「粗大ごみ」。

縫い針 もえないごみ 紙で包んで「針」と書いてください。
布 もやすごみ
ネクタイ しげんごみ(古着類） 汚れや破損で使用に耐えないものは「もやすごみ」。
ネジ もえないごみ
ネックレス もえないごみ
寝袋 粗大ごみ
粘土 もえないごみ 紙粘土は「もやすごみ」。
農機具（農業で使用したもの） 受入不可 ＪAまたは、販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。

農業用ビニール 受入不可
農業で使用したものはＪA、または販売店か専門処理業者に処理を依
頼してください。町でも年1回有料引取りを行います。

ノート しげんごみ（雑誌）
のこぎり もえないごみ 紙などで刃の部分を包んでください。
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索引 品　　名 分類 備　　考
ハーモニカ もえないごみ
灰 持ち込みごみ 自宅でのごみの焼却はしないでください。
パイプイス 粗大ごみ 長さが50cm以下のものは「もえないごみ」。
はがき しげんごみ（ざつ紙） 宛名部分等の個人情報を切り取るなどして出してください。
はかり もえないごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。

バケツ（プラスチック製） もやすごみ
金属製のものは「もえないごみ」。1辺の長さが50cm以上のものは「粗
大ごみ」。

はさみ もえないごみ 紙で刃の部分を包んでください。
はしご（木・金属製） 粗大ごみ

バスマット もやすごみ
珪藻土のバスマットは「もえないごみ」。50cm以上のものは「粗大ご
み」。

パソコンの周辺機器（マウス、キー
ボード、スピーカー、モデム等）

もえないごみ

パソコンの本体 粗大ごみ
「粗大ごみ」としてクリーンセンターへ持ち込む。または、パソコンリサイ
クル法による処理方法により、製造業者へ回収を依頼してください。

パソコンのモニター 粗大ごみ
「粗大ごみ」としてクリーンセンターへ持ち込む。または、パソコンリサイ
クル法による処理方法により、製造業者へ回収を依頼してください。

バッグ しげんごみ（古着類）
使用に耐えないもので金属がついているものは「もえないごみ」、金属
がついていないものは「もやすごみ」。1辺の長さが50cm以上のものは
「粗大ごみ」。

バッテリー（家電用） もえないごみ
自動車、2輪車のバッテリーは、販売店か専門処理業者に処理を依頼
してください。町でも年1回有料引取りを行います。

バット 粗大ごみ
発泡スチロール もやすごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
花火（使用済み） もやすごみ 火が消えたのを確認してください。未使用のものは「持ち込みごみ」。
歯磨き粉のチューブ もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
パラソル 粗大ごみ

針（医療用は除く） もえないごみ
医療用は、受入不可。かかりつけの医療機関に処理を依頼してくださ
い。医療用以外の針は、紙で包んで「針」と書いてください。

針金 もえないごみ
ハンガー（木・プラスチック製） もやすごみ 金属製のもの、金属がついたものは、「もえないごみ」。
半田こて もえないごみ
ハンマー もえないごみ 長さが50cm以上のもの、または10kg以上のものは「粗大ごみ」。
ピアニカ もえないごみ
ピアノ 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
ビーチサンダル もやすごみ
ビーチパラソル 粗大ごみ
ビールびんのふた もえないごみ
ピクニックテーブル 粗大ごみ
ひげそり もえないごみ 紙で刃の部分を包んでください。
ビデオカメラ もえないごみ 電池は取り外してください。
ビデオテープ もやすごみ
ビデオデッキ もえないごみ 10kg以上のものは「粗大ごみ」。

ビニールシート 粗大ごみ
農業で使用したものはＪA、または販売店か専門処理業者に処理を依
頼してください。

ビニールテーブルクロス もやすごみ
ビニール袋 もやすごみ
百科事典 しげんごみ（雑誌）
ファイル（紙・プラスチック製） もやすごみ 金属がついたものは「もえないごみ」。
ファンヒーター 粗大ごみ 必ず燃料は抜いてください。
フィルム（写真用） もやすごみ
封筒 しげんごみ（ざつ紙） 宛名部分等の個人情報を切り取るなどして出してください。
プール（幼児用） もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
笛（竹・木・プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
フォーク（木・プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
ふすま 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
筆箱（木・プラスチック製） もやすごみ 金属がついたものは「もえないごみ」。
布団 粗大ごみ
布団干し台 粗大ごみ コンクリートがついたものは、コンクリート部をはずす。
フライパン もえないごみ
ブラインド 粗大ごみ
プランター（金属・陶磁器製） もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
プランター（プラスチック製） もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。

プリンター もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のもの、または10kg以上のものは「粗大ごみ」。

ブルーシート 粗大ごみ
農業で使用したものはJA、または販売店か専門処理業者に処理を依
頼してください。

ブレスレット もえないごみ
フローリング 受入不可 専門業者に処理を依頼してください。
風呂釜 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。

ブロック 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。町でも年1回有料
引取り（少量のもので50kg程度まで）を行います。

フロッピーディスク もやすごみ
風呂フタ 粗大ごみ
文鎮 もえないごみ
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索引 品　　名 分類 備　　考
ヘアースプレー缶 もえないごみ 必ず使い切ってください。
ベッド 粗大ごみ
ペット砂 もやすごみ 不燃材質のものは「もえないごみ」。

ペットボトル しげんごみ
中を空にし、洗ってください。キャップとラベルをはずし、ステーションに
設置されている青色のネット袋に入れてください。

ペットボトルのふた もやすごみ
ペットボトルのラベル もやすごみ
ベッドマットレス 粗大ごみ 取り替える際に業者に引き取ってもらってください。
ベニヤ板 もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
ベビーカー 粗大ごみ
ベビーバス 粗大ごみ
ベビーフェンス 粗大ごみ
ヘルスメーター もえないごみ 電池は取り外してください。
ベルト しげんごみ（古着類） 使用に耐えないもので金属部品がある場合は「もえないごみ」。
ヘルメット もえないごみ
ペンキ缶（18リットル以上） 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。

ペンキ缶（18リットル未満） もえないごみ
必ず中身は空にして、フタを外し指定の「しげんごみ」袋に入れて出し
てください。

便器 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。町でも年1回有料
引取り（少量のもので50kg程度まで）を行います。

便座 もえないごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
弁当箱（紙・プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。

ホイール(車） 粗大ごみ
タイヤ付は受入不可。販売店か専門処理業者に処理を依頼してくださ
い。町でも年1回有料引取りを行います。

ボイラー 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
棒（木製） もやすごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
棒（金属製） もえないごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
望遠鏡 もえないごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
ほうき もやすごみ 長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
包装紙 しげんごみ（ざつ紙） 汚れのあるものは「もやすごみ」。
防虫剤のスプレー もえないごみ 必ず使い切ってください。
包丁 もえないごみ 紙で刃の部分を包んでください。
ボウル（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
ホース もやすごみ 長さは1.5m以下に切ってください。1.5m以上のものは「粗大ごみ」。
ホースリール 粗大ごみ ホースは外してください。ホース付は「粗大ごみ」。
ボール（スポーツ用品） もやすごみ 空気の抜けるものは、抜いてください。
ボールペン もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
ボタン（木・プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。

ボタン電池 持ち込みごみ
クリーンセンター、環境安全課（役場2階）、B&G海洋センターへ直接お
持ちください。

ホッチキス もえないごみ
ポット もえないごみ
ホットカーペット 粗大ごみ
ホットプレート もえないごみ
ボトル（酒・ウイスキー） しげんごみ（ビン） 中を空にし、洗ってください。フタと分けて出してください。
哺乳びん（プラスチック製） もやすごみ ガラス製のものは「もえないごみ」。
ポリタンク 粗大ごみ 必ず中身を空にしてください。
保冷剤 もやすごみ
本棚 粗大ごみ
麻雀パイ もやすごみ
麻雀マット 粗大ごみ
マイク もえないごみ
まくら もやすごみ 1辺の長さが50cm以上のものは「粗大ごみ」。
まな板 もやすごみ
マニキュアビン もえないごみ
ミキサー・ジューサー もえないごみ
ミシン 粗大ごみ 10kg以下のものは「もえないごみ」。
ミニコンポ 粗大ごみ 10kg以下のものは「もえないごみ」。
虫かご（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
虫めがね もえないごみ
虫除けスプレー もえないごみ 必ず使い切ってください。
めがね もえないごみ レンズとフレームがプラスチック製ならば「もやすごみ」。
メジャー もえないごみ 布製、ビニール製のものは「もやすごみ」。
毛布 粗大ごみ
モップ（柄付モップ） 粗大ごみ 長さが50cm以下のものは「もやすごみ」。
物干し竿 粗大ごみ
物干し台 粗大ごみ
物干し台の土台（コンクリート製） 受入不可 町で年1回有料引取り（少量のもので50kg程度まで）を行います。

や やかん もえないごみ

湯たんぽ（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
湯呑み茶碗 もえないごみ
湯沸し器 粗大ごみ 自己改修のみ　※
浴槽 受入不可 販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。
よしず 粗大ごみ
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索引 品　　名 分類 備　　考

ライター もえないごみ
使い切ってからライターだけを透明な袋に小分けして「しげんごみ袋」
に入れて出してください。

ラケット（木・プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
ラジオ もえないごみ 電池は取り外してください。
ラジカセ もえないごみ 電池は取り外してください。10kg以上のものは「粗大ごみ」。
ラップ もやすごみ 金属刃は取り外してください。
ラップの刃（プラスチック製） もやすごみ 金属製のものは「もえないごみ」。
ラムネビン しげんごみ（ビン） 中を空にし、洗ってください。
ランドセル しげんごみ（古着類）
ランプ もえないごみ 必ず燃料は空にしてください。
リモコン（家電用) もえないごみ 電池は取り外してください。
リヤカー 受入不可 専門処理業者に処理を依頼してください。

リュックサック しげんごみ（古着類）
使用に耐えないもので金属がついているものは「もえないごみ」、金属
がついていないものは「もやすごみ」。１辺の長さが50cm以上のものは
「粗大ごみ」。

ルーズリーフ もやすごみ バインダーは「もえないごみ」。
ルームランナー 粗大ごみ

冷蔵庫 受入不可
購入もしくは買い換える販売店で、料金を支払い処理を依頼してくださ
い。家電リサイクル法の対象品。

冷凍庫 受入不可
購入もしくは買い換える販売店で、料金を支払い処理を依頼してくださ
い。家電リサイクル法の対象品。

冷風機 受入不可
冷媒回収後であればクリーンセンターで受入れ出来ます。冷媒回収は
専門処理業者に依頼してください。

レーザーディスク盤 もやすごみ
レーザーディスクプレーヤー 粗大ごみ
レコード盤 もやすごみ
レコードプレーヤー 粗大ごみ

レジ袋 もやすごみ
マイバッグなどを使って、なるべくレジ袋はもらわないようにしてくださ
い。

レンガ 受入不可
販売店か専門処理業者に処理を依頼してください。町でも年1回有料
引取り（少量のもので50kg程度まで）を行います。

レンジフード 粗大ごみ 自己改修のみ。　※
レンズ もえないごみ
練炭 持ち込みごみ 家庭用で少量であれば、受入れ可。
ローソク もやすごみ
ロープ もやすごみ 50cm以下に切ってください。50cm以上は「粗大ごみ」。
ローラースケート もえないごみ
ロッカー 粗大ごみ
ワープロ 粗大ごみ
ワイパー もえないごみ
輪ゴム もやすごみ
ワックスの缶 しげんごみ（カン） 中を空にし、洗ってください。
腕章 もやすごみ
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3Ｒにご協力を

お願いします。 

ごみの減量、資源化を推進して、焼却する量を減らすことが CO2 の削減に繋がります。 

皆様一人ひとりが暮らしの中でごみを発生させない工夫を行うことが大切です。 

3R 
① Reduce 【リデュース】 

必要以上に買わないなど、ごみの発生を 

抑えること 

② Reuse  【リユース】 
使えるものは使える人に譲ったりするなど、 

再使用すること 

③ Recycle【リサイクル】 資源として再生利用すること 

玉村町マスコット

「たまたん」


