
How to use Tamano City Garbage Separation App 玉野市ごみ分別アプリの使い方 

 

１．Top page  トップページ

 

 

２．① Garbage separation list page ごみ分別一覧ページ
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① Search Box: Extracts items in the list. 検索ボックス：リストの項目を抽出します。 

② Garbage separation list: Click an item to see the details of the garbage. 分別リスト：項

目をクリックするとごみの詳細が表示されます。 

３．② Garbage collection calendar page ごみ収集カレンダーのページ 

 

 

① District selection: Tap to change the district. (After changing the district you live in, add 

it to your browser's "favorites" and open it from "favorites" so that you can open it from the 

changed district next time.) 地区選択：タップすると地区を変更できます。（お住まいの地

区の変更後、お使いのブラウザの「お気に入り」に追加し、「お気に入り」から開くことで、

次回より変更した地区から開くことができます。） 地区選択：タップすると地区を変更で

きます。 

② Previous month button: Displays the calendar of the previous month. 前の月ボタン：前

の月のカレンダーを表示します。 

③ Next month button: Displays the calendar for the next month. 次の月ボタン：次の月の

カレンダーを表示します。 
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４．③ Garbage / recycling map page ごみ・リサイクルのマップページ 

 

 

① Select a map to display: Tap to change the registered map. 表示するマップを選択：タ

ップすると登録されているマップを変更できます。 

 

① 



The registered map is (as of June 2022) 登録されているマップは、（令和 4 年６月時点） 

 ・Used cloth, waste cooking oil recovery base 古布、廃食用油回収拠点 

 ・Installation location of small household appliances collection box 小型家電回収 BOX 設

置場所 

 ・Small rechargeable battery, button battery Recycling box installation location 小型充電

式電池、ボタン電池リサイクル BOX 設置場所 

 ・Ink cartridge recycling BOX installation location インクカートリッジリサイクル BOX

設置場所 

 ・Abandoned motorcycle dealer (General Incorporated Association National Federation of 

Light Vehicle Associations)  廃二輪車取扱店（一般社団法人 全国軽自動車協会連合

会） 

 ・Fire extinguisher recycling specific window (from Fire Extinguisher Recycling Promotion 

Center) 消火器リサイクル特定窓口（消火器リサイクル推進センターより） 

 ・玉野市有料指定袋取扱店 

 

５．④ Tamano City Paid Designated Garbage Bag Dealer 玉野市トップ：玉野市公式ホー

ムページ TOP を表示します。 

６．⑤ Tamano City Garbage Separation Dictionary: Displays the Tamano City Garbage 

Separation Dictionary (April 2022). 玉野市ごみ分別辞典：玉野市ごみ分別辞典（令和

4 年 4 月）を表示します。 

７．⑥ How to use: Shows how to use the Tamano City Garbage Separation App. 使い方：

玉野市ごみ分別アプリの使い方を表示します。 
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