
品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

た
行

双眼鏡 複合素材 素材により分別 金属製は金物類。プラ製は金属等を取り外
し燃やすごみ

雑巾 布・不織布 燃やすごみ
掃除機 電化製品 廃家電
掃除機用ごみパック 紙 燃やすごみ
ぞうり プラスチック 燃やすごみ サンダル・スリッパ・雪駄欄を参照

ソース（市販品）の容器 プラマークあり 容器プラ
中をゆすぐ。ふたも容器プラ、ソースを入
れるために買ってきた容器は材質ごとに分
別

ソーラー温水器 大型ごみ 粗大ごみ 工事業者引取りが原則
ソケット（電球用） 複合素材 燃やすごみ 電球は外す
ソファー 大型ごみ 粗大ごみ

ソフトボール
グローブ・ボール 燃やすごみ

バット 金物類・燃やすごみ 金属製は金物類。木製は専用袋に入れば燃
やすごみ

そり 大型ごみ 粗大ごみ
算盤（そろばん） 木・プラスチック 燃やすごみ

た

体温計
水銀式 有害ごみ
電子式 廃家電 デジタル体温計

台紙 紙 紙製容器 クリーニングについてきたものは燃やすごみ
体脂肪計 電化製品 廃家電

体重計
金属製

金物類
金属・プラ複合品
デジタル計 廃家電

タイツ 衣類 古布
台所マット（床用） ナイロン・布 燃やすごみ
耐熱ガラス ガラス 埋立
タイマー 電化製品 廃家電 電池は取り除く

タイヤ
自転車・一輪車用 粗大ごみ 金属は金物類
自動車用 粗大ごみ

タイヤチェーン
金属 金物類
ゴム・非金属 粗大ごみ

タイヤチューブ ゴム 粗大ごみ
タイヤホイール アルミ・鉄 金物類 タイヤから外して出す
太陽熱温水器 大型ごみ 粗大ごみ

タイル 石板 埋立 家屋の解体ごみは解体業者に引取ってもら
う

ダイレクトメール 紙 雑紙・燃やすごみ
親展などのハガキにラミネート加工してあ
る二つ折りや三つ折りの圧着ハガキは燃や
すごみ

田植え機 大型ごみ 金物類 中平商店（電話）35-2011 に相談を

タオル 布 古布 油・泥・ペンキなどで汚れたものは燃やす
ごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

た
行

タオル掛け
木・竹
プラスチック 燃やすごみ

金属 金物類
タオルケット 布 古布
卓上コンロ 金属 金物類 カセットコンロのこと
竹串 竹 燃やすごみ 専用袋に穴があかないよう注意

竹ぼうき 本体 粗大ごみ 竹を締める針金がついているので燃やすご
みには出せない

凧（たこ） 紙・木・竹
プラスチック 燃やすごみ

畳 大型ごみ 粗大ごみ 山林や畑に野積みをすると不法投棄になり
ます

脱衣籠（だついかご） 木・竹・籐
プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ

宅急便（宅配業者が付し
た容器包装）

紙 雑紙 袋の内側にプラスチックの緩衝材が付いて
いる封筒は燃やすごみ

プラスチック 燃やすごみ

配送のために宅配業者が付した容器や包装
は、「配送」という役務（サービス）の提
供に伴う容器包装であるので、再商品化義
務の対象にはならない。ただし、通信販売
に用いられる容器や包装は再商品化義務の
対象になる

卓球用品 球・ラケット・ラバー 燃やすごみ

脱酸素剤 薬剤入り小袋 埋立 穀物などの鮮度を保持する脱酸素剤、主成
分は鉄の粉

脱脂綿 綿 燃やすごみ

脱臭剤

スプレー缶 金物類 ふたは容器プラ。必ず穴をあける。穴あけ
は屋外の火気のない場所で行う

靴・かばんの乾燥剤
など 燃やすごみ

プラマークあり 容器プラ ふたと容器は容器プラ。炭（固形物）は燃
やすごみ

タッパー（食品などを入
れる密閉容器）

金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ

建具 大型ごみ 粗大ごみ

棚
木・竹
プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ。金属類

は氏名記入荷札を付けて自治会ごみ収集庫
へ金属 金物類

煙草（たばこ）
吸殻 燃やすごみ
外装フィルム 容器プラ
紙箱 紙製容器 銀紙も紙容器

足袋（たび） 布 古布

卵パック
紙マークあり 紙製容器 紙マークがなければ雑紙
プラスチック 容器プラ

玉ねぎネット袋 プラスチック 容器プラ 果物・野菜のネット袋（発泡スチロール製
含む）はすべて容器プラ
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たらい
木・プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないもの・金属が外れないも

のは粗大ごみ
金属 金物類

樽（たる） 木・プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ又は直接
搬入

たわし

亀の子だわし 埋立
アクリル 燃やすごみ
金属 金物類
金属・プラ混合 埋立

単行本 紙 雑紙
タンス 大型ごみ 粗大ごみ

タンス防虫・防湿シート シート・プラスチッ
ク 燃やすごみ

ダンボール 紙 ダンボール
ち

チェーン・鎖（くさり） 金属・プラスチック 金物類・燃やすごみ 金属製はプラスチックを取外して金物類。
プラスチック製は燃やすごみ

地下足袋 靴 燃やすごみ
地球儀 複合品 粗大ごみ 分解できれば材質で分別
チャイルドシート 大型ごみ 粗大ごみ リサイクル店を利用しましょう
茶器（ちゃき） 陶器 埋立 薄茶を入れておく容器のこと。急須と同じ

茶漉し（ちゃこし）
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ

茶だんす 大型ごみ 粗大ごみ

チャッカマン
本体 有害ごみ 安全のためガス抜きを原則とする
着火口 金物類

茶筒
木・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類

茶碗
木・プラスチック 燃やすごみ
陶器 埋立

注射器 危険物 収集しない 感染の危険があるため注射針等の鋭利なも
のは医療機関で引取ってもらう

チューブの容器・ふた
プラスチック 容器プラ マヨネーズ・わさび・歯磨きなど、チュー

ブは中を洗う
金属 埋立 塗り薬の容器など。ふたは容器プラ

彫刻刃
刃 金物類 空き缶などに入れる
柄 燃やすごみ 刃を取り除く

銚子（ちょうし） 陶器 埋立 徳利と同じ。長い柄のついた金属製・木製
の器は材質で分別

提灯（ちょうちん）
金属 金物類

電球は埋立
竹・プラスチック 燃やすごみ

調味料の容器

缶 アルミ缶・金物類

中をきれいに洗う。素材ごとに分別
びん びん類
プラマークあり 容器プラ
ペットマークあり ペットボトル

チョーク 本体 埋立



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス
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チョコレートの包み
外包装・箱 紙製容器 あり
銀紙 埋立
ビニール 容器プラ

チラシ（広告） 紙 雑紙
ちり紙 紙 燃やすごみ

塵取り（ちりとり）
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ

つ

通信販売の容器包装
紙 紙製容器 通信販売に用いられる容器や包装は再商品

化義務の対象になる。紙は紙製容器、ビニー
ル・プラスチックは容器プラプラスチック 容器プラ

通知文書 紙 雑紙
通帳 紙 燃やすごみ 不正使用を避けるため細かく切って出す

杖（ステッキ）
木・竹・プラスチッ
ク 燃やすごみ

金属 金物類
使い捨てカイロ 本体 燃やすごみ

使い捨てカメラ プラスチック 収集しない インスタントカメラ（カメラ付きフィルム）
販売店へ

使い捨てライター 点火器具 有害ごみ 安全のためガス抜きを原則とし、金属は金
物類へ

机 大型ごみ 金物類・粗大ごみ 金属製は金物類。リサイクル店を利用しま
しょう

漬物石（市販品） 大型ごみ 粗大ごみ

漬物桶
木・プラスチック 燃やすごみ

専用袋に入らないものは粗大ごみ
陶器 埋立

突っ張り棚 金属 金物類 プラスチックは外して袋に入れば燃やすご
み。分解できなければ粗大ごみ

突っ張り棒 プラスチック 燃やすごみ 芯が金属のものは金物類。専用袋に入らな
いものは粗大ごみ

つなぎ 衣類 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ

壷（つぼ）
金属 金物類
陶器 埋立

爪楊枝（つまようじ） 木・竹 燃やすごみ
積み木 木・プラスチック 燃やすごみ
詰替え容器
（シャンプー・洗剤等） プラスチック 容器プラ 中を洗う

爪切り 金属 金物類

釣り用品

竿：カーボン
グラスファイバー 粗大ごみ（無料）

竿：竹
プラスチック 燃やすごみ
糸
針 金物類 空き缶などに入れる
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て

T字かみそり
金属 金物類

プラスチック 有害ごみ 刃が取り外せないプラスチック製のかみそ
り

Tシャツ 衣類 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ

ティーパック
お茶・パック 燃やすごみ
紙箱・個袋 紙製容器
ビニール 容器プラ

DVD 光ディスク・ケース 燃やすごみ 切断するなどの情報漏洩防止対策を
DVDプレーヤー 電化製品 廃家電
テーブル 大型ごみ 粗大ごみ

テーブルクロス
布 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ
ビニール 燃やすごみ

テーブルタップ 金属・プラスチック 金物類 差し込み口がたくさんある電気コンセント
のこと

手鏡

木柄・プラスチック
柄 燃やすごみ

鏡の下にシートを敷き、鏡に布を当ててか
なづちで軽くたたき割って分別金属柄 金物類

鏡 埋立
手提げ金庫 金属 金物類 プラスチックは取り除き燃やすごみ

手提げ袋
紙 紙製容器
布 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ
ビニール 燃やすごみ

デジタルカメラ 電化製品 廃家電 リサイクル店を利用しましょう
デジタル体温計 プラスチック 廃家電
デジタルはかり 電化製品 廃家電
デスクマット プラスチック 燃やすごみ

手帳
紙 燃やすごみ
カバー 燃やすごみ 金属は取り除く
金属 金物類

デッキブラシ 木製・プラ製 燃やすごみ 専用袋に入らないものは切断する。切断で
きなければ粗大ごみ又は直接搬入

ティッシュペーパー
紙 燃やすごみ
箱 紙製容器 取り出し口のビニールを取る
ビニール 容器プラ 個袋、取り出し口にビニール

鉄板（バーベキュー用） 金属 金物類
鉄棒（家庭用） 大型ごみ 金物類 氏名を記入した荷札を付けて出す

テニス用品

ガット（網）
燃やすごみボール

ラケット（木）
ラケット（カーボン） 粗大ごみ（無料）

手袋
革・ナイロン
ビニール 燃やすごみ

綿・毛糸 古布 作業用は燃やすごみ
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テレビ 家電リサイクル対象
品 収集しない 家電 6 品目のページ参照

テレビゲーム機
電化製品

廃家電 リサイクルショップを利用しましょう
ソフト

テレビ台 大型ごみ 粗大ごみ
テレフォンカード プラスチック 燃やすごみ
電気あんか 電化製品 粗大ごみ（有料家電）
電気カーペット 電化製品 粗大ごみ（有料家電）
電気コード 電化製品 金物類
電気こたつ 電化製品 粗大ごみ（有料家電） コードは付けたままでよい
電気炊飯器 電化製品 廃家電

電気スタンド 電化製品 廃家電 蛍光管・電球は取り除き、蛍光管は有害ご
み、電球は埋立

電気ストーブ 電化製品 廃家電
電気ヒゲソリ・シェー
バー 電化製品 廃家電 乾電池は取り除く

電気ポット 電化製品 粗大ごみ（有料家電）
電気毛布 電化製品 粗大ごみ（有料家電）

電球 電球 埋立 電球形蛍光管は有害な水銀が使われている
ので有害ごみ

電子蚊取り器
電化製品 粗大ごみ（有料家電）
液体容器 容器プラ 液体は使い切る
マット 燃やすごみ

電子ジャー 電化製品 廃家電
電子手帳 電化製品 廃家電
電子ピアノ 電化製品 廃家電
電子レンジ 電化製品 廃家電
電線 金属 金物類 裸電線も金物類
天体望遠鏡 大型ごみ 粗大ごみ
電卓 電池式・電気式 廃家電

電池 危険物 有害ごみ
ニカド・ニッケル水素・リチウムイオン電
池は役場に設置してある回収ボックスへ入
れる。端子にテープを張って絶縁する

点滴容器 びん・プラスチック 埋立 中身を全部使い切る。注射針は感染の危険
があるため医療機関へ

テント（小型） プラスチック 燃やすごみ 支柱は金物類。大型は粗大ごみ
電動カー・電動車椅子 高齢者・身障用 粗大ごみ
電動工具 電化製品 廃家電
電動自動車（小児用） 大型ごみ 粗大ごみ

電灯カバー
ガラス 埋立

蛍光管は有害ごみ。電球は埋立
プラスチック 燃やすごみ

電動歯ブラシ 電化製品 廃家電 電池は取り除く
てんぷらガード アルミ箔 埋立

てんぷら油
油 燃やすごみ 紙などに染込ませるか、凝固剤を使用する
漉し器 金物類 油を入れたまま出さない。洗剤で洗う

電話器 電化製品 廃家電
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電話帳 紙 雑紙 できるだけ配達業者に引取ってもらう
と

トイレコーナー（汚物入）
金属 金物類

中を洗って出す
プラスチック 燃やすごみ
陶器 埋立

トイレの芳香（消臭）剤
陶器 埋立
プラスチック 容器プラ ふた・容器
ろ紙（紙以外） 燃やすごみ

トイレ用品

スリッパ 燃やすごみ
掃除用ブラシ 燃やすごみ 便をつけたまま出さない
ペーパーの芯 雑紙
ペーパーホルダー 金物類・燃やすごみ 金属は金物類。プラスチックは燃やすごみ
ペーパーホルダーの
芯 燃やすごみ

便座 粗大ごみ
便座カバー・マット 燃やすごみ
ホルダーカバー 燃やすごみ

陶器（陶磁器） 陶器 埋立
磁器は岩石が主原料、陶器は土が主原料。
この一覧表では文字数の制限から陶器で統
一

籐製品（とうせいひん） 籐
燃やすごみ 小さいものは燃やすごみ
粗大ごみ 燃やすごみ袋に入らないものは粗大ごみ

銅製品 金属 金物類

動物死体

家畜以外（犬・狸・鳥・
猫・ハクビシンなど） 燃やすごみ

私道・住宅・空き地等に飼い主不明の動物
の死体がある場合は、土地の所有者（管理
者）が自らの責任で処理することが法律上
原則になっています。家畜は産業廃棄物で
す。家畜以外の動物死体は一般廃棄物です
ので燃やすごみに出してください。
問合せ先：家畜→役場産業建設課、家畜以
外→役場環境課

ペット（犬・猫） 村に埋葬墓地があります。役場環境課（電
話）35-9057 へお問合せください

動物用のトイレ砂
鉱物 埋立 焼却灰専用袋には入れない
紙製・木くず製 燃やすごみ

豆腐パック 容器プラ

灯油タンク
プラスチック 燃やすごみ 灯油は完全に抜き取る。ポリタンクは袋に

入れば燃やすごみ、袋に入らないものは粗
大ごみ。金属製は金物類金属 金物類

灯油ポンプ プラスチック 燃やすごみ 電池式は電池を取り除く
トースター 電化製品 廃家電

時計 電化製品 廃家電 木製箱時計は粗大ごみ（有料家電）電池は
取り除く

戸棚 大型ごみ 粗大ごみ

トタン
金属 金物類 専用袋に入らないもは氏名を記入した荷札

を付けて出す
プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ
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ドッグフードの袋 紙マークあり 紙製容器
徳利（とっくり） 陶器 埋立

トナー容器 プラスチック 容器プラ 家電量販店等にある回収ボックスをご利用
ください

土鍋 陶器 埋立
土瓶 陶器 埋立
ドライバー 金属 金物類
ドライヤー 電化製品 粗大ごみ（有料家電）

ドラム缶 大型ごみ 金物類 河野・中平商店（電話）35-2011 に相談
を

トランク 大型ごみ 粗大ごみ
トランシーバー 電化製品 廃家電 電池は取り除く
トランプ 紙・プラスチック 燃やすごみ

鳥かご
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ

取り灰 草木の灰 埋立 焼却灰専用袋で出す
塗料 油 燃やすごみ 新聞紙や古布に染み込ませて燃やすごみ
塗料の容器 缶 金物類 塗料が固まって取れないものは粗大ごみ

ドリンク剤
びん びん類 中をゆすぐ。口元の色で透明・茶色・その

他に分別、金属の輪は外さなくて良い
ふた アルミ缶・金物類 手で曲げられるものはアルミ缶

トレー（盆）
木・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類
ガラス 埋立

トレイ（食料品用） プラスチック 容器プラ
刺身や惣菜用発泡スチロールは容器プラ。
できるだけ店頭回収へ（納豆容器を除く・
色つきも出せる）

トレーナー 衣類 古布
トレーニング器具 スポーツ用品 粗大ごみ 金属製品は金物類
ドレッサー 大型ごみ 粗大ごみ 鏡が付いた化粧箪笥（けしょうだんす）

ドレッシングの容器
金属 アルミ缶・金物類 手で曲げられるものはアルミ缶
びん びん類

中をゆすぐ
プラスチック 容器プラ

トロフィー 複合品 金物類・燃やすごみ 金属は取り除き、プラスチックは燃やすご
み

トンカチ 金属 金物類

トング（料理取分け専用
調理器具）

金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ 金属バネは取り除く

どんぶり 陶器 埋立
な

ナイフ 金属 金物類 刃は紙や布などで巻く

ナイロン製衣類

ウィンドブレーカー 燃やすごみ
合羽（カッパ） 燃やすごみ
スキーウエア 古布
水着 古布




