
自治体 種　別 排出場所 排出容器 収集頻度 H23年度資源化量(t)

日立市 ペットボトル 拠点及び再生資源集積所 専用の回収袋 １回／月 472
ペットボトル 拠点及び集積所 透明・半透明袋 2回／月 254
その他のプラ モデル地区集積所 透明・半透明袋 1回／週 28

古河市 ペットボトル 集積所 中身が見える袋 3回／月 486
（古河地区） その他のプラ 集積所 中身が見える袋 1回／週 613

石岡市 ペットボトル 集積所 コンテナ 1～2回／月 142
ペットボトル 集積所 専用ポリ袋 2回／月 441
その他のプラ 集積所 専用ポリ袋 2回／月 17
ペットボトル 資源物回収ステーション・拠点 専用容器・回収容器 2回／月 196
白色トレイ 資源物回収ステーション・拠点 専用容器 2回／月 6

下妻市 ペットボトル 各地区指定の集積所及び下記回
収協力店 回収ネット 2回／月 134

ペットボトル 集積所 資源物専用のごみ袋 3回／月 68
その他のプラ 集積所 資源物専用のごみ袋 1回／週 H24.4～
ペットボトル 集積所 専用の回収ネットまたはバケツ 1回／月 84
白色トレイ 集積所 専用の回収ネット 1回／月 19
ペットボトル 集積所 備付けのネット 2～3回／月 104
白色トレイ 集積所 透明袋 1回／週 11

北茨城市 ペットボトル 集積所 透明・半透明袋 1回／週 160
笠間市 ペットボトル 集中集積所 コンテナ 決められた日 33

（笠間地区） 白色トレイ 集中集積所 コンテナ 決められた日 0
ペットボトル 集積所 資源物専用袋 2回／月
その他のプラ 集積所 資源物専用袋 1回／週
ペットボトル 集積所 びん・PET専用かご 1回／週 159
白色トレイ 集積所 指定袋 1回／週 16

つくば市 ペットボトル 集積所 透明・半透明袋 2回／月 518
ペットボトル 資源回収ステーション ネット回収 2回／月 306
その他のプラ 資源回収ステーション ネット回収 2回／月 364

鹿嶋市 ペットボトル 団体指定の資源集積所 専用容器 1～２回／月 288
潮来市 ペットボトル 集積所 指定袋 1回／週 169

ペットボトル 集積所 資源物専用袋 2回／月
その他のプラ 集積所 資源物専用袋 1回／週
ペットボトル 集積所 専用指定袋 2～3回／月 62
白色トレイ 粗大ごみ集積所 専用指定袋 1回／月 0
ペットボトル 集積所 指定袋 2～3回／月 158
白色トレイ 集積所 指定袋 1回／月 11

筑西市 ペットボトル 自治会リサイクルステーション 指定の容器 2回／月 183
坂東市 ペットボトル 集積所 無色透明袋 1回／週 173

単独排出

H24.4～

H24.4～

混合排出

単独排出

トレー(発泡スチロール含む) 1回/週　単独排出

単独排出

可燃　2回／週　　不燃 １回／週　　びん・缶・紙・布・ＰＥＴ １回／週 　

単独排出 可燃　2回／週　　不燃 １回／月 　　資源物　2回／月

可燃　2回／週　　不燃 ２回／月　 資源物　2回／月

可燃　2回／週　　不燃 １回／週　　びん・缶・ＰＥＴ・紙・布 2回／月 　
単独排出
単独排出

単独排出

可燃　2回／週　不燃 １回／週　びん・缶・ＰＥＴ １回／週 　紙・布・プラスチック・ビニール１回／週

単独排出

粗大(小)・有害　１回／月

可燃　2回／週　　不燃 ２回／月 　資源物　2回／月単独排出

単独排出
単独排出

可燃　3回／週　不燃 2回／月 　資源物 2回／月  木くず 2回／月

可燃　2回／週　不燃 １回／月 　びん類，缶類，紙類，ＰＥＴ　2回／月　布類　１回／月単独排出

可燃　2回／週　不燃 １回／週　びん類，缶類，紙類，布類　2回／月　
単独排出
単独排出

可燃　2回／週　不燃 １回／週　紙類・布類・缶類・びん・PET 1回/週　混合排出

単独排出
単独排出

可燃　2回／週　不燃 １回／週　紙類・布類　2回/月　びん 2回/月  缶・PET 2回/月取手市

高萩市

守谷市

那珂市
単独排出 可燃　2回／週 　カン類: 2～3回／月   ビン類・紙類: 2～3回／月             

単独排出 有害ごみ・発泡スチロール:1回／月

有害ごみ・発泡スチロール:1回／月

単独排出 可燃　2回／週　　不燃 １回／週　　びん・紙類 2回／月  

単独排出 可燃　2回／週　　埋立てごみ　2回／月　 資源物　1回／月

単独排出
可燃　2回／週　不燃 １回／週　びん・缶・紙類　1/月 

単独排出

牛久市

可燃　2回／週　 不燃 １回／月   缶・紙・布・発泡　1回／週 　 びん　2回／月 

単独排出

県内市のペットボトル及びその他のプラ製容器包装収集の状況

排出方法
単独排出 可燃　2回／週　　不燃，粗大（小），びん・缶・布等の資源物　1回／月

その他のごみ・資源物の回収頻度

【県内自治体】

単独排出
単独排出

可燃　2回／週　　不燃 1回／週 　　資源物　2回／月土浦市

龍ヶ崎市

常総市

単独排出 可燃　３回／週　　不燃 １回／月 　　びん・缶・布　2回／月　紙類　３回／月　　瀬戸物・金属

単独排出 　　・プラスチック　1回／月

単独排出 可燃 2回／週　不燃 １回／月  缶・金属 2回／月　びん，紙類 1回／月  陶器類，電球 1回／月　

可燃　３回／週　　不燃 ２回／月 　　びん類，缶類　2回／月　紙・布類　１回／月　　
単独排出

単独排出

ひたちなか市

結城市

常陸太田市
単独排出

可燃　2回／週　　不燃 １回／月　　資源物 １回／月
単独排出

常陸大宮市
単独排出 可燃　2回／週 　カン類: 2～3回／月   ビン類・紙類: 2～3回／月             



自治体 種　別 排出場所 排出容器 収集頻度 H23年度資源化量(t)

ペットボトル 拠点回収 回収容器 50
その他のプラ 集積所 指定袋 2～3回／月 3
ペットボトル 集積所 指定袋 2回／月 102
その他のプラ 集積所 指定袋 2回／月 18

桜川市 ペットボトル 資源集積所 コンテナ 1回／月 66
神栖市 ペットボトル 342

(神栖地区) その他のプラ 121
行方市 ペットボトル 集積所 コンテナ 1～2回／月 92
鉾田市 ペットボトル 集積所 専用収集カゴ 2回／月 71

ペットボトル 集積所 指定袋  2回／月
その他のプラ 集積所 指定袋 １回／週

可燃　2回／週　不燃 １回／月　びん・缶・紙類/月

その他のごみ・資源物の回収頻度排出方法

54

H24.4～

可燃　2回／週　金属類3～4回/月　紙製容器包装・紙パック　2回／月
びん・紙類　1回/月

可燃　2回／週　　不燃 １回／月　　びん・紙類 2回／月  PET・有害ごみ　 2回／月

可燃　2回／週　　不燃 3回／週　　缶　3回／月　紙・布　2回／月  茶びん　2回／月

単独排出

単独排出

単独排出

混合排出 指定袋

単独排出 可燃　2回／週　不燃 １回／月 　缶・金属　2回／月　びん，紙類　1回／月  陶器類，電球　1回／月　

集積所 2回／月 可燃　2回／週　　不燃 2回／月　　びん・缶 2回／月  紙・布・有害ごみ 2回／月 

稲敷市
単独排出
単独排出

かすみがうら市
単独排出 透明・その他の色　1回／月　 粗大ごみ　1回／月(長さ1．5m未満，または重さ20kg未満)

つくばみらい市
単独排出

可燃　2回／週　　不燃 １回／週　　びん・缶・紙・布類 2回／月  

ガラス・陶磁器 １回／2か月　透明,・茶・その他の色びん　１回／2か月　
 2回／月コンテナ単独排出集積所ペットボトル小美玉市

可燃　2回／週　缶・金属・粗大　2～3回／月   不燃 １回／週　　紙類 2回／月　

単独排出


