
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)

八戸市 ペットボトル ステーション 透明・半透明袋 1回／週 613
山形市 ペットボトル 集積所 無色透明の袋 1回／週 649
伊勢崎市 ペットボトル 町内資源回収場所 ペットボトルを集める袋 1回／月 254

その他のプラ ステーション 指定袋 1回／週 530
ペットボトル 集積所 指定ネットあるいは回収ボックス 2回／月 452
白色トレイ 集積所 指定ネットあるいは回収ボックス 2回／月 12
その他のプラ 集積所 指定ネットあるいは回収ボックス 2回／月 370

熊谷市 ペットボトル 集積所 無色透明袋 1回／週 520
ペットボトル 資源物ステーション 透明袋 2回／月 1,715
その他のプラ 資源物ステーション 透明袋 1回／週 3,193
ペットボトル 集積所 無色透明袋 2回／月 1,133
その他のプラ 集積所 無色透明袋 1回／週 5,567

春日部市 ペットボトル 集積所 コンテナ 2回／月 746
草加市 ペットボトル 集積所 網 袋 2回／月 728

ペットボトル 集積所 カゴ 2回／月 893
白色トレイ 集積所 カゴ 2回／月 35
ペットボトル 資源再生物集積所 透明・半透明袋 2回／月 820
その他のプラ 資源再生物集積所 透明・半透明袋 1回／週 2,851
ペットボトル 集中集積所 コンテナ 2回／月 636
その他のプラ 集中集積所 透明・半透明袋 2～3回／月 1,918
ペットボトル 集積所 ネット回収 2回／月 727
その他のプラ 集積所 透明・半透明袋 1回／週 H24.4～
ペットボトル 集積所 透明・半透明袋 1回／週 752
その他のプラ 集積所 透明・半透明袋 1回／週 2,556
ペットボトル リサイクルステーション ネット回収 2回／月 557
白色トレイ リサイクルステーション ネット回収 2回／月 43
その他のプラ リサイクルステーション 透明・半透明袋 1回／週 316
ペットボトル ステーション 透明・半透明袋 1回／週 761
その他のプラ ステーション 透明・半透明袋 1回／週 3,454
ペットボトル 集積所 コンテナ ２回／月 482
その他のプラ 集積所 透明・半透明袋 1回／週 2,799
ペットボトル 資源ごみステーション 指定袋又は透明・半透明袋 1回／月 　可燃　2回／週　不燃 2回／月　缶類 2回／月 　びん・その他の紙製容器 １回／週　 285
その他のプラ 資源ごみステーション 指定袋 1回／週 　蛍光灯 1回／2か月 1,759
ペットボトル 集積所 半透明袋 2回／月 75
白色トレイ 集積所 半透明袋 2回／月 0
ペットボトル 集積所 ネット回収 2回／月 261
その他のプラ 粗大ごみ集積所 指定袋 1回／週 933

太田市 単独排出
単独排出

　可燃 2回／週　不燃・粗大 3回／月 資源ごみ・棄権ごみ 2回／月　　

単独排出

単独排出 　可燃　2回／週　　不燃 １回／週  びん，缶　１回／週　紙類 1回／週  粗大ごみ 1回／週　

小田原市

　雑びん 1回/月　蛍光灯 1回／月

上越市
単独排出 　乾電池・ライター・蛍光灯 1回／2か月　

福井市
単独排出

　ミックスペーパー 1回／週

松本市
単独排出 　可燃　3回／週 　埋立ごみ 1回/月　破砕ごみ 1回/月  紙類･金属類･布類･生きびん 1回／月               

単独排出

単独排出

　可燃　2回／週　破砕ごみ 2回／月 びん類・缶・スプレー缶 2回／月　紙類布類　１回／月　

　可燃　2回／週　　不燃 1回／月  びん・缶・金属類・紙・布 2回／月

茅ヶ崎市
単独排出
単独排出

　可燃　2回／週　不燃 １回／週　びん・缶・紙類・布類・缶類・廃食用油:1回/週　

特例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

【特例市】
排出方法 その他のごみ・資源物の回収頻度
混合排出 　可燃　2回／週　　不燃 １回／月　びん・缶・ＰＥＴ　1回／週　紙・布類　2回／月

　可燃　2回／週　不燃 2回／月　びん・缶　2回／月　資源物 1回／月　プラスチック　1回／週　
単独排出

越谷市
単独排出
単独排出

単独排出 　可燃　3回／週　不燃 2回／週　びん類，缶類，PET 2回／月 有害・危険ごみ 　 紙・布類　2回／月

単独排出 　可燃　2回／週　　不燃 2回／月　　びん・缶・紙類 2回／月

単独排出
所沢市

　小型家電品　１回／月　

　可燃　2回／週　 不燃 2回／月   びん・缶・紙・布・危険ごみ 2回／週

川口市
単独排出

　可燃　3回／週　びん・缶・紙類・布類・金属類 2回／月  有害ごみ 2回／週

単独排出 　可燃　2回／週　　雑貨・廃家　1回／週　びん・缶・ペットボトル・紙類　1回／週　プラスチック1回／週　

単独排出
単独排出

単独排出

長岡市
混合排出
単独排出
単独排出 　可燃　3回／週　　不燃 2回／月　びん・缶・紙類 2回／月　その他の紙製容器 　　  

　有害危険物 2回／月  枝木・草 1回／週

　生ごみ 2回／週  可燃 1回／週　　不燃 ２回／月　 びん・缶・PET 1回／週 　紙類 2回／月 

単独排出
平塚市

大和市 単独排出
単独排出

　可燃　2回／週  不燃 ２回／月　 びん・缶・紙・布類 2回／月

　金属類・廃食用油 1回/月

　可燃 2回／週　不燃 1回／隔週　びん・缶 1回/隔週  紙類 1回/隔週  布類　1回/月　

厚木市
混合排出
単独排出
単独排出

単独排出
　可燃　2回／週　不燃 １回／週　紙類2回／月　びん・缶・紙類　1回/月  スプレー缶等/月

単独排出

単独排出

甲府市
単独排出 　可燃　2回／週　　不燃 １～2回／月　　びん・金属類・紙・布・有害再生物 1回／月 

単独排出



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 資源回収集積所 回収袋 1回／月 341
その他のプラ プラ製容器包装集積所 指定袋 1回／週 2,461
ペットボトル 資源物集積所 ネット回収 2回／月 547
その他のプラ 資源物集積所 資源物専用指定袋 1回／週 1,917
ペットボトル 不燃ごみ集積所 資源用指定ごみ袋 2回／月 564
その他のプラ 可燃ごみ集積所 資源用指定ごみ袋 1回／週 3,211
ペットボトル 集積所 透明・半透明袋 2回／月 480
その他のプラ 集積所 プラ容器用指定袋 2～3回／月 107

四日市市 ペットボトル 集積所 回収容器又は透明・半透明袋 2回／月 434
ペットボトル 拠点回収 回収容器 71
その他のプラ 集積所 透明・半透明袋 1回／週 2,565

吹田市 ペットボトル 拠点回収 回収容器 191
ペットボトル 276
その他のプラ 4,417

茨木市 ペットボトル 粗大ごみ置場 透明袋 2回／月 563
ペットボトル 集積所 指定ごみ袋 1回／週 311
その他のプラ 集積所 指定ごみ袋 1回／週 1,097

明石市 ペットボトル 集積所 透明袋  2回／月 467
加古川市 ペットボトル 集積所 カ　ゴ  1回／月 414

ペットボトル ごみステーション 透明・半透明袋  2回／月 403
その他のプラ ごみステーション 透明・半透明袋 1回／週 2,362
ペットボトル ごみステーション 透明・半透明袋  2回／月 286
白色トレイ ごみステーション 回収容器 1回／週 37
その他のプラ ごみステーション 指定袋 1回／週 2,387
ペットボトル 拠点（リサイクルステーション） 回収容器 412
その他のプラ 集積所 指定袋 1回／週 1,648

呉市 ペットボトル ごみステーション 回収容器  2回／月 387
佐世保市 ペットボトル ごみステーション 透明・半透明袋  2回／月 459

243

鳥取市

ペットボトル 集積所 単独排出 コンテナ  2回／月

　可燃　2回／週　不燃 2回／月　びん・缶類・ＰＥＴ 2〜3回／月  紙・布類 １回／月

沼津市
単独排出 　可燃　2回／週 　缶類･びん・金属類･古紙類・古布類・乾電池: 1回／月  焼却粗大ごみ 1回／月             

単独排出 　熱源利用プラスチックごみ・蛍光灯 1回／月

寝屋川市

松江市

宝塚市

単独排出
岸和田市

　紙・布類(集団資源物回収)

単独排出

単独排出

混合排出
単独排出 　可燃　2回／週　不燃 １回／月　びん・缶類・紙・布類・ＰＥＴ 1回／月  粗大ごみ・蛍光灯・乾電池 6回／年

単独排出
単独排出

　可燃　2回／週　小型不燃 2回／月　　びん・缶類・ＰＥＴ,紙・布類  2回／月  

　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

富士市

排出方法 その他のごみ・資源物の回収頻度

一宮市

　可燃　2回／週　小型破砕・資源（びん・缶類）・プラスチック 1回／週　古紙類　1回／月   単独排出

　可燃　2回／週　　埋立ごみ １回／月 　 びん類　2回／月　古紙類・缶・金属類　1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　

単独排出 　可燃　2回／週　粗大ごみ 2回／月　びん・缶類　2回／月　古紙 1回／月　

　可燃　2回／週     びん・ガラス，缶類　2回／月           

八尾市
単独排出 　可燃・簡易ガスボンベ，スプレー缶　2回／週　埋立てごみ １回／5週　びん・缶類　2回／月

単独排出 　複雑ごみ　１回／月

単独排出

単独排出 　乾電池等1回／２か月

　可燃　2回／週　大型複雑ごみ 1回／週  小型複雑ごみ・有害危険ごみ 1回／週資源ごみ(びん・缶類,紙・布類) 2回／月

　可燃　2回／週　金属 1〜2回／月　　（びん・缶類）・プラスチック 1回／週　古紙・古着 2回／月 

　紙製容器2 回／月 乾電池等／２か月単独排出
単独排出

　可燃　2回／週　不燃１回／週　びん・缶・紙類 2回／週　有害ごみ 1 回／月  粗大ごみ 1 回／月 

　可燃　2回／週　不燃１回／月　びん・缶・紙・布 2回／週　蛍光灯，水銀体温計，乾電池 2 回／月  単独排出
単独排出

単独排出

単独排出 　可燃　2回／週　埋立てごみ・小さな金属類 １回／2か月　びん・缶類　1回／週

春日井市
単独排出

　可燃　2回／週　不燃ごみ 2回／月  金属類 1回/月　びん・缶類　2回／月 紙･布類　2回／月　
単独排出
単独排出 　可燃　2回／週　　不燃 1回／2週　　びん・缶類　2回／月　紙・布類　2回／月　金属類 1回／2週 

　可燃　2回／週　　不燃 2回／月　缶・金属類 2回／月 　町内回収資源(紙・布・びん類)　1回／月

単独排出

混合排出集積所 透明・半透明袋 1回／週枚方市


