
      受け入れできない廃棄物処理例

塩谷広域圏外ででたごみ

(一財)家電製品協会 家電リサイクル券センターにご確認ください。

燥機（家電リサイクル法に基づくもの)

指定引取場所にご確認下さい。

小型家電で処理する際は、各市町環境課にご確認下さい。

パソコンメーカーにご確認下さい。

農薬、劇薬、薬品類 販売店、購入店、メーカーにご相談下さい。

廃油類 ガソリンスタンド、ディーラー、整備工場、カーショップにご相談下さい。

（ガソリン、灯油、軽油、オイル等）

火薬 販売店、購入店にご相談下さい。

銃弾

(未使用、不発)

金属粉 販売店、購入店、メーカーにご相談下さい。

粉末等)

シンナー、塗料類 中身の溶液を飛ばしてお持込下さい。

ガスボンベ類

(LPガス、プロパンガス等)

消火器 販売店、購入店にご確認下さい。

消火器リサイクル推進センターにご確認下さい。

(TEL 03-5829-6773、HP https://www.ferpc.jp/)

自動車・バイク及びそのパーツ、 ディーラー、整備工場、カーショップにご相談下さい。

バッテリー (公財)自動車リサイクル促進センターにご確認下さい。

(自動車 050-3786-7755、二輪車 050-3000-0727、HP https://www.jarc.or.jp/)

グランドピアノ

浴槽(ホーロー製)

農業用機械、農業使用のビニー

ル等(農業使用のもので、産廃に (公社)栃木県産業資源循環協会に最寄の処理業者をご確認下さい。

なるもの)

産業廃棄物にあたるもの

(TEL 028-612-8016)

買換え、リフォーム、解体の際併せて業者にご相談下さい。

金属専門業者にご相談下さい。

農協、産業廃棄物処理業者にご確認下さい。

(TEL 028-612-8016)

産業廃棄物処理業者にご確認下さい。

(公社)栃木県産業資源循環協会に最寄の処理業者をご確認下さい。

購入店が存在しない場合は、(一社)栃木県LPガス協会にご相談下さ

ピアノ買取業者(ヤマハ、タケモト、ユニオン楽器等)、リサイクル業者にご相談下さい。

リサイクル法に基づくもの） (一社)パソコン3R推進協会のHPをご確認下さい。(http://www.pc3r.jp/)

銃砲店、管轄警察署にご相談下さい。

射撃場でご自身で発砲処理して下さい。

(アルミニウム粉末、マグネシウム

販売店、購入店にご確認下さい。

（資源有効利用促進法、小型家電

指定引取場所（県央～県北） 連絡先

 岡山県貨物運送㈱宇都宮営業所  028－656－1981

 ㈱堀江ソーケン簗瀬倉庫  028－634－3367

 NNY㈱那須事業所  0287－29－2777

 栃木県北通運㈱中央事業所  0287－36－1121

パソコン、PC用ディスプレイ類

区分 処理例

ごみが発生した自治体の環境課、処理施設にご確認下さい。

テレビ、エアコン、冷蔵庫、衣類乾

(TEL 0120-319640、HP http://www.rkc.aeha.or.jp/)



● 受け入れできない廃棄物の区分

木製）、建築廃材等（※産業廃棄物については、「産業廃棄物一覧」を参照下さい。）

※あくまで一例になります。受け入れできないもの全てを記載しているわけではございません。

自動車・バイク本体、タイヤ（ホイール含む）、ドア、バンパー、ハンドル、エアロパーツ、座席等

※カーナビ、ホイールカバー、キャリアー等は搬入可。

　 自転車、一輪車、手押し車のタイヤは搬入可。

トラクター、田植え機、コンバイン及びその部品類、ビニールハウス（骨組み含む）、苗箱、肥料袋、

機械では難しいもの、特別な処理が必要

(大きすぎたり、硬く破砕・切断が当施設の

⑪産業廃棄物

⑩農業用機械等

となるもの等)

区分 主な廃棄物

⑨処理困難物

⑦危険性のあるもの

⑤有害性のあるもの

（資源有効利用促進法、小型家電リサイク

ル法に基づくもの）

デスクトップパソコン、ノートパソコン、パソコン用CRTディスプレイ、パソコン用液晶ディスプレイ（チューナー

※マウス、キーボード、インクジェット式プリンター、外付けHDD等の周辺機器は搬入可。

LPガス・プロパンガス等のボンベ類、バッテリー、消火器等

　 家庭で使用した食用油は、固化または新聞紙等に染み込ませれば搬入可。

※未使用のマッチ、花火、発炎筒は十分に湿らせて少量ずつなら搬入可。

廃油（灯油、軽油、ガソリン、オイル等）、火薬、シンナー、塗料、金属粉末等

②特別管理一般廃棄物

隣接都市のごみ類（宇都宮市上河内地区・河内地区、那須烏山市、大田原市等が多い）

エアコン（室外機含む）、テレビ、洗濯機、乾燥機（衣類用）、冷蔵庫、冷凍庫、ワインセラー

PCB使用製品、感染性廃棄物

③特定家庭用機器廃棄物

（家電リサイクル法に基づくもの）

①塩谷広域圏外ででたごみ

の有無に関係なく）、パソコン一体型ディスプレイ等

④パソコン、ディスプレイ

事業所で使用していた金属製の机・椅子、工場等で使っている機械類、蛍光灯、梱包材、パレット（プラ製、

農薬、劇薬等

※ペットのトイレ砂、鉢植えの土は少量ずつなら搬入可。

　 浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥等はし尿処理施設にて処理可。

庭石、砂利等

防草シート、農薬等のビン類等

※農業に伴い出たごみは、一般の会社と同じく産業廃棄物にあたるものは搬入不可。

グランドピアノ、浴槽（ホーロー製）、石綿・石綿含有製品、グラスウール

※グラスウールなど通常建築廃材としてでるものは、DIYの範囲内ででたものならば少量ずつ搬入可能。

⑥引火性・爆発性のあるもの

⑧土砂、汚泥

⑨自動車・バイク及びそれらの部品



● 産業廃棄物一覧表
業種指定

燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残渣。 無

排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、洗車

場汚泥、建設汚泥等。

廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油等。 無

写真定着排液、廃硫酸・塩酸等、有機廃酸類等全ての酸性廃液。 無

写真現像排液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等全てのアルカリ性廃

液。

廃プラスチック類 合成樹脂・繊維・ゴムくず等全ての合成高分子系化合物。 無

ゴムくず 生ゴム、天然ごむくず。 無

金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等。 無

ガラスくず、コンクリー

トくず及び陶磁器くず

鉱さい 無

工作物の新築、改築及び除去で発生したコンクリート片、アスファルト

片及びそれに類するもの。

大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に定める施設で発

生するばいじんで、集じん施設で集めたもの。

建設業(工作物の新築、改築及び除去で生じたもの)、パルプ、製紙又

は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から

生じる紙くず。

建設業(紙くずと同様)、木材・木製品又はパルプ製造業、輸入木材の

卸売業及び物品賃貸業から生ずる木片、おがくず、貨物の流通に使

用したパレット等。

建設業(紙くずと同様)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業

から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず。

食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造か

す、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状不要物。

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に

係る固形状不要物。

動物のふん尿 畜産業から排出される牛、豚、めん羊、鶏等のふん尿。 有

動物の死体 畜産業から排出される牛、豚、めん羊、鶏等の死体。 有

以上の産廃を処理する過程で排出されたもの、又は処理の際に用い

たもので、上記の産廃に該当しないもの。

廃アルカリ 無

区分 具体例

汚泥 無

廃酸

ガラス類、コンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モ
無

ルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等。

鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ぼた、不良石炭、粉炭かす等。

がれき類 無

ばいじん 有

紙くず 有

木くず 有

産廃処理物 有

繊維くず 有

動植物性残渣 有

動物系不要固形物 有
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処理例（エコパークしおや～） 

				■ 受け入れできない廃棄物処理例 ウ イ ハイキブツ ショリ レイ

				区分 クブン						処理例 ショリ レイ

				塩谷広域圏外ででたごみ シオ タニ コウイキ ケンガイ						ごみが発生した自治体の環境課、処理施設にご確認下さい。 ハッセイ ジチタイ カンキョウ カ ショリ シセツ カクニン クダ

				テレビ、エアコン、冷蔵庫、衣類乾 レイゾウコ イルイ イヌイ						(一財)家電製品協会 家電リサイクル券センターにご確認ください。 イチ ザイ カデン セイヒン キョウカイ カデン ケン カクニン

				燥機（家電リサイクル法に基づくもの) ソウ キ カデン ホウ モト						(TEL 0120-319640、HP http://www.rkc.aeha.or.jp/)

										指定引取場所にご確認下さい。 シテイ ヒキト バショ カクニン クダ

										指定引取場所（県央～県北） シテイ ヒキト バショ ケン オウ ケン キタ						連絡先 レンラク サキ

										 岡山県貨物運送㈱宇都宮営業所 オカヤマ ケン カモツ ウンソウ ウツノミヤ エイギョウショ						 028－656－1981

										 ㈱堀江ソーケン簗瀬倉庫 ホリエ ヤナセ ソウコ						 028－634－3367

										 NNY㈱那須事業所 ナス ジギョウショ						 0287－29－2777

										 栃木県北通運㈱中央事業所 トチギ ケンホク ツウウン チュウオウ ジギョウショ						 0287－36－1121

				パソコン、PC用ディスプレイ類 ヨウ ルイ						小型家電で処理する際は、各市町環境課にご確認下さい。 コガタ カデン ショリ サイ カク シチョウ カンキョウ カ カクニン クダ

				（資源有効利用促進法、小型家電 シゲン ユウコウ リヨウ ソクシン ホウ コガタ イエ						パソコンメーカーにご確認下さい。 カクニン クダ

				リサイクル法に基づくもの） ホウ モト						(一社)パソコン3R推進協会のHPをご確認下さい。(http://www.pc3r.jp/) イチ シャ スイシン キョウカイ カクニン クダ

				農薬、劇薬、薬品類 ノウヤク ゲキヤク ヤクヒン ルイ						販売店、購入店、メーカーにご相談下さい。 ハンバイ テン コウニュウ テン ソウダン クダ

				廃油類 ハイユ ルイ						ガソリンスタンド、ディーラー、整備工場、カーショップにご相談下さい。

				（ガソリン、灯油、軽油、オイル等）

				火薬 カヤク						販売店、購入店にご相談下さい。 ハンバイテン コウニュウ テン ソウダン クダ

				銃弾 ジュウダン						銃砲店、管轄警察署にご相談下さい。 ジュウホウ テン カンカツ ケイサツ ショ ソウダン クダ

				(未使用、不発) フハツ						射撃場でご自身で発砲処理して下さい。 シャゲキジョウ ジシン ハッポウ ショリ クダ

				金属粉 キンゾク フン						販売店、購入店、メーカーにご相談下さい。 ハンバイ テン コウニュウ テン ソウダン クダ

				(アルミニウム粉末、マグネシウム フンマツ

				粉末等) コナ マツ トウ

				シンナー、塗料類 トリョウルイ						中身の溶液を飛ばしてお持込下さい。 ナカミ ヨウエキ ト モチコミ クダ

				ガスボンベ類 ルイ						販売店、購入店にご確認下さい。 ハンバイテン コウニュウ テン カクニン クダ

				(LPガス、プロパンガス等) トウ						購入店が存在しない場合は、(一社)栃木県LPガス協会にご相談下さ ソンザイ バアイ イチ シャ トチギケン キョウカイ ソウダン クダ

				消火器 ショウカキ						販売店、購入店にご確認下さい。 ハンバイテン コウニュウ テン カクニン クダ

										消火器リサイクル推進センターにご確認下さい。 ショウカキ スイシン カクニン クダ

										(TEL 03-5829-6773、HP https://www.ferpc.jp/)

				自動車・バイク及びそのパーツ、 ジドウシャ オヨ						ディーラー、整備工場、カーショップにご相談下さい。 セイビ コウジョウ ソウダン クダ

				バッテリー						(公財)自動車リサイクル促進センターにご確認下さい。 コウ ザイ ジドウシャ ソクシン カクニン クダ

										(自動車 050-3786-7755、二輪車 050-3000-0727、HP https://www.jarc.or.jp/) ニリンシャ

				グランドピアノ						ピアノ買取業者(ヤマハ、タケモト、ユニオン楽器等)、リサイクル業者にご相談下さい。 カイトリ ギョウシャ ガッキ トウ ギョウシャ ソウ



				浴槽(ホーロー製) ヨクソウ セイ						買換え、リフォーム、解体の際併せて業者にご相談下さい。 カイカ カイタイ サイ アワ ギョウシャ ソウダン クダ

										金属専門業者にご相談下さい。 キンゾク センモン ギョウシャ ソウダン クダ

				農業用機械、農業使用のビニー ノウギョウ ヨウ キカイ ノウギョウ シヨウ						農協、産業廃棄物処理業者にご確認下さい。 ノウキョウ カクニン クダ

				ル等(農業使用のもので、産廃に トウ						(公社)栃木県産業資源循環協会に最寄の処理業者をご確認下さい。 コウ シャ トチギケン サンギョウ シゲン ジュンカン キョウカイ モヨリ ショリ ギョウシャ カクニン クダ

				なるもの)						(TEL 028-612-8016)

				産業廃棄物にあたるもの サンギョウ ハイキブツ						産業廃棄物処理業者にご確認下さい。 サンギョウ ハイキブツ ショリ ギョウシャ カクニン クダ

										(公社)栃木県産業資源循環協会に最寄の処理業者をご確認下さい。 コウ シャ トチギケン サンギョウ シゲン ジュンカン キョウカイ モヨリ ショリ ギョウシャ カクニン クダ

										(TEL 028-612-8016)

































































受入基準

				● 受け入れできない廃棄物の区分 ウ イ ハイキブツ クブン

				区分 クブン								主な廃棄物 オモ ハイキブツ

				①塩谷広域圏外ででたごみ シオ タニ コウイキ ケンガイ								隣接都市のごみ類（宇都宮市上河内地区・河内地区、那須烏山市、大田原市等が多い） リンセツ トシ ルイ ウツノミヤシ カミカワチ チク カワチ チク ナスカラスヤマシ オオタワラシ ナド オオ

				②特別管理一般廃棄物 トクベツ カンリ イッパン ハイキブツ								PCB使用製品、感染性廃棄物 シヨウ セイヒン カンセンセイ ハイキブツ

				③特定家庭用機器廃棄物 トクテイ カテイヨウ キキ ハイキブツ								エアコン（室外機含む）、テレビ、洗濯機、乾燥機（衣類用）、冷蔵庫、冷凍庫、ワインセラー シツガイキ フク センタクキ カンソウキ イルイ ヨウ レイゾウコ レイトウコ

				（家電リサイクル法に基づくもの） カデン ホウ モト

				④パソコン、ディスプレイ								デスクトップパソコン、ノートパソコン、パソコン用CRTディスプレイ、パソコン用液晶ディスプレイ（チューナー ヨウ ヨウ エキショウ

				（資源有効利用促進法、小型家電リサイク シゲン ユウコウ リヨウ ソクシン ホウ コガタ イエ								の有無に関係なく）、パソコン一体型ディスプレイ等 カンケイ イッタイガタ トウ

				ル法に基づくもの） ホウ モト								※マウス、キーボード、インクジェット式プリンター、外付けHDD等の周辺機器は搬入可。 シキ ソト ヅ トウ シュウヘン キキ ハンニュウ カ

				⑤有害性のあるもの ユウガイ セイ								農薬、劇薬等 ノウヤク ゲキヤク トウ

				⑥引火性・爆発性のあるもの インカセイ バクハツセイ								廃油（灯油、軽油、ガソリン、オイル等）、火薬、シンナー、塗料、金属粉末等 ハイユ トウユ ケイユ トウ カヤク トリョウ キンゾク フンマツ トウ

												※未使用のマッチ、花火、発炎筒は十分に湿らせて少量ずつなら搬入可。 ミシヨウ ハナビ ハツエントウ ジュウブン シメ ショウリョウ ハンニュウ カ

												　 家庭で使用した食用油は、固化または新聞紙等に染み込ませれば搬入可。 カテイ シヨウ ショクヨウ アブラ コカ シンブンシ トウ シ コ ハンニュウ カ

				⑦危険性のあるもの キケンセイ								LPガス・プロパンガス等のボンベ類、バッテリー、消火器等 トウ ルイ ショウカキ トウ

				⑧土砂、汚泥 ドシャ オデイ								庭石、砂利等 ニワイシ ジャリ トウ

												※ペットのトイレ砂、鉢植えの土は少量ずつなら搬入可。 スナ ハチウ ツチ ショウリョウ ハンニュウ カ

												　 浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥等はし尿処理施設にて処理可。 ジョウカ ソウ オデイ ノウギョウ シュウラク ハイスイ オデイ トウ ニョウ ショリ シセツ ショリ カ

				⑨処理困難物 ショリ コンナン ブツ								グランドピアノ、浴槽（ホーロー製）、石綿・石綿含有製品、グラスウール ヨクソウ セイ イシワタ イシワタ ガンユウ セイヒン

				(大きすぎたり、硬く破砕・切断が当施設の オオ カタ ハサイ セツダン トウ シセツ								※グラスウールなど通常建築廃材としてでるものは、DIYの範囲内ででたものならば少量ずつ搬入可能。 ツウジョウ ケンチク ハイザイ ハンイナイ ショウリョウ ハンニュウ カノウ

				機械では難しいもの、特別な処理が必要 キカイ ムズカ トクベツ ショリ ヒツヨウ

				となるもの等) トウ

				⑨自動車・バイク及びそれらの部品 ジドウシャ オヨ ブヒン								自動車・バイク本体、タイヤ（ホイール含む）、ドア、バンパー、ハンドル、エアロパーツ、座席等 ジドウシャ ホンタイ フク ザセキ トウ

												※カーナビ、ホイールカバー、キャリアー等は搬入可。 トウ ハンニュウ カ

												　 自転車、一輪車、手押し車のタイヤは搬入可。 ジテンシャ イチリン シャ テオ グルマ ハンニュウ カ

				⑩農業用機械等 ノウギョウ ヨウ キカイ トウ								トラクター、田植え機、コンバイン及びその部品類、ビニールハウス（骨組み含む）、苗箱、肥料袋、 タウ キ オヨ ブヒン ルイ ホネグ フク ナエ バコ ヒリョウ フクロ

												防草シート、農薬等のビン類等 フセ クサ

												※農業に伴い出たごみは、一般の会社と同じく産業廃棄物にあたるものは搬入不可。 ノウギョウ トモナ デ イッパン カイシャ オナ サンギョウ ハイキブツ ハンニュウ フカ

				⑪産業廃棄物 サンギョウ ハイキブツ								事業所で使用していた金属製の机・椅子、工場等で使っている機械類、蛍光灯、梱包材、パレット（プラ製、 ジギョウショ シヨウ キンゾクセイ ツクエ イス コウジョウ トウ ツカ キカイ ルイ ケイコウトウ コンポウ ザイ

												木製）、建築廃材等（※産業廃棄物については、「産業廃棄物一覧」を参照下さい。） サンギョウ ハイキブツ サンギョウ ハイキブツ イチラン サンショウ クダ

												※あくまで一例になります。受け入れできないもの全てを記載しているわけではございません。 イチレイ ウ イ スベ キサイ











受入基準 (2)

				■ 受け入れできるが制限がある廃棄物 ウ イ セイゲン ハイキブツ

				区分 クブン								状態や形状の制限 ジョウタイ ケイジョウ セイゲン														量の制限 リョウ セイゲン

				①剪定枝、木材 センテイ エダ モクザイ								太さ20cm以上 フト イジョウ								長さ20cm以下の輪切りにする。 ナガ イカ ワギ						4台/日
(軽トラック) ダイ ヒ カル

												太さ20cm未満 フト ミマン				長さ180cm以上 ナガ イジョウ				180cm未満に切る。 ミマン キ

																長さ180cm未満 ナガ ミマン				そのまま搬入可能。 ハンニュウ カノウ

				②木の根 キ ネ								根上20cmにし、土や泥をきれいに落とす。 ネ ウエ ツチ ドロ オ														1株/日（1家庭につき） カブ ヒ カテイ

				③シュロの木 キ								太さ20cm以上 フト イジョウ								長さ20cm以下の輪切りにする。 ナガ イカ ワギ						1本/日
（1家庭につき） ホン ヒ				←現時点での暫定対応。 ゲンジテン ザンテイ タイオウ

												太さ20cm未満 フト ミマン				長さ180cm以上 ナガ イジョウ				180cm未満に切る。 ミマン キ

																長さ180cm未満 ナガ ミマン				そのまま搬入可能。 ハンニュウ カノウ

				④芝生 シバフ								土や泥をきれいに落とす。 ツチ ドロ オ														－

				⑤中身の入った状態のビン、缶、ペットボトル ナカミ ハイ ジョウタイ カン								中身を抜く。（スプレー缶は中身を抜いた後に穴開けも必要。） ナカミ ヌ カン ナカミ ヌ アト アナ ア ヒツヨウ														－

												※マニキュア、ペンキ等中で完全に固まってしまったものはそのままでも可。 トウ ナカ カンゼン カタ カ

				⑥畳 タタミ								－														12畳/日（1家庭につき） ジョウ ヒ カテイ

				⑦むしろ								土や泥をきれいに落とす。 ツチ ドロ オ														10枚/日（1家庭につき） マイ ヒ カテイ

				⑧おむつ(家庭で使用したもの、事業で使用 カテイ シヨウ ジギョウ シヨウ								便を取り除く。(取り除いた便はトイレに流して処理して下さい。) ベン ト ノゾ														－

				　のもので非感染性廃棄物であるもの)

				⑨石、コンクリートブロック等 イシ トウ								レンガ														10個/日（1家庭につき） コ ニチ カテイ

												コンクリートブロック														10個/日（1家庭につき） コ ニチ カテイ

												ボーリングの玉 タマ														2個/日（1家庭につき） コ ニチ カテイ

												石膏ボード（50㎝×50㎝） セッコウ														5枚/日（1家庭につき） マイ ニチ カテイ

												漬物石 ツケモノ イシ														3個/日（1家庭につき） コ ニチ カテイ

												瓦 カワラ														10枚/日（1家庭につき） マイ ニチ カテイ

												タイル（50㎝×50㎝）														10枚/日（1家庭につき） マイ ニチ カテイ

												フロン含有機器 ガンユウ キキ														1台/日（1家庭につき） ダイ ニチ カテイ

												耐火金庫 タイカ キンコ														1台/日（1家庭につき） ダイ ニチ カテイ

				※上記以外にも、施設の機械の性能上、長さ太さ（厚み）等で制限させていただく場合がございます。 ジョウキ イガイ シセツ キカイ セイノウ ジョウ ナガ フト アツ トウ セイゲン バアイ

				※剪定枝、木材は、1日に制限量以上を搬入する場合、複数日に渡って大量に搬入する場合は、搬入日程の調整をさせていただきます。 センテイ エダ モクザイ ニチ セイゲン リョウ イジョウ ハンニュウ バアイ フクスウ ビ ワタ タイリョウ

				　 その様な場合は、エコパークしおや(0287-53-7370)までご連絡ください。 ヨウ バアイ レンラク











産業廃棄物一覧

				● 産業廃棄物一覧表 サンギョウ ハイキブツ イチラン ヒョウ

				区分 クブン				具体例 グタイ レイ												業種指定 ギョウシュ シテイ

				燃え殻 モ カラ				石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残渣。 セキタン ショウキャクロ ザン ハイ ロ セイソウ ハイシュツ ブツ タ ショウキャク ザンサ												無 ナ

				汚泥 オデイ				排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、洗車 ハイスイ ショリ ゴ オヨ カクシュ セイゾウ ギョウ セイサン コウテイ ハイシュツ ドロ ジョウ												無 ナ

								場汚泥、建設汚泥等。 ジョウ ケンセツ オデイ トウ

				廃油 ハイユ				鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油等。 コウブツ セイ アブラ ドウショクブツ セイ アブラ ジュンカツ ユ ゼツエン ユ センジョウ アブラ セッサク アブラ トウ												無 ナ

				廃酸 ハイ サン				写真定着排液、廃硫酸・塩酸等、有機廃酸類等全ての酸性廃液。 シャシン テイチャク ハイエキ ハイ リュウサン エンサン トウ ユウキ ハイ サン ルイ トウ スベ サンセイ ハイ												無 ナ

				廃アルカリ ハイ				写真現像排液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等全てのアルカリ性廃 シャシン ゲンゾウ ハイエキ ハイ エキ キンゾク ハイエキ トウ スベ												無 ナ

								液。 エキ

				廃プラスチック類 ハイ ルイ				合成樹脂・繊維・ゴムくず等全ての合成高分子系化合物。 ゴウセイ ジュシ センイ トウ スベ ゴウセイ コウブンシ ケイ カゴウブツ												無 ナ

				ゴムくず				生ゴム、天然ごむくず。 ナマ テンネン												無 ナ

				金属くず キンゾク				鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等。 テッコウ ヒ テツ キンゾク ハヘン ケンマ キ ケズ トウ												無 ム

				ガラスくず、コンクリー				ガラス類、コンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モ ルイ ハイ セッコウ												無 ナ

				トくず及び陶磁器くず オヨ トウジ キ				ルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等。 トウジキ トウ

				鉱さい コウ				鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ぼた、不良石炭、粉炭かす等。 イモノ ハイ スナ デンロ トウ ヨウカイ ロ フリョウ セキタン フンタン トウ												無 ナ

				がれき類 ルイ				工作物の新築、改築及び除去で発生したコンクリート片、アスファルト コウサクブツ シンチク カイ キズク オヨ ジョキョ ハッセイ ヘン												無 ナ

								片及びそれに類するもの。 ルイ

				ばいじん				大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に定める施設で発 タイキ オセン ボウシ ホウ ルイ タイサク トクベツ ソチ ホウ サダ シ												有 ア

								生するばいじんで、集じん施設で集めたもの。 ショウ シュウ シセツ アツ

				紙くず カミ				建設業(工作物の新築、改築及び除去で生じたもの)、パルプ、製紙又 ケンセツ ギョウ コウサクブツ シンチク カイチク オヨ ジョキョ ショウ セイ カミ マタ												有 ア

								は紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から セイホン ギョウ オヨ インサツブツ カ

								生じる紙くず。

				木くず キ				建設業(紙くずと同様)、木材・木製品又はパルプ製造業、輸入木材の ケンセツ ギョウ カミ ドウヨウ モクザイ モクセイヒン マタ セイゾウギョウ ユニュウ キ												有 ア

								卸売業及び物品賃貸業から生ずる木片、おがくず、貨物の流通に使 オヨ ブッピン チンタイ ギョウ ショウ モクヘン カモツ

								用したパレット等。 ヨウ

				繊維くず センイ				建設業(紙くずと同様)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業 ケンセツ ギョウ カミ ドウヨウ イフク ホカ センイ セイヒン セイゾウギョウ イガイ センイ												有 ア

								から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず。 ショウ モメン ヨウモウ トウ テンネン センイ

				動植物性残渣 ドウショクブツ セイ ザンサ				食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造か ショクリョウヒン イヤクヒン コウリョウ セイゾウギョウ ショウ												有 ア

								す、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状不要物。 ハッコウ サカナ オヨ ケモノ トウ コケイ ジョウ フヨウ ブツ

				動物系不要固形物 ドウブツ ケイ フヨウ コケイブツ				と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に チク バ ショブン ケモノ チク ショク ドリ ショリジョウ ショリ ショク												有 ア

								係る固形状不要物。 カカ コケイ ジョウ フヨウ ブツ

				動物のふん尿 ドウブツ ニョウ				畜産業から排出される牛、豚、めん羊、鶏等のふん尿。 チクサン ギョウ ハイシュツ ウシ ブタ ヒツジ ニワトリ トウ ニョウ												有 ア

				動物の死体 ドウブツ シタイ				畜産業から排出される牛、豚、めん羊、鶏等の死体。 チクサン ギョウ ハイシュツ ウシ ブタ ヒツジ ニワトリ トウ シタイ												有 ア

				産廃処理物 サンパイ ショリ ブツ				以上の産廃を処理する過程で排出されたもの、又は処理の際に用い イジョウ サンパイ ショリ カテイ ハイシュツ マタ ショリ サイ モチ												有 ア

								たもので、上記の産廃に該当しないもの。 ジョウキ サンパイ ガイトウ































































処理例（当初）

				〇受け入れできない廃棄物処理例 ウ イ ハイキブツ ショリ レイ

				区分 クブン						処理例 ショリ レイ

				塩谷広域圏外ででたごみ シオ タニ コウイキ ケンガイ						ごみが発生した自治体の環境課、処理施設にご確認下さい。 ハッセイ ジチタイ カンキョウ カ ショリ シセツ カクニン クダ

				テレビ、エアコン、冷蔵庫、衣類乾 レイゾウコ イルイ イヌイ						(一財)家電製品協会 家電リサイクル券センターにご確認ください。 イチ ザイ カデン セイヒン キョウカイ カデン ケン カクニン

				燥機（家電リサイクル法に基づくも ソウ キ カデン ホウ モト						(TEL 0120-319640、HP http://www.rkc.aeha.or.jp/)

				の)						指定引取場所にご確認下さい。 シテイ ヒキト バショ カクニン クダ

										指定引取場所（県央～県北） シテイ ヒキト バショ ケン オウ ケン キタ						連絡先 レンラク サキ

										岡山県貨物運送㈱宇都宮営業所 オカヤマ ケン カモツ ウンソウ ウツノミヤ エイギョウショ						028－656－1981

										㈱堀江ソーケン簗瀬倉庫 ホリエ ヤナセ ソウコ						028－634－3367

										NNY㈱那須事業所 ナス ジギョウショ						0287－29－2777

										栃木県北通運㈱中央事業所 トチギ ケンホク ツウウン チュウオウ ジギョウショ						0287－36－1121

				パソコン、PC用ディスプレイ類 ヨウ ルイ						小型家電で処理する際は、各市町環境課にご確認下さい。 コガタ カデン ショリ サイ カク シチョウ カンキョウ カ カクニン クダ

				（資源有効利用促進法、小型家電 シゲン ユウコウ リヨウ ソクシン ホウ コガタ イエ						パソコンメーカーにご確認下さい。 カクニン クダ

				リサイクル法に基づくもの） ホウ モト						(一社)パソコン3R推進協会のHPをご確認下さい。(http://www.pc3r.jp/) イチ シャ スイシン キョウカイ カクニン クダ

				農薬、劇薬、薬品類 ノウヤク ゲキヤク ヤクヒン ルイ						販売店、購入店、メーカーにご相談下さい。 ハンバイ テン コウニュウ テン ソウダン クダ

				廃油類 ハイユ ルイ						ガソリンスタンド、ディーラー、整備工場、カーショップにご相談下さい。

				（ガソリン、灯油、軽油、オイル等）

				火薬 カヤク						販売店、購入店にご相談下さい。 ハンバイテン コウニュウ テン ソウダン クダ

				銃弾 ジュウダン						銃砲店、管轄警察署にご相談下さい。 ジュウホウ テン カンカツ ケイサツ ショ ソウダン クダ

				(未使用、不発) フハツ						射撃場でご自身で発砲処理して下さい。 シャゲキジョウ ジシン ハッポウ ショリ クダ

				金属粉 キンゾク フン						販売店、購入店、メーカーにご相談下さい。 ハンバイ テン コウニュウ テン ソウダン クダ

				(アルミニウム粉末、マグネシウム フンマツ

				粉末等) コナ マツ トウ

				シンナー、塗料類 トリョウルイ						中身の溶液を飛ばしてお持込下さい。 ナカミ ヨウエキ ト モチコミ クダ

				ガスボンベ類 ルイ						販売店、購入店にご確認下さい。 ハンバイテン コウニュウ テン カクニン クダ

				(LPガス、プロパンガス等) トウ						購入店が存在しない場合は、(一社)栃木県LPガス協会にご相談下さ ソンザイ バアイ イチ シャ トチギケン キョウカイ ソウダン クダ

				消火器 ショウカキ						販売店、購入店にご確認下さい。 ハンバイテン コウニュウ テン カクニン クダ

										消火器リサイクル推進センターにご確認下さい。 ショウカキ スイシン カクニン クダ

										(TEL 03-5829-6773、HP https://www.ferpc.jp/)

				自動車・バイク及びそのパーツ、 ジドウシャ オヨ						ディーラー、整備工場、カーショップにご相談下さい。 セイビ コウジョウ ソウダン クダ

				バッテリー						(公財)自動車リサイクル促進センターにご確認下さい。 コウ ザイ ジドウシャ ソクシン カクニン クダ

										(自動車 050-3786-7755、二輪車 050-3000-0727、HP https://www.jarc.or.jp/) ニリンシャ

				石、砂 イシ スナ						石材専門業者にご相談下さい。 セキザイ センモン ギョウシャ ソウダン クダ

				(庭石、コンクリート類、レンガ、 ニワイシ ルイ						該当物が発生する解体、造園、修理等の際に併せて業者にご相談下さい。 ガイトウ ブツ ハッセイ カイタイ ゾウエン シュウリ トウ サイ アワ ギョウシャ ソウダン クダ

				かわら、砂利等) ジャリ トウ						ホームセンター等でご相談下さい。 トウ ソウダン クダ

				グランドピアノ						ピアノ買取業者(ヤマハ、タケモト、ユニオン楽器等)、リサイクル業者にご相談下さ カイトリ ギョウシャ ガッキ トウ ギョウシャ ソウ

										い。

				フロン含有製品類 ガンユウ セイヒンルイ						家電リサイクルに該当しないもので、フロンが回収済の場合は搬入可。 カデン ガイトウ カイシュウ ス バアイ ハン イ カ

				(家電リサイクルに該当しないもの カデン ガイトウ						県の許可を受けたフロン回収業者にご確認下さい。許可業者一覧は下記HPより。 キョカ ギョウシャ イチラン カキ

				かつ、ご家庭で使用していたもの) カテイ シヨウ						(HP http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/eco/kankyou/hozen/fron.html)

				ボーリングの玉 タマ						購入店(プロショップ等)、リサイクル業者、ボーリング場にご相談下さい。 コウニュウ テン トウ ギョウシャ ジョウ ソウダン クダ

				耐火金庫 タイカ キンコ						金属専門業者、リサイクル業者にご相談下さい。 キンゾク センモン ギョウシャ ギョウシャ ソウダン クダ

										日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会にご相談下さい。 ニホン キョウドウ クミアイ レンゴウカイ ソウダン クダ

										(TEL 03-6659-6248、HP http://www.nihon-safe.jp/)

				浴槽(ホーロー製) ヨクソウ セイ						買換え、リフォーム、解体の際併せて業者にご相談下さい。 カイカ カイタイ サイ アワ ギョウシャ ソウダン クダ

										金属専門業者にご相談下さい。 キンゾク センモン ギョウシャ ソウダン クダ

				農業用機械、農業使用のビニー ノウギョウ ヨウ キカイ ノウギョウ シヨウ						農協、産業廃棄物処理業者にご確認下さい。 ノウキョウ カクニン クダ

				ル等(農業使用のもので、産廃に トウ						(公社)栃木県産業資源循環協会に最寄の処理業者をご確認下さい。 コウ シャ トチギケン サンギョウ シゲン ジュンカン キョウカイ モヨリ ショリ ギョウシャ カクニン クダ

				なるもの)						(TEL 028-612-8016)

				産業廃棄物にあたるもの サンギョウ ハイキブツ						産業廃棄物処理業者にご確認下さい。 サンギョウ ハイキブツ ショリ ギョウシャ カクニン クダ

										(公社)栃木県産業資源循環協会に最寄の処理業者をご確認下さい。 コウ シャ トチギケン サンギョウ シゲン ジュンカン キョウカイ モヨリ ショリ ギョウシャ カクニン クダ

										(TEL 028-612-8016)



































































