別表第4（第3条関連）

搬 入 禁 止 物
１

搬入禁止物

区分
細区分
特別管理産業廃 廃棄物の処理及び清掃に関
棄物の全項目
する法律第２条第５項に規
定する産業廃棄物
※「３ 特別管理産業廃棄
物と特別管理一般廃棄物一
覧」を参照

処理方法等

【特別管理産業廃棄物に関する
問い合わせ】
産業廃棄物指導課
（711-4303）

特別管理一般廃 廃棄物の処理及び清掃に関
棄物の全項目
する法律第２条第３項に規
定する一般廃棄物
※「３ 特別管理産業廃棄
物と特別管理一般廃棄物一
覧」を参照
爆発物
自然発火物

・爆発物
（液化石油ｶﾞｽ，
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ，ﾌﾞﾀﾝ，
ｱｾﾁﾚﾝ，ｶﾞｿﾘﾝ，
灯油等及びその
圧力容器，ﾎﾞﾝﾍﾞ等）

紹介，問い合わせ等
【産業廃棄物処理業者の紹介】
福岡県産業廃棄物協会
（651-0171）

【特別管理一般廃棄物に関する
問い合わせ】
循環型社会計画課
（711-4308）
販売店引取り

・自然発火物
自己処理
（ﾏｯﾁ,花火，発煙筒等）
毒物・劇物
農薬・殺虫剤

・毒物，劇物

自己処理
（法規定）

・農薬，殺虫剤（白蟻駆除 完全使用
剤等）
ｼﾝﾅｰ
接着剤

・ﾊｸﾘ剤等
・接着剤(業務用。液状・
ﾍﾟｰｽﾄ状)
・ｺｰｷﾝｸﾞ材(液状・ﾍﾟｰｽﾄ
状）

完全使用

塗料

ｲﾝｸ
ﾄﾅｰ（ﾘｻｲｸﾙ可能なもの）

販売店，ﾒｰｶｰ引取り

販売店引取り
ﾎﾞﾀﾝ型電池・小 【ﾎﾞﾀﾝ型電池】
型充電式電池
・酸化銀電池（ﾎﾞﾀﾝ形）
・ｱﾙｶﾘﾏﾝｶﾞﾝ電池
（ﾎﾞﾀﾝ形）
・空気亜鉛電池（ﾎﾞﾀﾝ形）
【小型充電式電池】
・ﾆｶﾄﾞ電池（円筒型/ﾎﾞﾀ
ﾝ型/ｺｲﾝ型/角型/
電池ﾊﾟｯｸ）
・小型ｼｰﾙ鉛電池
（角型/電池ﾊﾟｯｸ）
・ﾆｯｹﾙ水素電池
（円筒型/角型/電池ﾊﾟｯｸ）
・ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池
（円筒型/角型/ﾋﾟﾝ型/電池
ﾊﾟｯｸ）
※電池ﾊﾟｯｸは樹脂ｹｰｽ
に収めたもの。
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【家庭から排出されたものにつ
いて】
資源循環推進課
092-711-4039
【事業所から排出されたものに
ついて】
産業廃棄物指導課
092-711-4303

区分
ﾊﾞｯﾃﾘｰ
（蓄電池）

細区分

処理方法等
販売店，ﾒｰｶｰ引取り

紹介，問い合わせ等

原動機付自転車 ・ﾊﾞﾝﾊﾟｰ，電装品，
販売店，中古販売店引
・自動車解体部
窓ｶﾞﾗｽ，ﾜｲﾊﾟｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ
取り
二輪車ﾘｻｲｸﾙｺｰﾙｾﾝﾀｰ
品及び交換部品 以外の解体部品及び交換部
（050-3000-0727）
品

廃ｺﾞﾑﾀｲﾔ（原動
機付自転車のも
の）

販売店引取り
ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ引取り

原動機を用いる ・電動車椅子
車椅子
（電動ｼﾙﾊﾞｰｶｰ）

販売店引取り

塩

自己処理

家電リサイクル 特定家庭用機器再商品化法
法対象品目
第２条第４項及び特定家庭
用機器再商品化法施行令第
１条に規定する以下の機械
器具
・ｴｱｺﾝ
・ﾌﾞﾗｳﾝ管式ﾃﾚﾋﾞ
・液晶式ﾃﾚﾋﾞ
・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式ﾃﾚﾋﾞ
・電気冷蔵庫
・電気冷凍庫
・電気洗濯機
・衣類乾燥機

(社)全国軽自動車協会連合会
(03-5472-7861)

①買い換える時に引き取っても
らう。
②購入した小売店に連絡して引
き取ってもらう。
③①，②に該当しない場合は，
ベスト電器の各店舗で引き取り
を予約する。

※詳細は「４ 特定家庭用
機器再商品化法（家電ﾘｻｲｸ
ﾙ法）の対象機器」の例を
参照
※対象機器は分解すること
自体，禁止。
パソコン

・ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ本体
・ﾉｰﾄﾌﾞｯｸﾊﾟｿｺﾝ
・液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
・液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
一体型ﾊﾟｿｺﾝ
・ＣＲＴﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
・ＣＲＴﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
一体型ﾊﾟｿｺﾝ

各ﾊﾟｿｺﾝﾒｰｶｰに依頼するか，ﾘﾈｯ
ﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)の回収を利用。
http://www.renet.jp
【家庭系ﾒｰｶｰ不存在・自作品に
ついて】
一般社団法人ﾊﾟｿｺﾝ３Ｒ推進
協会 （03-5282-7685）
【事業系ﾒｰｶｰ不存在・自作品に
ついて】
福岡県産業廃棄物協会
（651-0171）
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区分

細区分

処理方法等

碍子
（一辺の最大長
さが50cmを超え
るもの）

【産業廃棄物処理業者の紹介】
（事業活動に伴い生じたもの）
福岡県産業廃棄物協会
（651-0171）

トランス
（一辺の最大長
さが20cmを超え
るもの）

【産業廃棄物に関する問い合わ
せ】
産業廃棄物指導課
（711-4303）

安定器
（一辺の最大長
さが50㎝を越え
るもの）
その他（１）

その他（２）

紹介，問い合わせ等

・業務用ﾎﾞｲﾗｰ，温水
器，熱交換器
・ﾜｲﾔｰ付き漁網
・業務用印刷機
・業務用ﾐｼﾝ
・大型（長辺寸法が50cmを
超えるもの）のﾓｰﾀｰ,
ﾎﾟﾝﾌﾟ,ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
・ﾄﾗｸﾀｰ,ｺﾝﾊﾞｲﾝ
等の大型農機具
・空薬きょう
・圧力容器及びﾎﾞﾝﾍﾞ
・薬品類
・ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞの玉
・使い捨てｶｲﾛ
※未使用のもの
・かん付けｶｯﾌﾟ酒
※未使用,未開封
のもの
・ｾﾒﾝﾄ，石灰,漆喰,じゅら
く等の建材（粉末状のも
の）
・ｶﾗｵｹ
・感知器（ｲｵﾝ化式のも
の）
・無限軌道(ｷｬﾀﾋﾟﾗ)
・高圧碍子
・ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ
・ｺﾝﾍﾞｱﾍﾞﾙﾄ

【産業廃棄物処理業者の紹介】
（事業活動に伴い生じたもの）
福岡県産業廃棄物協会
（651-0171）
【産業廃棄物に関する問い合わ
せ】
産業廃棄物指導課
（711-4303）
【一般廃棄物に関する問い合わ
せ】
循環型社会計画課
※以下は埋立場で受入
（711-4308）
・使用済の使い捨てｶｲﾛ
・使用済のかん付
ｶｯﾌﾟ酒

※家庭から排出される
薬（錠剤，粉薬）は工
場で受入

・農業用ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽﾊﾟｲﾌﾟ

再資源回収業者へ持込み。

・建設廃鋼材
・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(ｱｽﾌｧﾙﾄ乳
剤含む)
・市の処理施設を損なう恐
れのあるもの。

一般廃棄物は循環型社会計画課
（711-4308)に連絡
産業廃棄物は産業廃棄物指導課
（711-4303)に連絡
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２

条例第18条第1項に規定する
市長が適正処理困難物として指定したもの
指定品目

平成9年10月30日 告示第236号
指定年月日
平成9年12月1日

廃自動車

処理方法等
販売店引取り

廃原動機付自転車

販売店引取り

紹介，問い合わせ等
○日本自動車販売協会連合会
（03-5733-3110）
○全国軽自動車協会連合会
（03-5472-7861）
○日本自動車輸入組合
（03-5765-6811）
○日本中古自動車販売協会連合
会 （03-5333-5881）
自動二輪車・原動機付自転車に
ついては，二輪車ﾘｻｲｸﾙｺｰﾙｾﾝﾀｰ
（050-3000-0727）で指定引取
窓口や廃棄二輪車取扱店を紹
介。

廃ｺﾞﾑﾀｲﾔ
（自動車用のものに限る）

販売店引取り

日本ﾀｲﾔﾘｻｲｸﾙ協会
03-3506-4738

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ引取り

廃ＬＰｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ

販売店引取り

ＬＰｶﾞｽ協会福岡支部
092-476-3838

ＬＰｶﾞｽ協会福岡支部の
会員による引取り
廃ﾋﾟｱﾉ

ﾋﾟｱﾉ専門運送業者
販売店
中古販売店

廃ﾊﾞｯﾃﾘｰ
（自動車用のもの及び原動機付自転車用の
ものに限る。）

販売店

廃消火器

ﾒｰｶｰ等及び販売代理店 「指定引取場所」（ﾒｰｶｰ営業
引取り
所，廃棄物処理業者等），「特
定窓口」（販売代理店等）。
一覧表は㈱消火器ﾘｻｲｸﾙ推進ｾﾝ
ﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「ﾘｻｲｸﾙ窓口検
索」に掲載
（https://www.ferpc.jp/）。

一般社団法人電池工業会
03-3434-0261

㈱消火器ﾘｻｲｸﾙ推進ｾﾝﾀｰｺｰﾙｾﾝﾀｰ
（03-5829-6773）
ゆうﾊﾟｯｸ利用は，専用ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
（0120-822-306）を紹介。

※細区分欄の具体的名称は例示。
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３ 特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物一覧
区分
主な分類
概要
特 廃油
ｶﾞｿﾘﾝ等の揮発油類，灯油類，軽油類
廃別
棄 管 廃酸
PH２.０以下のもの
物理
処 産 廃ｱﾙｶﾘ
PH１２.５以上のもの
理業
感染性産業廃棄物
病院，診療所等から生ずる産業廃棄物であって，感染性病原体が
法廃
付着している，またはその恐れがある注射針，金属等。
第棄
例：血液が付着したもの
２物
条
特定有害産業廃棄物
第
５
①廃ＰＣＢ等
廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油
項
ＰＣＢが染み込んだ，または付着した汚泥，紙くず，木くず，ﾌﾟﾗ
②ＰＣＢ汚染物
ｽﾁｯｸ類，金属くず，陶磁器くず，がれき類等
(
)

③ＰＣＢ処理物

廃ＰＣＢ等またはＰＣＢ汚染物を処分するために処理したもので
ＰＣＢを含むもの

④廃水銀等

水銀若しくはその化合物が含まれる産業廃棄物又は水銀使用製品
が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

⑤指定下水汚泥

下水道法施行令第13条の４の規定により指定された汚泥

⑥鉱さい

・特定の施設において生じた廃水銀等
・重金属等（水銀，ｶﾄﾞﾐｳﾑ，鉛，六価クロム等），砒素，ﾀﾞｲｵｷｼ
ﾝ類等を一定濃度を超えて含むもの

⑦廃石綿等（ｱｽﾍﾞｽﾄ）

石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発
生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれ
のあるもの。

⑧特定施設から排出される
燃え殻

重金属等，ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を一定濃度を超えて含むもの。

⑨特定施設から排出される
ばいじん

重金属等，1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ，ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を一定濃度を超えて含むも
の。

⑩特定施設から排出される
廃油

有機塩素化合物等，1,4-ｼﾞｵｷｻﾝを含むもの。

⑪特定施設から排出される
汚泥，廃酸，廃アルカリ

重金属等，ＰＣＢ，有機塩素化合物，農薬等，1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ，ﾀﾞｲ
ｵｷｼﾝ類を一定濃度を超えて含むもの。

輸入廃棄物(ばいじん，燃え
殻，汚泥)
処特
理別
法管
第理
２一
条般
第廃
３棄
項物

ＰＣＢ使用部品

廃ｴｱｺﾝ，廃ﾃﾚﾋﾞ，廃電子ﾚﾝｼﾞに含まれるＰＣＢを使用する部品

廃水銀

水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀

ばいじん

ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん

ばいじん，燃え殻，汚泥

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ特措法の特定施設である廃棄物焼却炉（焼却能力50㎏/
ｈまたは火床面積0.5㎡以上）から生じたもので，ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を３
ng/gを超えて含有するもの。

()

廃
棄 感染性一般廃棄物
物

病院，診療所等から生ずる一般廃棄物であって，感染性病原体が
付着している，またはその恐れがあるもの。
例：血液が付着したもの）

※上記の廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象となる。
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４

特定家庭用機器再商品化法（家電ﾘｻｲｸﾙ法）の対象機器

ｴｱｺﾝ機器として独立しているもの。 出力・大きさによる区別はありません。
ｴｱｺﾝ
・室外機が1個で，室内機が複数あるもの。
・欄間など家屋の一部を送風口とするなど建物
（ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ）
と一体となっているもの。
・暖房部分がｶﾞｽ・石油等であっても冷房機能を有
・壁掛け・床置きではなく，天井設置形のも
対
の。
対 しているもの。
象
・冷風機のような熱交換による冷房機能を有し
象
外
＊機器として建物と独立するものは全て対象となり
ないもの。
ます。
・ﾋﾞﾙ空調ｼｽﾃﾑ。

ﾌﾞﾗｳﾝ管式ﾃﾚﾋﾞ
ﾌﾞﾗｳﾝ管の形状（横型など）による区別はありません。
・ﾋﾞﾃﾞｵー体型ﾃﾚﾋﾞ。
・画面を伴わない受信機（ﾚｺｰﾀﾞｰ）。
対
対 ・携帯用小型ﾌﾞﾗｳﾝ管ﾃﾚﾋﾞ。
象
象 ・ﾌﾞﾗｳﾝ管使用のﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ対応ﾃﾚﾋﾞ。
外
液晶式ﾃﾚﾋﾞ
液晶の形状（横型など）による区別はありません。
電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに
・携帯可能な液晶ﾃﾚﾋﾞ（車載用を含む）（電源
限り，建築物に組み込むことができるように設計し
として一次電池又は蓄電池を使用するもの）
たものを除く。
・ﾃﾚﾋﾞ受信機能付き携帯電話，ｶｰﾅﾋﾞ，ＰＤＡ
・浴室やｷｯﾁﾝに備え付けられたﾃﾚﾋﾞ
・ＨＤＤ・ＤＶＤ内蔵液晶ﾃﾚﾋﾞ
・液晶ﾘｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾃﾚﾋﾞ
対 ・液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾆﾀｰ（ﾁｭｰﾅｰ無し）
対 ・液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾆﾀｰ（ﾁｭｰﾅｰ付き）
象 ・ﾊﾟｿｺﾝ用液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾆﾀｰ（ﾁｭｰﾅｰ付きを含
象 ・ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ（電池を除く）
外 む）
・着脱式付属専用ｽﾋﾟｰｶｰ
・外付のｺｲﾝﾎﾞｯｸｽを取り外したﾃﾚﾋﾞ本体
（※改正資源有効利用促進法（ﾊﾟｿｺﾝﾘｻｲｸﾙ法）
の対象）
・病院・旅館等で使用のｺｲﾝﾎﾞｯｸｽ内蔵型ﾃﾚﾋﾞ
ﾌﾟﾗｽﾞﾏ式ﾃﾚﾋﾞ
ﾌﾟﾗｽﾞﾏの形状（横型など）による区別はありません。
・ＨＤＤ・ＤＶＤ内蔵ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ
・ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾆﾀｰ（ﾁｭｰﾅｰ無し）
・ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾆﾀｰ（ﾁｭｰﾅｰ付き）
・ﾊﾟｿｺﾝ用ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾆﾀｰ（ﾁｭｰﾅｰ付きを含
・ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ（電池を除く）
む）
対 （※改正資源有効利用促進法（ﾊﾟｿｺﾝﾘｻｲｸﾙ法）
対 ・着脱式付属専用ｽﾋﾟｰｶｰ
象 の対象）
象 ・外付のｺｲﾝﾎﾞｯｸｽを取り外したﾃﾚﾋﾞ本体
外 ・病院・旅館等で使用のｺｲﾝﾎﾞｯｸｽ内蔵型ﾃﾚﾋﾞ
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ方式のﾃﾚﾋﾞ
電気冷蔵庫・電気冷凍庫
容量などによる区別はありません。
・冷凍冷蔵庫（冷凍庫部分が分離していない）。
・厳密な温度設定機能があるもの。
・冷凍庫であっても，温度設定により冷蔵庫として
・保冷車や保冷倉庫など機器と言えないもの。
対
対 も使用できるもの。
・冷蔵されているものが外から確認できる商品
象
象 ・ﾜｲﾝ貯蔵用などで個人使用向けに製造・販売され
陳列ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ用機器。
外
ているもの。
電気洗濯機
全自動・二槽式いずれも対象です。容量などによる区別はありません。
・乾燥機能を有するものを含む。
対 ・ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ用の洗濯機。
対
象 ・連結器具により接続されている乾燥機。
象
外 ・ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ用機器。
衣類乾燥機
容量などによる区別はありません。
・ガス衣類乾燥機
・衣類乾燥機能付き布団乾燥機
・電気衣類乾燥機（ﾄﾞﾗﾑ式）
・衣類乾燥機能付き換気扇
・外付のｺｲﾝﾎﾞｯｸｽを取り外した衣類乾燥機本体
対 ・衣類乾燥機能付き除湿器
対
象 ・衣類乾燥機能付きﾊﾝｶﾞｰ
象
外 ・衣類乾燥機能付きﾊﾝｶﾞｰ掛け
・ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ等で使用のｺｲﾝﾎﾞｯｸｽ内蔵型衣類乾
燥機
(用語の説明)
引取義務のある機器

引取義務のない機器

小売業者自らが過去に小売販売した特定家庭用機器の引取を求められた時及び
対象機器の販売に際し，同種の特定家庭用機器の引取を求められた時はそれを
引取り，製造業者等に引渡さなければならない。
これを引取義務のある機器という。
上記以外の特定家庭用機器をいう。

※対象及び対象外欄の具体的名称は例示。
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