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事業活動に伴い発生・排出するごみ

家庭系一般廃棄物

家庭生活に伴い発生・排出するごみ

事業系ごみは
クリーンステーション
には出せません

※カセットボンベ・スプレー缶は
　自己搬入できません。

令和2年4月1日から事業系ごみの出し方ルールが変わります！

・不法投棄・野外焼却は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又は
　これらの併科、さらに法人に対して3億円以下の罰金
・事業系ごみをクリーンステーションに出すと不法投棄になります
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・☆が記載された品目は、排出元一箇所・1日につき、総量が70Lの袋で3袋分まで排出できます。
・★が記載された品目は、排出元一箇所・1日につき、総量が5点（指定袋に入る場合は70Lの袋で3袋分）まで排出できます。
・上記数量以上の量又は継続的に発生するものは産業廃棄物として処理してください。
・指定袋に入らない「粗大（不燃）ごみ」の出し方や処理料金などは一般廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。
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空き缶（飲食料品・調味料）
空き缶（灯油）
空き缶（塗料・ワックス）※小型の缶☆
空き缶（塗料・ワックス）                       
※ペール缶・一斗缶など大型の缶
空き缶
（自動車の不凍液やブレーキ液・オイル等）
空き缶（筆記具・雑貨・灰皿等）☆
空き缶（薬品・洗剤・農薬等）
空きびん（医薬品）
空きびん（飲食料品・調味料）
空きびん（化粧品）☆
空きびんのキャップ（金属製）☆
アルミシート
（工事に使用されたもの以外）☆
アルミ付紙容器
衣装ケース・収納ケース★
いす★
インクリボンカートリッジ☆
植木鉢（プラスチック製）☆
植木鉢（陶磁器製）☆
エアコン
AED用電極パッド☆
ACアダプター☆
液体用ポリタンク（飲料・灯油類用）☆

汚泥
かご（スーパー等の買い物用）☆
傘★
ガス管
ガスコンロ・カセットコンロ
（指定袋に入るものに限る）☆
カセットボンベ
カッターナイフ☆
カバン（合成皮革以外のもの）
カバン（合成皮革のもの）☆
紙おむつ（汚物はトイレに）
髪の毛
乾電池☆
機密書類

金庫
（手提げ金庫かつ指定袋に入るものに限る）☆

くつ（合成皮革以外のもの）
くつ（合成皮革のもの）☆
グラスウール
蛍光灯
結束バンド☆
コード類
（電気コード・LANケーブル）☆
小型充電式電池
（ニカド・ニッケル水素・リチウムイオン電池など）

コップ（ガラス・陶磁器製）☆
コピー機
（指定袋に入るものに限る）☆
コンクリートがら
コンクリートブロック・煉瓦ブロック
梱包用緩衝材（ウレタン）・梱包資材☆
梱包用ビニール☆
CD☆
CDケース☆
自転車★
事務机★
食器・トレイ（ガラス・陶磁器製）☆
スキャナー
（指定袋に入るものに限る）☆
スチール棚★
スプレー缶（殺虫剤）
スプレー缶（整髪料）
スプレー缶（塗料）
石膏ボード
洗剤容器（プラスチック製）☆
剪定枝・伐採木
（太さ5cm、長さ50cm以上のもの）
剪定枝・伐採木
（太さ5cm、長さ50cm以下のもの）
扇風機☆
掃除機☆
タイヤ
タイヤホイール

注射針
机★
土・土砂
テレビ
電気ポット☆
電球☆
電子レンジ☆
トナーカートリッジ☆
廃油
バケツ（プラスチック製）☆
パソコン
パソコン周辺機器（FDD・HDD・MO・
スピーカー・カードリーダー等）☆
パソコン用キーボード☆
バッテリー（自動車・単車・自転車用）
発泡スチロール☆
針金☆
ハンガー（プラスチック製）☆
ビデオテープ☆
ビデオデッキ☆
ビニール袋☆
プラスチックボトル
（医薬品が入っていたもの以外）
プラスチックボトル
（医薬品が入っていたもの）
プランター（プラスチック製）☆
プリンター
（指定袋に入るものに限る）☆
フロッピーディスク☆
フロッピーディスクのケース☆
ペットボトルのキャップ・ラベル☆
ペットボトルの本体
ボールペン☆
ボタン電池
マウス（パソコン用）☆

ライター（金属製）☆
ライター（プラスチック製）☆

LED製品☆

マットレス（スプリングあり）
マットレス（スプリングなし）★

カ・ス

カ・ス
カ・ス
カ・ス

令和 2年 4月から
追加します。

４

畳（新建材のものに限る）★業務用ゴムホース（高圧ホース等）



指定袋に入れなくてもよい場合・・・・・・・
継続的に発生しない廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず

指定袋に入るもの ：  排出元一箇所・1日につき、総量が70Lの袋で3袋分まで
指定袋に入らないもの ： 排出元一箇所・1日につき、総量が５点まで

下記のごみは、排出できる量を制限しています

※下記の数量以上の量又は継続的に発生するものは産業廃棄物として処理してください

事業系ごみの分け方・出し方のルール

一斗缶は、粗大（不
燃）ごみ、カセット
ボンベ・スプレー缶
は、穴をあけずに、
専用の指定袋で出し
てください。

口をしっかりと結んで出し
てください。
蛍光管等水銀使用製品
は産業廃棄物として処
理してください。　

カセットボンベ・スプレー缶
は、穴をあけずに、
専用の指定袋で
出してください。

カセットボンベ・スプレー缶

カセットコンロ用ボンベ
整髪料・殺虫剤・塗料などのスプレー缶（エアゾール缶）

自己搬入はできません。必ず許可業者に収集を
委託してください。　　　　　

・中身を全部使いきってください。
・穴をあけずに出してください。
・他の粗大（不燃）ごみは入れないでください。

排出するときは、下記の区分を守って下さい。正しく分別されていないごみは収集されません。

令和 2年 4月 1日から
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＜布施畑環境センターに粗大(不燃)ごみを直接持ち込む方へ＞
排出できる量を制限しています
○指定袋に入るもの ・・・ 排出元一箇所・1日につき、総量が70Lの袋で3袋分まで
○指定袋に入らないもの ・・・ 排出元一箇所・1日につき、総量が5点まで
くわしくは、布施畑環境センター 搬入管理事務所（　974-2411）までお問い合わせください

※カセットボンベ・スプレー缶は自己搬入できません。必ず許可業者に委託して下さい。

収集運搬経費の単価150円は、45L指定袋1袋当たりの収集運搬手数料144円を1.05で割り1.1倍した額です。
可燃ごみや粗大（不燃）ごみの45L指定袋には標準で9㎏（＝45L×規定比重0.2）入ります。

可燃物・不燃物は布施畑環境センターへ搬入して下さい。
事前に「指定袋収納義務除外申請書」の提出が必要となります。P2



普段みなさんが出している事業系ごみの中には、資源化できるものや、計画的に消費すれば減らすことができるものが
多く含まれています。
市が平成30年度に実施した調査では、可燃ごみの中に資源化できるもの（資源化できる紙が15％、手つかず（未開封）食品が
5％など）が含まれていることがわかっています。
減量や資源化は、コスト削減にもつながります。今一度、ごみの減量・資源化をご検討ください。

●まずは「紙」から減量を
　紙ごみは、種類ごと（新聞紙・ダンボール・雑がみ）に分別することでリサイクルすることができます。
　リサイクルすることにより可燃ごみの量も減りますので、排出にかかる費用を削減することができます。
　また、分別の状況、紙の量や状態などの条件によっては買取ってもらえる場合もあります。

●リサイクルをどう徹底するか
リサイクルを進めるにあたり難しいのは、その紙が

雑がみなのか禁忌品なのかどうかを判断することでは
ないでしょうか。
そこで、仕事場で使う主要な紙（たとえばオフィス

なら、コピー用紙、封筒、レシートなど）がどの分類
になるのかがはっきりわかるようにしておき、従業員
がストレスなく分別できるような工夫は効果的です。

たとえば、ある店舗では、「資源分別置き場」を設置し、その前にはお店での販売活動や
商品加工・サービスから発生する廃棄物の分別方法を写真付きでわかりやすくまとめた
ポスターを掲示しています。

●リサイクルの相談先
　紙ごみの回収品目や費用等は、現在契約している
一般廃棄物収集運搬許可業者、または、神戸市環境
共栄事業協同組合（共栄会　 331-3470）、兵庫
県製紙原料直納協同組合
（神戸古紙リサイクルの会内　 265-6860）に
ご相談ください。

「雑がみ」とは？

「雑がみ」とは、段ボール・飲料用紙パック以外の、様々なリサイクルできる紙のことです。
ただし、表面をコーティング加工した紙、感熱紙、写真などはリサイクルできません。

「紙のリサイクルについて
　詳しく知りたい場合は…」

古紙再生促進センターティッシュペーパー・
お菓子などの紙箱

はがき・名刺・封筒
窓付封筒のセロハンは可燃ごみへ

トイレットペーパー・
ラップなどの紙芯

雑がみで出せるもの

雑がみで出せないもの

カーボン紙
ノーカーボン紙も不可

感熱紙
レシートなど

紙パック

写真

紙以外のもの（金具、クリップ、クリアファイル、輪ゴム、綴じヒモ、
セロファンテープ、布、革、ＣＤなど）を混ぜて出さないでください。

雑誌・パンフレット・
ポスター・新聞紙

パンフレ

ティッシュペーパー
空の紙箱は可

出

オフィスペーパー
注）シュレッダーした紙も出せますが、
　　その場合、他の紙とは混ぜず、
　　飛散しないようにしてください

シール・付箋
台紙も不可

これ

せないもの

ANIMALSTICKERA

紙コップ・紙皿
トイレットペーパー・
ペーパータオル

紙芯は可



肥料袋・茎・花がら・木質ごみ・ビニールポット

ペットボトル・空き缶

業種別・ごみの分け方のポイント

業種ごとに出るごみの種類は異なります。出るごみの特徴、傾向を掴むことで減量化に繋がります。

オフィス

資源可燃 ペットボトル・空き缶
※飲食料・調味料入っていたもの

コピー用紙・ダンボール・弁当がら
※コピー用紙・ダンボールなどの紙は、積極的に
　リサイクルしましょう

生ごみ（残飯・コーヒー・茶がらなど）・新聞紙・雑誌・
プラスチック容器・割りばし
※生ごみは水気をよく切ってください
※新聞紙・雑誌などの紙は、積極的にリサイクルしましょう

飲食業

資源

医療機関・薬局・製薬業

７

可燃 コピー用紙・ダンボール・
生ごみ・紙おむつ(感染のおそれがないもの)

福祉事業・教育機関

可燃

理容店・美容院

髪の毛・雑誌・
パーマ液容器(プラスチック)
※雑誌などの紙は、積極的に
　リサイクルしましょう

資源

カセットボンベ
スプレー缶 スプレー缶

販売業・運送業

建設業・製造業

自動車・オートバイ関連業

農林・園芸業

可燃

８

ここに掲載している以外の、業種別のよく出る品目については、以下からご覧いただけます。
メニュー画面から「業種でさがす」を選択してください神戸市 事業系ごみ分別検索

可燃

可燃 コピー用紙・新聞紙・雑誌・
空箱(紙箱・ダンボール)・紙コップ
※コピー用紙・ダンボールなどの紙は、積極的に
　リサイクルしましょう

※飲食料・調味料入っていたもの

※コピー用紙・ダンボールなどの紙は、積極的にリサイクルしましょう
※感染のおそれのある紙おむつは産業廃棄物（感染性廃棄物）として処分してください

ペットボトル・空き缶資源
※飲食料・調味料入っていたもの

ペットボトル・空き缶
※飲食料・調味料入っていたもの

資源可燃 ペットボトル・空き缶
※飲食料・調味料入っていたもの

コピー用紙・ダンボール・新聞紙
※コピー用紙・ダンボールなどの紙は、積極的に
　リサイクルしましょう

資源可燃 ペットボトル・空き缶
※飲食料・調味料入っていたもの

コピー用紙・チラシ・生ごみ
※コピー用紙・ダンボールなどの紙は、積極的に
　リサイクルしましょう

資源可燃 ペットボトル・空き缶
※飲食料・調味料入っていたもの

コピー用紙・ダンボール・
伝票・生ごみ
※コピー用紙・ダンボールなどの紙は、積極的に
　リサイクルしましょう

オフィスで多く排出されるコピー用紙や、チラシ、封筒、ダンボールといった紙ごみはリサイク
ルすることで可燃ごみの減量につながります。

理容店・美容院で使用するカラー剤・パーマ液等のスプレー缶は、中身を使い切ったうえで、
穴を開けずに「カセットボンベ・スプレー缶」専用指定袋に入れて排出してください。

取扱う商品の多い販売業・運送業では、ごみの中で割合の大きいもの
（販売業ならダンボールやコピー用紙といった紙ごみ）をリサイクルなどへ回すことで、
排出するごみ量を比較的容易に減らすことができます。

建設業・製造業からよく排出される、設計図等の紙ごみはリサイクルすることで
可燃ごみの減量につながります。
また、工事や製造過程で発生するプラスチック・ゴムくず・繊維くず・がれき類などは
産業廃棄物として処分してください。

自動車・オートバイ関連業から排出されるコピー用紙や伝票、カタログといった紙ごみは
リサイクルすることで可燃ごみの減量につながります。
なお、タイヤやその他関連部品は産業廃棄物として処分してください。

農林・園芸業からは、土などを入れていた空き袋、ビニールポットやプラスチックカップ、
花がらや茎などが排出されています。
また、コピー用紙やダンボールといった紙ごみも見受けられ、
これらはリサイクルすることで可燃ごみの減量につながります。

飲食業から排出される残飯やコーヒー・茶がらなどの生ごみは、
水気をよく切るだけで減量になります。
また、店内の新聞・雑誌などの紙ごみはリサイクルすることで可燃ごみの減量につながります

医療機関・薬局・製薬業からよく排出されるコピー用紙や、薬品等を梱包していた空箱、待合
スペースの新聞などの紙ごみはリサイクルすることで可燃ごみの減量につながります。

福祉事業・教育機関の利用者の飲食に伴う生ごみは、水気をよく切るだけで減量になります。
また、使用済みおむつは汚物を取り除いて出す必要があります。



蛍光管・水銀体温計・水銀血圧計などの水銀使用製品は、令和 2
年 4月 1日からは、すべて産業廃棄物として処理してください。
水銀使用製品産業廃棄物の処理にあたっては、産業廃棄物処理許
可業者または（一社）兵庫県産業資源循環協会（
月～金 9:00 ～ 17:00）にお問い合わせ下さい。

課

課

兵庫県産業資源循環協会

兵庫県産業資源循環協会
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課

課

資源循環協会

蛍光管等水銀使用製品重要

A1４

Q1４スプレー缶の中身を出し切るには、どのようにすればいい
ですか？
中身が残っているスプレー缶は、中身排出機構（ガス抜
きキャップ）を使って風通しのよい屋外で排出してくだ
さい。詳しくは、日本エアゾール協会のホームページを
ご覧ください。
(一社）日本エアゾール協会（URL：https://www.aiaj.ro.jp/）

Q1３カセットボンベ・スプレー缶の排出量がすくないので、「粗
大（不燃）ごみ専用指定袋で他の粗大(不燃)ごみとして
出していいですか？

A1３「粗大（不燃）ごみ」では出せません。排出量が少ない
場合でも必ず「カセットボンベ・スプレー缶専用指定袋」
をご利用ください。

Q1１古新聞、古雑誌や段ボールなどを輩出するにはどうしたら
よいですか?

A1１古紙は出来るだけリサイクルして下さい。まずは現在
契約中の許可業者にご相談ください。なお、契約業者
が対応できない場合は、神戸市環境共栄事業協同組合
（☎265－6860）までお問い合わせください。

A12

Q12「カセットボンベ・スプレー缶」を捨てるとき、穴はあけ
なくてよくなるのですか？
穴をあける必要はありません。必ず中身を使い切って、
穴をあけずに「カセットボンベ・スプレー缶専用指定袋」
に入れて排出してください。

A1６

Q1６白熱電球やLED製品も蛍光管と同じく産業廃棄物になる
のですか？
白熱電球やLED製品など水銀を使用していない照明器
具は、大量又は継続的に発生しないのであれば、「粗大（不
燃）ごみ」として出してください。

A1５

Q1５蛍光灯等水銀使用製品を捨てたいが、量が少ないので、「粗
大(不燃)ごみ」として出してもいいですか？
「粗大 (不燃 )ごみ」では出せません。必ず産業廃棄物
として処理してください。水銀使用製品産業廃棄物の処
理にあたっては、現在契約中の一般廃棄物収集運搬許可
業者、または兵庫県産業資源循環協会
へご相談ください。

595-6184

381-7464

595-6184


