
 この一覧表は、会社の事務所などから排出される主なものの一般的な取り扱いを記載していま
す。  

 このため「一般廃棄物」に区分されているものであっても、紙くず・木くず・繊維くず・生ごみなどは、 

 排出者の業種によって「産業廃棄物」となる場合があります。 

 また、爆発性・感染性・毒性のある特別に管理すべきものについては一覧表から省いています。 

 

  ※ 排出元の業種によって区分が異なるものの例 

   例） ◉「紙くず」     建設業（工作物の新築、改築、除去にともなうもの）・・・・「産業廃棄物」 

                会社事務所、小売店、飲食店、医療機関、教育機関・・・「一般廃棄物」 

      ◉「木くず」   建設業（工作物の新築、改築、除去にともなうもの）・・「産業廃棄物」 

              造園業（街路樹剪定木・庭木剪定木）、会社事務所・・・「一般廃棄物」 

      ◉「繊維くず」 製糸業、紡績業などの繊維工業・・・・・・・・・・・・・・・・・「産業廃棄物」 

                              繊維製品製造業（衣類他）、畳製造業、寝具店・・・・・「一般廃棄物」 

      ◉「生ごみ」    食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業・・・・・・・・「産業廃棄物」 

              卸売市場、精肉店、小売店、飲食店、ホテル・・・・・・・「一般廃棄物」 

      くわしくは「日向市事業系ごみの減量化・資源化および適正処理の手引き」をご覧ください。 

   

  一覧表で「産業廃棄物」に区分されているものであっても、次のものは市で受け入れることができ

ます。 

  ◉ 弁当やコップなどの会社従業員などが個人で消費（購入）した私物 

  ◉ 会社事務所などで使用したボールペンやホッチキスなどの日用品程度の事務用品 

 ただし、家庭から排出されるものと同様に分別されたものに限りますので、適正に分別していない

場合、上記のものであっても市では受け入れませんので、ご注意ください。 

 

※ 一覧表にある「種類」は、一般的に使われている素材を例として分類しています。同じ品目

でも素材が異なると分類が変わるものもありますので、ご注意ください。 

 ■ 凡例  一廃（一般廃棄物）、産廃（産業廃棄物）、プラ製（プラスチック製）、プラ（プラス
チック製容器包装）廃プラ類（廃プラスチック類）、ガ・陶くず（ガラスくず・コンクリートくず・陶磁
器くず） 

 事業活動に伴う廃棄物は事業者自らの責任において適正に処理しなければなりませんが、自ら
処理することが困難な場合が多いため、排出事業者は許可を持った廃棄物処理業者に処理を委

託することができます。 

 ただし、処理の委託はできても「責任の委託」はできませんので、最終処分が完了するまでが排出

事業者の責任です。 

 また、「産業廃棄物」については書面での委託契約や廃棄物管理票（マニフェスト）の使用が義務

付けられています。 

 一般廃棄物と産業廃棄物はそれぞれ適正に分別し、再生利用などを積極的に行い減量化・資源

化に努めましょう。 
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品目 区分 種類（例） 備考

あ アイスクリームの容器（紙製） 一廃 燃やせるごみ

アイスクリームの容器（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

アイスピック 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

青焼紙（感光紙） 一廃 燃やせるごみ

あき缶 産廃 金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「飲食用缶」

あきびん 産廃 ガ・陶くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「あきびん」

アクリル板 産廃 廃プラ類

アコーディオンカーテン 産廃 廃プラ類

麻布 一廃 燃やせるごみ

あぜ波 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

アタッシュケース 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

アダプター（各種電気製品用） 産廃 廃プラ類、金属くず

あ 厚紙 一廃 雑誌・その他の紙

圧着はがき 一廃 燃やせるごみ はがきは「雑誌・その他の紙」

穴あけパンチ 産廃 廃プラ類、金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

油紙 一廃 燃やせるごみ

油の容器 産廃 金属くず ガラス製は「ガ・陶くず」、プラ製は「廃プラ類」

油粘土（工作用） 一廃 燃やせるごみ 業務用は産廃「汚泥」

雤がっぱ 産廃 廃プラ類

雤どい 産廃 廃プラ類、金属くず

網 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

網戸 産廃 金属くず 網戸の網は「廃プラ類」

アルバム（台紙） 一廃 燃やせるごみ

アルミ缶 産廃 金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「飲食用缶」

アルミコーティング紙 一廃 燃やせるごみ

アルミサッシ 産廃 金属くず

アルミホイール（車用） 産廃 金属くず

アルミホイル（食品用） 産廃 金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

アルミホイルの芯 一廃 雑誌・その他の紙

安全靴 産廃 廃プラ類、金属くず

安全ピン 産廃 金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

い 衣装ケース 産廃 廃プラ類

移植ごて 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

いす 産廃 廃プラ類、金属くず 木製は一廃「燃やせるごみ」または「粗大ごみ」

一升びん 産廃 ガ・陶くず

一斗缶 産廃 金属くず

衣類 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「古布類」

イヤホン 産廃 廃プラ類、金属くず
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品目 区分 種類（例） 備考

印鑑 産廃 廃プラ類 木製は一廃「燃やせるごみ」

インクカートリッジ・リボン 産廃 廃プラ類 販売店へ

インスタント食品の容器包装（紙製） 一廃 雑誌・その他の紙 防水加工紙・アルミ加工紙は「燃やせるごみ」

インスタント食品の容器包装（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

飲料パック（内側が銀色） 一廃 燃やせるごみ

飲料パック（内側が白色） 一廃 紙パック

う 植木・苗ポット 産廃 廃プラ類

植木鉢 産廃 ガ・陶くず

ウエットティッシュ（紙製） 一廃 燃やせるごみ

ウエットティッシュ（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

うちわ（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

うちわ（木製） 一廃 燃やせるごみ

雲花紙 一廃 その他の紙

え エアコン（家電リサイクル対象） 家電 家電リサイクル 家電リサイクル法に基づく、家電メーカー処分

エアコン（家電リサイクル対象外） 産廃 廃プラ類、金属くず

液晶テレビ（家電リサイクル対象） 家電 家電リサイクル 家電リサイクル法に基づく、家電メーカー処分

液晶テレビ（家電リサイクル対象外） 産廃 廃プラ類、金属くず

え 液晶モニター（パソコン用） PC PCリサイクル パソコンリサイクル法に基づく、メーカー処分

液体のり容器 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「プラ」

液体肥料の容器 産廃 廃プラ類 ガラス製は「ガ・陶くず」

絵の具チューブ 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

MD・ケース 産廃 廃プラ類

エレクトーン 産廃 廃プラ類、金属くず

延長コード 産廃 廃プラ類、金属くず

鉛筆削り 産廃 廃プラ類、金属くず

お オアシス®（フローラル・フォーム） 産廃 廃プラ類

オイル缶 産廃 金属くず

オーディオ機器 産廃 廃プラ類、金属くず

オーブントースター・レンジ 産廃 廃プラ類、金属くず

お菓子の容器包装（紙製） 一廃 雑誌・その他の紙 防水加工紙・アルミ加工紙は「燃やせるごみ」

お菓子の容器包装（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

お茶の容器包装（紙製） 一廃 雑誌・その他の紙 防水加工紙・アルミ加工紙は「燃やせるごみ」

お茶の容器包装（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

落ち葉、枯れ葉 一廃 燃やせるごみ

お茶がら 一廃 燃やせるごみ

お手拭き（紙製） 一廃 燃やせるごみ

お手拭き（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

おにぎりの包装 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」
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品目 区分 種類（例） 備考

おぼん 産廃 廃プラ類 木製は一廃「燃やせるごみ」

おむつ 一廃 燃やせるごみ

おもちゃ 産廃 廃プラ類、金属くず 木製は一廃「燃やせるごみ」

折込チラシ 一廃 新聞・折込チラシ 新聞の折込チラシ以外のチラシは「雑誌・その他の紙」

か カーテン 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

カーテンレール 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

カーペット 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

カーボン紙、ノンカーボン紙 一廃 燃やせるごみ

懐中電灯 産廃 廃プラ類、金属くず

カイロ 一廃 燃やせるごみ

カイロ（オイル・電気式） 産廃 金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

鏡 産廃 ガ・陶くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

額縁（プラ製、金属製） 産廃 廃プラ類、金属くず 木製は一廃「燃やせるごみ」

傘 産廃 廃プラ類、金属くず

傘たて 産廃 金属くず、ガ・陶くず 木製は一廃「燃やせるごみ」

ガステーブル・コンロ 産廃 金属くず

ガスボンベ 産廃 金属くず 販売店へ

ガスライター 産廃 金属くず 中身は使い切る

カセットコンロ 産廃 金属くず

カセットテープ・ケース 産廃 廃プラ類

カセットボンベ 産廃 金属くず 中身は使い切り穴をあける

カタログ 一廃 雑誌・その他の紙

か カッター（文房具）の刃 産廃 金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

カッターの本体（金属製） 産廃 金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

カッターの本体（プラ製） 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

カッパ 産廃 廃プラ類

カップめんの容器包装（紙製） 一廃 燃やせるごみ

カップめんの容器包装（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

カツラ 産廃 廃プラ類 人毛のものは一廃「燃やせるごみ」

蚊取り線香 一廃 燃やせるごみ

金だわし 産廃 金属くず

金づち 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

カバン、バック（合成皮革） 産廃 廃プラ類

カバン、バック（天然皮革） 一廃 燃やせるごみ 金属などの異物は取り除く

画びょう 産廃 金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

花びん 産廃 ガ・陶くず

髪 一廃 燃やせるごみ

紙おむつ 一廃 燃やせるごみ
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品目 区分 種類（例） 備考

紙カップ、紙コップ、紙皿 一廃 燃やせるごみ

紙粘土（工作用） 一廃 燃やせるごみ 業務用は産廃「汚泥」

紙箱 一廃 雑誌・その他の紙 防水加工紙・アルミ加工紙は「燃やせるごみ」

紙パック 一廃 紙パック アルミ加工紙は「燃やせるごみ」

紙袋 一廃 雑誌・その他の紙 プラスチックなどの異物は取り除く

紙巻テープ 一廃 その他の紙 短く刻んだものは「燃やせるごみ」

紙やすり 一廃 燃やせるごみ

カメラ 産廃 廃プラ類、金属くず、ガ・陶くず

画用紙 一廃 その他の紙

カラーコーン 産廃 廃プラ類

ガラス 産廃 ガ・陶くず

カレンダー 一廃 雑誌・その他の紙 金属部分は「燃やせないごみ」

瓦 産廃 ガ・陶くず、がれき類

換気扇 産廃 廃プラ類、金属くず

緩衝材 産廃 廃プラ類 紙製は一廃「雑誌・その他の紙」、植物製は「燃やせるごみ」

缶詰の缶 産廃 金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「飲食用缶」

乾燥剤 一廃 燃やせるごみ

乾電池 産廃 金属くず・汚泥 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

感熱紙 一廃 燃やせるごみ

感熱発泡紙（点字本など） 一廃 燃やせるごみ

き 木 一廃 燃やせるごみ おおむね長さ５０ｃｍ以下にする

キーボード（パソコン用） 産廃 廃プラ類、金属くず

キーホルダー 産廃 廃プラ類、金属くず

キッチンペーパー 一廃 燃やせるごみ

機密文書 一廃 雑誌・その他の紙 機密文書リサイクル取り扱い専門業者へ

脚立 産廃 廃プラ類、金属くず

キャッシュカード 産廃 廃プラ類

き キャップ、ふた（金属製） 産廃 金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

キャップ、ふた（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

きゅうす 産廃 ガ・陶くず

給湯器 産廃 廃プラ類、金属くず

牛乳パック 一廃 紙パック

牛乳びん 産廃 ガ・陶くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「あきびん」

牛乳びんのフィルム 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

牛乳びんのふた 一廃 燃やせるごみ

教科書・ノート 一廃 雑誌・その他の紙

キリ 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

金紙・銀紙 一廃 燃やせるごみ
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品目 区分 種類（例） 備考

金庫 産廃 金属くず、ガ・陶くず

く 空気清浄器 産廃 廃プラ類、金属くず

クーピーペンシル 産廃 廃プラ類

クーラーボックス 産廃 廃プラ類、金属くず

くぎ 産廃 金属くず

草 一廃 燃やせるごみ

くさり（チェーン） 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

串 一廃 燃やせるごみ 金属製は産廃「金属くず」

薬の袋・容器（紙製） 一廃 その他の紙

薬の袋・容器（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

靴 産廃 廃プラ類 天然皮革のものは一廃「燃やせるごみ」

クッション 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

熊手 産廃 金属くず 竹製は一廃「燃やせるごみ」

クラフト紙 一廃 その他の紙

クラフトテープ 一廃 燃やせるごみ

クレヨン 産廃 廃油

クレンザーの容器 一廃 燃やせるごみ

クリアファイル 産廃 廃プラ類

クリップ 産廃 金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

車いす 産廃 廃プラ類、金属くず

グローブ 一廃 燃やせるごみ 合成皮革は「廃プラ類」

軍手 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「古布類」

け 蛍光灯 産廃 金属くず、ガ・陶くず

蛍光ペン 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

携帯電話、PHS 産廃 廃プラ類、金属くず 販売店へ

ケーブル 産廃 廃プラ類、金属くず

消しゴム 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

化粧品の容器 産廃 廃プラ類 ガラス製は「ガ・陶くず」

剣山 産廃 金属くず

こ 工具箱 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

ゴーグル 産廃 廃プラ類

コード類 産廃 廃プラ類、金属くず

こ コーヒーメーカー 産廃 廃プラ類、金属くず

コップ（ガラス製、陶磁器製） 産廃 ガ・陶くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

コップ（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

粉ミルクの缶 産廃 金属くず

コピー機 産廃 廃プラ類、金属くず

コピー用紙 一廃 雑誌・その他の紙
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品目 区分 種類（例） 備考

コミック 一廃 雑誌・その他の紙

ごみ箱 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

ゴム手袋 産廃 廃プラ類 天然ゴム製は「ゴムくず」

ゴムホース 産廃 廃プラ類

コルク（栓） 一廃 燃やせるごみ

ゴルフボール 産廃 廃プラ類

コンパス 産廃 金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

さ サインペン 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

雑誌 一廃 雑誌・その他の紙

殺虫剤の容器 産廃 金属くず

座布団 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

皿 産廃 ガ・陶くず プラ製は「廃プラ類」

サラダ油 産廃 廃油

サラダ油の容器 産廃 廃プラ類

ざる 産廃 廃プラ類、金属くず 竹製は一廃「燃やせるごみ」

三角コーナー 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

三脚 産廃 金属くず

サンドペーパー 一廃 燃やせるごみ

三輪車 産廃 廃プラ類、金属くず

し シーツ 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「古布類」

CD・ケース 産廃 廃プラ類

シール・シール台紙（剥離紙） 一廃 燃やせるごみ

磁石 産廃 金属くず

辞書・辞典 一廃 雑誌・その他の紙

七輪 産廃 ガ・陶くず

湿布・湿布のフィルム 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

自転車 産廃 廃プラ類、金属くず

芝刈機 産廃 廃プラ類、金属くず

シャープペンシル 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

写真 一廃 燃やせるごみ ネガは産廃「廃プラ類」

ジャッキ 産廃 金属くず

シャンプーの容器 産廃 廃プラ類

週刉誌 一廃 雑誌・その他の紙

修正液・テープの容器 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

充電器 産廃 廃プラ類、金属くず

収納ケース 産廃 廃プラ類

朱肉 産廃 廃プラ類、金属くず 中身は素材により異なる

し シュレッダー紙 一廃 雑誌・その他の紙 シュレッダー紙取り扱い専門業者へ
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品目 区分 種類（例） 備考

消火器 産廃 金属くず 消火器リサイクル取り扱い専門業者へ

定規（金属製） 産廃 金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

定規（プラ製） 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

定規（木製） 一廃 燃やせるごみ

消臭剤の容器 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

照明器具 産廃 廃プラ類、金属くず

じょうろ 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

食品トレイ（紙製） 一廃 燃やせるごみ

食品トレイ（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

食用油 産廃 廃油

除湿剤の容器 産廃 廃プラ類

食器 産廃 廃プラ類、金属くず、ガ・陶くず 木製は一廃「燃やせるごみ」

食器洗い乾燥機 産廃 廃プラ類、金属くず

食器棚（木製） 一廃 粗大ごみ ガラスなどの異物は取り除く

新聞・折込チラシ 一廃 新聞・折込チラシ

す 水槽 産廃 ガ・陶くず プラ製は「廃プラ類」

炊飯器 産廃 廃プラ類、金属くず

スーツケース、トランク 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

スキャナー 産廃 廃プラ類、金属くず

スコップ 産廃 廃プラ類、金属くず 柄は素材により異なる

鈴 産廃 金属くず

スチール缶 産廃 金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「飲食用缶」

スティックのり容器 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「プラ」

ストーブ 産廃 金属くず 灯油は使い切る

ストップウォッチ 産廃 廃プラ類、金属くず

ストロー 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

スナック菓子の容器包装（紙製） 一廃 雑誌・その他の紙 防水加工紙・アルミ加工紙は「燃やせるごみ」

スナック菓子の容器包装（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

スパナ 産廃 金属くず

スプーン、フォーク（金属製） 産廃 金属くず 木製は一廃「燃やせるごみ」

スプーン、フォーク（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

スプリングマットレス 産廃 廃プラ類、金属くず

スプレー缶 産廃 金属くず 中身は使い切る

スポンジ 産廃 廃プラ類

炭 一廃 燃やせるごみ

スリッパ 産廃 廃プラ類

せ 生花 一廃 燃やせるごみ 造花は産廃「廃プラ類、金属くず」

石けん（固形） 産廃 廃油 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」
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品目 区分 種類（例） 備考

石こうボード 産廃 ガ・陶くず

せともの 産廃 ガ・陶くず

セメント 産廃 ガ・陶くず

セメント袋 一廃 燃やせるごみ プラ製は産廃「廃プラ類」

せ ゼリー、プリンの容器（紙製） 一廃 燃やせるごみ

ゼリー、プリンの容器（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

セロハンテープ 一廃 燃やせるごみ

線香・線香の紙箱 一廃 燃やせるごみ

洗剤の容器 産廃 廃プラ類 紙製は一廃「燃やせるごみ」

洗濯機（家電リサイクル対象） 家電 家電リサイクル 家電リサイクル法に基づく、家電メーカー処分

洗濯機（家電リサイクル対象外） 産廃 廃プラ類、金属くず

洗濯ばさみ 産廃 廃プラ類、金属くず

剪定枝（直径５㎝以下の広葉樹） 一廃 樹木リサイクル 長さをおおむね５０～１５０㎝以下にする

剪定枝（直径１５㎝以下） 一廃 燃やせるごみ 長さをおおむね５０㎝以下にする

剪定枝（直径１５㎝以上） 一廃 適正処理困難物 市では受入不可

剪定ばさみ 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

栓抜き 産廃 金属くず

扇風機 産廃 廃プラ類、金属くず

洗面器 産廃 廃プラ類

そ 造花 産廃 廃プラ類、金属くず 生花は一廃「燃やせるごみ」

掃除機 産廃 廃プラ類、金属くず

ソファー 産廃 廃プラ類

そろばん 一廃 燃やせるごみ プラ製は産廃「廃プラ類」

た 体温計 産廃 廃プラ類、金属くず

耐火金庫 産廃 金属くず

台紙 一廃 雑誌・その他の紙

台車 産廃 金属くず

耐熱ガラス、コップ 産廃 ガ・陶くず

体脂肪計・体重計 産廃 廃プラ類、金属くず

タイプライター 産廃 廃プラ類、金属くず

タイヤ 産廃 廃プラ類

タイヤチェーン 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

タイヤホイール 産廃 金属くず

タイル 産廃 ガ・陶くず

ダイレクトメール 一廃 雑誌・その他の紙

ダイレクトメールの包装 産廃 廃プラ類 紙製は一廃「雑誌・その他の紙」

タオル 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「古布類」

タキロン 産廃 廃プラ類
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品目 区分 種類（例） 備考

竹 一廃 燃やせるごみ おおむね長さ５０ｃｍ以下にする

竹ほうき 一廃 燃やせるごみ

たばこの外装フィルム 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

たばこの紙箱 一廃 雑誌・その他の紙 内側の銀紙は「燃やせるごみ」

たばこの吸い殻 一廃 燃やせるごみ

卵パック 産廃 廃プラ類 紙製は一廃「雑誌・その他の紙」

たわし 産廃 廃プラ類

タンス（木製） 一廃 粗大ごみ 金属などの異物は取り除く

ダンベル 産廃 金属くず

た ダンボール 一廃 ダンボール 金属などの異物は取り除く

ち チェーン 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

茶がら 一廃 燃やせるごみ

茶わん 産廃 ガ・陶くず

チョーク 一廃 燃やせるごみ

調味料の容器 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」、ガラス製は「ガ・陶くず」

チラシ 一廃 雑誌・その他の紙 新聞の折込チラシは「新聞・折込チラシ」

ちりとり 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」、柄は素材により異なる

つ 使い捨てカイロ 産廃 金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

使い捨て手袋 産廃 廃プラ類、ゴムくず

使い捨てマスク 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

机 産廃 廃プラ類、金属くず 木製は一廃「粗大ごみ」

綴りひも 産廃 廃プラ類

つまようじ 一廃 燃やせるごみ

積み木 一廃 燃やせるごみ

詰め替え商品の容器 産廃 廃プラ類 紙製は一廃「燃やせるごみ」

つめ切り 産廃 金属くず

て DVD・ケース 産廃 廃プラ類

ティッシュペーパーの外袋 産廃 廃プラ類

ティッシュペーパーの取り出し口 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

ティッシュペーパーの箱 一廃 雑誌・その他の紙

テープカッター台 産廃 廃プラ類

テーブルクロス 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「古布類」

手さげ金庫 産廃 金属くず

デジタルカメラ 産廃 廃プラ類、金属くず

デスクマット 産廃 廃プラ類

鉄アレイ 産廃 金属くず

デッキブラシ 産廃 廃プラ類 柄は素材により異なる

鉄パイプ 産廃 金属くず
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品目 区分 種類（例） 備考

鉄板 産廃 金属くず

手袋 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「古布類」

テレビ（家電リサイクル対象） 家電 家電リサイクル 家電リサイクル法に基づく、家電メーカー処分

テレビ（家電リサイクル対象外） 産廃 廃プラ類、金属くず

テレホンカード 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

電気カーペット 産廃 廃プラ類、金属くず

電気カミソリ 産廃 廃プラ類、金属くず

電気コード 産廃 廃プラ類、金属くず

電気スタンド 産廃 廃プラ類、金属くず

電気ポット 産廃 廃プラ類、金属くず

電球 産廃 金属くず、ガ・陶くず

電卓 産廃 廃プラ類、金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

電池 産廃 金属くず・汚泥 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

点字用紙（感熱発泡紙） 一廃 燃やせるごみ

て 電動工具 産廃 廃プラ類、金属くず

電話機 産廃 廃プラ類、金属くず

電話帳 一廃 雑誌・その他の紙

と トイレットペーパーの芯・包装紙 一廃 雑誌・その他の紙

トイレットペーパーの外袋 産廃 廃プラ類

トイレブラシ 産廃 廃プラ類 柄は素材により異なる

陶磁器製品 産廃 ガ・陶くず

灯油用ポリ容器 産廃 廃プラ類

時計 産廃 廃プラ類、金属くず

ドライバー 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

ドライヤー 産廃 廃プラ類、金属くず

ドラム缶 産廃 金属くず

トラロープ 産廃 廃プラ類

塗料 産廃 廃油 固形化したものは「廃プラ類」

塗料缶 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

トロ箱 産廃 廃プラ類 木製は一廃「燃やせるごみ」

な ナイフ 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

長靴 産廃 廃プラ類

なた 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

納豆容器（紙製） 一廃 燃やせるごみ

納豆容器（プラ製） 産廃 廃プラ類

なべ 産廃 金属くず 陶磁器製は「ガ・陶くず」

生ごみ 一廃 燃やせるごみ

ぬ ぬいぐるみ 産廃 廃プラ類
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品目 区分 種類（例） 備考

布テープ 産廃 廃プラ類 布製は一廃「燃やせるごみ」

ね ねじ 産廃 金属くず

ネット（網） 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

の 農機具 産廃 廃プラ類、金属くず

農業用ビニール 産廃 廃プラ類

ノート 一廃 雑誌・その他の紙

ノートパソコン PC PCリサイクル パソコンリサイクル法に基づく、メーカー処分

のこぎり 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

のり（糊）の容器 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「プラ」

は バール（釘抜き） 産廃 金属くず

灰皿 産廃 ガ・陶くず 金属製は「金属くず」

配線カバー（モール） 産廃 廃プラ類

パイプ 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

パイプいす 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

バインダー、ファイル（紙製） 一廃 雑誌・その他の紙 プラスチックなどの異物は取り除く

バインダー、ファイル（プラ製） 産廃 廃プラ類

はがき 一廃 雑誌・その他の紙 圧着はがきは「燃やせるごみ」

剥離紙（シール台紙） 一廃 燃やせるごみ

バケツ 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

は はさみ 産廃 廃プラ類、金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

はし（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

はし（木製） 一廃 燃やせるごみ

はしご 産廃 金属くず 木製は一廃「粗大ごみ」

パソコン PC PCリサイクル パソコンリサイクル法に基づく、メーカー処分

パソコンラック 産廃 廃プラ類、金属くず

旗 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「古布類」

発泡スチロール 産廃 廃プラ類

花火 一廃 燃やせるごみ 水でしめらせて

歯ブラシ 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

歯磨き粉のチューブ 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

バラン 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

針金 産廃 金属くず

パレット 産廃 木くず プラ製は「廃プラ類」

ハンガー 産廃 廃プラ類、金属くず 木製は一廃「燃やせるごみ」

半紙 一廃 雑誌・その他の紙

パンの包装 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

パンフレット 一廃 雑誌・その他の紙

ハンマー 産廃 金属くず 柄は素材により異なる
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品目 区分 種類（例） 備考

ひ ピアニカ 産廃 廃プラ類

ビーズ 産廃 廃プラ類

PPバンド 産廃 廃プラ類

ビールびん 産廃 ガ・陶くず

ビデオカメラ 産廃 廃プラ類、金属くず

ビデオテープ・ケース 産廃 廃プラ類

ビデオデッキ 産廃 廃プラ類、金属くず

ビニールシート 産廃 廃プラ類

ビニール袋 産廃 廃プラ類

ビニールひも・テープ 産廃 廃プラ類

ビニールホース 産廃 廃プラ類

肥料袋 産廃 廃プラ類 紙製は一廃「燃やせるごみ」

ピンセット 産廃 金属くず

ふ ファイル 産廃 廃プラ類 紙製は一廃「雑誌・その他の紙」

ファクシミリ 産廃 廃プラ類、金属くず

ファンヒーター 産廃 金属くず

フィルム（写真）・ケース 産廃 廃プラ類 紙箱は一廃「雑誌・その他の紙」

フィルム（商品包装用） 産廃 廃プラ類

ふうせん 産廃 廃プラ類 天然ゴム製は「ゴムくず」

封筒 一廃 雑誌・その他の紙 プラスチックなどの異物は取り除く

フェルト 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「古布類」

不織布 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

付箋紙 一廃 燃やせるごみ

筆ペン 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

ふ 布団 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

フライパン 産廃 金属くず

ブラインド 産廃 廃プラ類、金属くず 木製は一廃「燃やせるごみ」または「粗大ごみ」

プラスチックコーティング紙 一廃 燃やせるごみ プラスチックコーティンが分離できないもの

プラモデル 産廃 廃プラ類

プランター 産廃 廃プラ類

プリンター 産廃 廃プラ類、金属くず

ブルーシート 産廃 廃プラ類

ブロック 産廃 ガ・陶くず

フロッピーディスク・ケース 産廃 廃プラ類

へ ペーパータオル 一廃 燃やせるごみ

ペットボトル 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「ペットボトル」

ベルト 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

ヘルメット 産廃 廃プラ類
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品目 区分 種類（例） 備考

ペンキ 産廃 廃油 固形化したものは「廃プラ類」

ペンキ缶 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

弁当の容器（紙製） 一廃 燃やせるごみ

弁当の容器（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

ほ ほうき 産廃 廃プラ類 木製、竹製は一廃「燃やせるごみ」

芳香剤の容器 産廃 廃プラ類 陶磁器製は「ガ・陶くず」

包装紙 一廃 雑誌・その他の紙

包装フィルム 産廃 廃プラ類

包丁 産廃 金属くず 柄は素材により異なる

ホース 産廃 廃プラ類

ホースリール 産廃 金属くず プラ製は「廃プラ類」

ボール 産廃 廃プラ類 天然皮革のものは一廃「燃やせるごみ」

ボールペン 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

ポケットティッシュの包装 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

ポスター 一廃 雑誌・その他の紙 防水加工のポスターは「燃やせるごみ」

ボタン電池 産廃 金属くず、汚泥 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

ホッチキス・針 産廃 廃プラ類、金属くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

ポット 産廃 廃プラ類、金属くず

ホットカーペット 産廃 廃プラ類、金属くず

ほ乳びん 産廃 ガ・陶くず プラ製は「廃プラ類」

ポリ袋・容器 産廃 廃プラ類

ボルト、ナット 産廃 金属くず

保冷剤 産廃 廃プラ類

本 一廃 雑誌・その他の紙

本棚 産廃 金属くず 木製は一廃「燃やせるごみ」または「粗大ごみ」

ま マーカーペン 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

マイク 産廃 廃プラ類、金属くず

マウス（パソコン用） 産廃 廃プラ類、金属くず

マウスパッド 産廃 廃プラ類

ま 巻尺（メジャー） 産廃 廃プラ類、金属くず

マグネットシート 産廃 廃プラ類

枕 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

間仕切りスクリーン 産廃 廃プラ類、金属くず

マジックインキ（プラ製） 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

マジックインキ（金属製、ガラス製） 産廃 金属くず、ガ・陶くず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

マスク（天然繊維製） 一廃 燃やせるごみ

マスク（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

マッチ棒 一廃 燃やせるごみ 水でしめらせて
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品目 区分 種類（例） 備考

マットレス 産廃 廃プラ類

まな板 一廃 燃やせるごみ プラ製は産廃「廃プラ類」

マヨネーズの容器 産廃 廃プラ類

万年筆 産廃 廃プラ類 金属製は「金属くず」

み ミキサー（映像・音響機器） 産廃 廃プラ類、金属くず

ミキサー（調理用） 産廃 廃プラ類、金属くず

ミシン 産廃 廃プラ類、金属くず

水枕 産廃 廃プラ類 天然ゴム製は「ゴムくず」

む 虫メガネ 産廃 廃プラ類、ガ・陶くず

無線機 産廃 廃プラ類、金属くず

め 名刺 一廃 雑誌・その他の紙

メガネ・ケース 産廃 廃プラ類、金属くず、ガ・陶くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

メガホン 産廃 廃プラ類

メモ用紙 一廃 雑誌・その他の紙

も 毛布 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

モップ 産廃 廃プラ類 柄は素材により異なる

物干し竿 産廃 廃プラ類、金属くず

や やかん 産廃 金属くず

ゆ 湯のみ茶わん 産廃 ガ・陶くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

湯沸かし器 産廃 廃プラ類、金属くず

指サック（天然ゴム製） 産廃 ゴムくず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

指サック（プラ製） 産廃 廃プラ類 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

よ 養生シート 産廃 廃プラ類

ヨーグルトの容器（紙製） 一廃 燃やせるごみ

ヨーグルトの容器（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

ら ライター 産廃 廃プラ類、金属くず 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせないごみ」

ラジカセ、ラジオ 産廃 廃プラ類、金属くず

ラップ 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

ラップの箱・芯 一廃 雑誌・その他の紙 切り取り口（金属製）は産廃「金属くず」

ラミネート・パウチフィルム 産廃 廃プラ類

り リアカー 産廃 廃プラ類、金属くず

リモコン 産廃 廃プラ類、金属くず

両面テープ 一廃 燃やせるごみ

れ 冷水機 産廃 廃プラ類、金属くず

れ 冷蔵庫（家電リサイクル対象） 家電 家電リサイクル 家電リサイクル法に基づく、家電メーカー処分

冷蔵庫（家電リサイクル対象外） 産廃 廃プラ類、金属くず

冷凍庫（家電リサイクル対象） 家電 家電リサイクル 家電リサイクル法に基づく、家電メーカー処分

冷凍庫（家電リサイクル対象外） 産廃 廃プラ類、金属くず
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品目 区分 種類（例） 備考

冷風機 産廃 廃プラ類、金属くず

レインコート 産廃 廃プラ類

レコード 産廃 廃プラ類

レシート 一廃 燃やせるごみ

レジ袋 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

レジャーシート 産廃 廃プラ類

レトルト食品の容器 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

レンガ 産廃 ガ・陶くず

レンゲ 産廃 廃プラ類 陶磁器製は「ガ・陶くず」

レンズ 産廃 廃プラ類 ガラス製は「ガ・陶くず」

ろ ロープ 産廃 廃プラ類 綿などの天然繊維のものは一廃「燃やせるごみ」

ロッカー 産廃 金属くず

わ ワープロ 産廃 廃プラ類、金属くず

ワイパー 産廃 廃プラ類 金属部分は「金属くず」

ワイヤーロープ 産廃 金属くず

輪ゴム 産廃 ゴムくず 日用品と同程度のものは市でも受入可能「燃やせるごみ」

輪ゴムの箱 一廃 雑誌・その他の紙

綿 一廃 燃やせるごみ

わら縄 一廃 燃やせるごみ

割りばし 一廃 燃やせるごみ

割りばしの袋（紙製） 一廃 雑誌・その他の紙

割りばしの袋（プラ製） 産廃 廃プラ類 従業員の個人消費に伴うものは市でも受入可能「プラ」

「日向市事業系廃棄物分別区分一覧表」に関するお問い合わせ先 

 

日向市市民環境部環境政策課 

〒８８３－００３４ 日向市大字富高２２０３番地１ 

TEL ０９８２－５３－２２５６ FAX ０９８２－５３－９２６０ 

E－mail kankyo@hyugacity.jp 
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