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家庭ごみ処理有料化が
10月から始まりました。
みなさまのご協力により
ごみが減り、
リサイクルも進んでいます！

土浦市はごみの量を減らしたい！リサイクルを進めたい！

・未来に向け３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）による資源循
環型社会をつくる！

・ごみ処理施設やごみ埋立処分場を長く大切に使いたい！
・ごみ処理による環境負荷（電気使用量や温室効果ガス排出量）を
低減したい！

ごみは、決められたルールを守り、きちんとすてましょう！

指定ごみ袋を使いましょう！

ごみの回収日の朝に出しましょう！

燃やせるごみ、燃やせないごみ、生ごみは指定袋があります。
警告シールを貼られて置いていかれているごみがあります。
理由は、次のことが挙げられます。

ごみのない、きれいな環境づくりは、
防犯など治安維持にも役立ちます！

注意！
コンビニやスーパーの可燃ごみや不燃ごみのごみ箱など
には、家庭ごみを捨てないでください。

動物や雨、風などによるごみの散乱を防ぎます。

出すごみにより集積場が異なります。

ごみは指定された場所にきちんと出しましょう！

燃やせるごみ　生ごみ

燃やせないごみ

容器包装プラスチック

紙類（新聞・ダンボール・ざつ紙）

カン・ビン・ペットボトル・古布

乾電池

燃やせるごみの集積場

（土浦地区）燃やせないごみの集積場
（新治地区）不燃ごみの集積場

（土浦地区）燃やせるごみの集積場
（新治地区）資源ごみの集積場

資源ごみの集積場

（土浦地区）資源ごみの集積場
（新治地区）カン・ビン→不燃ごみの集積場
　　　　　PET等→資源ごみの集積場

（土浦地区）資源ごみの集積場
（新治地区）新治公民館（常設）

注意！
ごみの出し方、間違っていませんか？

旧指定ごみ袋を裏返
し、燃やせるごみや燃
やせないごみを出す

新指定ごみ袋を
使ってください。

新指定ごみ袋を
使ってください。
※大型の木製品は粗大ごみ

袋に入れていない木製品※
刈った草・葉 他市の袋で出す

土浦市の新指定ごみ袋
を使ってください。

お願いです
口をしばっていない袋は、中身が
出てしまい、周囲を汚す原因にな
ります。
袋の口はしばってから出しましょう。

どうしてごみを減らすの？
ごみの有料化は、ごみの減量化、リサイクル
の推進と費用負担の公平化を主な目的として
います。
ごみを出す市民のみなさまに、ごみを出す量
に応じてごみ処理費用（収集運搬、焼却、埋立、
リサイクル、ごみ袋管理、広報啓発など）と
して、1リットルあたり1 円※を負担していた
だく制度です。（有料収集） ※45ℓのみ 1.1 円

地区 取扱店 住所

中
一

ココカラファインプレイアトレ土浦店 有明町1-30
プレイアトレ土浦1階

ローソン土浦駅東口店 有明町2-32
㈲アメヤ吉田酒店 飯田2149
ヨークベニマル土浦生田町店 生田町9-31
ツルハドラッグ土浦生田町店 生田町9-38
大星商店 大手町7-5
ファミリーマート土浦大町店 大町7-25
太田商店 川口1-11-2
ファミリーマートフレスト土浦湖北店 湖北1-1-4
セブンイレブン土浦湖北1丁目店 湖北1-6-21
クックーＹ土浦店 湖北2-2-1
快明薬品 桜町1-14-8
セブンイレブン土浦駅西口店 桜町1-16-21
セブンイレブン土浦桜町３丁目店 桜町3-14-15
ミニストップ土浦宍塚店 宍塚319-4
クスリのアオキ千束店 千束町4-27
セブンイレブン土浦滝田１丁目店 滝田1-45-2
カスミフードオフ・ストッカー土浦田中店 田中2-10-30
ウエルシア土浦新田中店 田中2-10-35
セブンイレブン土浦田中２丁目店 田中2-1923-1
栗山園 中央1-11-1
趣味の店 中央1-13-54
お茶の平㐂園本店 中央2-2-11
銚子屋 中央2-8-7
長谷川商店 中央2-9-31
セブンイレブン土浦港町１丁目店 港町1-8-31
オリトモ 虫掛3585
カスミ土浦駅前店 大和町9-1

中
二

クリエイトエス・ディ -土浦木田余店 木田余4582-2
とりせん木田余店 木田余4583
セブンイレブン土浦木田余店 木田余4928
ファミリーマート土浦木田余西台店 木田余西台2909-1
ウエルシア土浦東都和店 東都和6-1
ホームセンター山新土浦店 東真鍋町3-4
タイヨー土浦店 東真鍋町4-1
ドン・キホーテパウつちうらきた店 東若松町3993
セブンイレブン土浦市民会館前店 真鍋1-16-18
ヤックスドラッグ土浦真鍋店 真鍋3-3386
ウエルシア土浦真鍋店 真鍋3-5-25
ココカラファイン土浦真鍋店 真鍋4-21
タイヨーベストリカー土浦北店 真鍋4-2277-2
塚田食料品店 真鍋5-10-2
石引商店 真鍋5-12-24
コーヒー豆焙煎所 真鍋5-14-27
セブンイレブン土浦真鍋店 真鍋6-2-10
石戸ストアー 真鍋6-22-19
スーパーオヌマ 真鍋新町13-1
カスミ土浦ピアタウン店 真鍋新町18-13
ヨークベニマル土浦真鍋店 真鍋新町20-19
カワチ薬品真鍋店 真鍋新町20-20

中
三

マルヘイ荒川沖店 荒川沖477
ドラックストアセキ荒川沖店 荒川沖西1-18-26
木村金物店 荒川沖西2-21-4
ファミリーマート荒川沖東店 荒川沖東2-16-20
ヤックスドラッグ荒川沖店 荒川沖東2-18-3
雨貝商店 荒川沖東2-3-15

地区 取扱店 住所

中
三

お茶の平㐂園荒川沖店 荒川沖東3-2-8
セブンイレブン土浦乙戸店 乙戸443-1
セブンイレブン土浦卸町1丁目店 卸町1-2-5
㈲平田武雄商店土浦公設市場店 卸町1-10-1
オリトモ流通センター店 卸町2-6-10
㈲平田武雄商店土浦総合流通センター店 卸町2-8-11
ジョイフル本田荒川沖店 北荒川沖町1-30
セブンイレブン土浦中店 中298-1
セブンイレブン土浦中南店 中1095-7
セブンイレブン土浦荒川沖駅前店 中荒川沖町1-2
セブンイレブン土浦中荒川沖店 中荒川沖町879-21
セブンイレブン土浦西根店 中村西根1990-9
ファミリーマートフレスト土浦中村東店 中村東1-4-7
カスミ中村店 中村南4-4-31
ローソン土浦西根南店 西根南1-1-10
なかむら住設 西根南1-7-25

中
四

イオン土浦店 上高津367
コープつちうら店 小松1-4-27
ツルハドラッグ土浦小松店 小松1-4-27
ファミリーマート土浦小松店 小松2-13-1
セブンイレブン土浦桜ヶ丘店 桜ヶ丘町6-10
クスリのアオキ土浦桜ヶ丘店 桜ヶ丘町19-1
色川商店 下高津2-12-7
ウエルシア土浦高津店 下高津3-7-46
ヒーロー土浦店 下高津4-9-6
ローソン土浦下高津４丁目店 下高津4-11-3
ファミリーマート茨城土浦永国店 永国1059-2
カスミ高津店 中高津1-15-9
セブンイレブン土浦中高津店 中高津2-193
カワチ薬品土浦南店 中高津3-1-3
ローソン土浦富士崎店 富士崎1-18-5
セブンイレブン土浦富士崎店 富士崎1-196-1

中
五

スーパーマルモおおつ野店 おおつ野2-2-5
ダイユーエイト土浦おおつ野店 おおつ野8-164
土肥商店 沖宿町748-2
ファミリーマート神立中央１丁目店 神立中央1-16-2
スーパーマルモ神立店 神立中央2-2-10
ウエルシア土浦神立店 神立中央3-2-27
セブンイレブン土浦神立中央５丁目店 神立中央5-20-31
ローソン土浦神立中央５丁目店 神立中央5-37-5
森ケ崎商店 神立町3499
ヤマウチ神立店 神立町682-4
セブンイレブン土浦神立町南店 神立町748-1
セブンイレブン土浦白鳥店 白鳥町992-6
セブンイレブン土浦手野町店 手野町1864-1
カスミ土浦中神立店 中神立町26-9
クスリのアオキ中神立店 中神立町26-23

中
六

ファミリーマート霞ヶ浦総合公園前店 大岩田1286-1
ファミリーマート土浦大岩田店 大岩田2447-4
ウエルシア土浦霞ヶ岡店 霞ヶ岡町22-5
セブンイレブン土浦鳥山125号バイパス店 烏山5-2005-3
ローソン土浦烏山店 烏山5-2074-2
スーパーハリガエ 小岩田東1-2-36
スーパーマルモまりやま店 摩利山新田116-1
セブンイレブン土浦右籾宮塚店 右籾宮塚2822

地区 取扱店 住所

和
都

ファミリーマート土浦都和店 都和1-4228-18
ファミリーマート土浦中貫店 中貫2365
ファミリーマート土浦並木１丁目店 並木1-2-11
カスミ並木店 並木3-8-1
スーパーマルモ都和店 並木5-4128-5
セブンイレブン土浦北インター店 並木5-4131-1
沼尻金物店 西並木町3575
セブンイレブン土浦西並木町店 西並木町3593-5

治
新

セイコーマート土浦大畑店 大畑1464-12
セブンイレブン新治大畑店 大畑1610-9
エコス新治ＳＣ店 大畑1611-1
お茶の平㐂園新治店 大畑1611

さんあぴお1階

ウエルシア土浦さん・あぴお店 大畑1611
ファミリーマート新治沢辺店 沢辺1829-3
ファミリーマート土浦下坂田店 下坂田2035-3
ファミリーマート土浦藤沢店 藤沢1019-1
㈱小林エネオスガソリンスタンド 藤沢1260-2

市外取扱店 住所

市
ら
う
が
み
す
か

トライアルマート神立店 稲吉2-18-4
ヤックスドラック千代田店 稲吉2-2613-158
ヒーロー千代田店 稲吉東5-7-2
ダイユーエイト茨城千代田店 上稲吉1943
ケーヨーデーツー千代田SC店 下稲吉2633-4
カワチ薬品千代田店 下稲吉2633-7
ヨークベニマル千代田モール店 下稲吉2633-7
ジェーソン千代田店 下稲吉2654-1-3
カスミ千代田店 新治1827-31
スーパーマルモ千代田店 新治1832-68

市
ば
く
つ

イオンつくば店 稲岡66-1
山新グランステージつくばホームセンター 面野井字登戸44
ウエルシアつくば桜店 桜1-14-1
カワチ薬品つくば桜店 桜1-14-2
カスミテクノパーク桜店 桜1-22
カスミ梅園店 下原380-5
DCMホーマックつくば梅園店 下原377-1
DCMホーマックつくば大穂店 筑穂1-8-8
エコスTAIRAYAつくば大穂店 筑穂2-6-7
ウエルシアつくば東店 東2-9-1

市
久
牛

ドラックセイムス牛久ひたち野西店 ひたち野西3-27-7
ヨークベニマルひたち野うしく店 ひたち野西3-29-16
西友ひたち野うしく店 ひたち野東1-23-1
DCMホーマックひたち野うしく店 ひたち野東2-6-3
カワチ薬品ひたち野牛久店 ひたち野東5-21-2

町
見
阿

タイヨー阿見店 阿見2958-2
ウエルシア阿見荒川沖店 うずら野1-19-2
エコス荒川沖店 うずら野1-19-5
カワチ薬品荒川沖店 住吉2-23-5
DCMホーマック阿見店 中央7-576-3
カスミフードスクエア阿見店 中郷2-7-24
マツモトキヨシpetit madoca阿見店 中郷2-23-11
カスミフードスクエア荒川本郷店 本郷3-1-1
ツルハドラッグ荒川本郷店 本郷3-1-1
ウエルシア阿見荒川本郷店 本郷3-3-1

土浦市「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」　指定ごみ袋取扱店 H30.12.26 現在

※どの取扱店で購入しても同じ価格です。

つ
づ
き

家庭から出るごみの量は、有料化実施後大きく減っていること
がわかります。 ※家庭から出るごみの量＝可燃・不燃・リサイクル・粗大の

委託収集量とセンターへの直接持込量をあわせたもの

ⓒ土浦市

（ t ） （ t ）
家庭から出るごみの量 H29、H30比較 リサイクル量 H29、H30比較
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11 月10 月 12 月
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平均で１5％の増加
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プラマークが目印です！みんなで取り組もう！
袋に入れるごみを少なくするためには？

容器包装プラスチック分別収集
容器包装プラスチックってどんなもの？

生ごみ分別収集

生ごみってどんなもの？

袋に入れるものが少なく、小さくなれば、袋の節約になります！

分別を徹底する！

・余分に購入したり、食べ残しはしません。食品ロスをつくりません！
・捨てるまでの期間を長くする。物を長く、大切に使う。使い捨てに頼りません！

ごみ分別辞典
「ごみサク」
を使ってみよう・ごみの分け方・出し方を確認しましょう！

ごみを小さくしよう！

商品を包んでいた容器や包装であること識別1
中身がなくなったらごみとなってしまうもの識別2

容器包装プラスチックでは
ありません！

これらのものは容器包装プラスチックではありません。

識別の１、２に該当するか、チェックしましょう！
捨てるときは、燃やせるごみで捨てましょう。

・コップ・食器
・飲料パックのストロー
・プラスチックスプーン
・バケツ、洗面器、計量カップ

商品そのもの

・テープ、ひも
・弁当などの中仕切り

容器包装と
みなされないもの

・クリーニングの袋
・家庭でつけたラップ
・手紙やダイレクトメールの封筒
・景品の袋や箱

中身が商品でないもの

・CDやDVDのケース
・本のカバー
・楽器やカメラのケース

中身を出したり使ったり
したあとも必要なもの

汚れがひどいもの、落ちないものは 燃やせるごみへ捨てましょう

2 3

きれいにする 中身の見える袋に入れるプラマークを確認する

1 4

集積場へ出す

容器包装プラスチックの出し方 旧指定ごみ袋を
使うときは

裏返して「プラ」と
書いてください。

1

水切りをする

2

指定袋に入れる

3

袋をしっかりしばる

4

集積場へ分けて出す

生ごみは１トンで生ごみは１トンで

になります。になります。※バイオガス…重油（天然資源）の
代替燃料として使用。

バイオガス：
　重油約９０ℓ分
堆肥 ：約35kg

例えば、洗う前に皮をむくなど、
水を付けない工夫をしてはいかが
ですか？

三角コーナーのネットは不織布製
のものを使ってください。

水をよく切りましょう！水をよく切りましょう！ 三角コーナーのネットや小分け
用のビニールごと捨てられます！
三角コーナーのネットや小分け
用のビニールごと捨てられます！

専用袋の口は２箇所できちんと
しばってから出しましょう！

専用袋の口は２箇所できちんと
しばってから出しましょう！

袋の口をしばって、中身がこぼれ
ないようにしましょう。

チャットで
質問できるよ

おもに、キッチンからでる調理くず、食べ残しなどの食品ごみ。
食品に付随するもの（芯、殻、皮、骨など）も生ごみです。

リサイクルできる資源を、燃やせるごみや燃やせないごみとして出していませんか？

混ぜればごみ　分ければ資源

リサイクルって
どんなものに
変わるの？

分別すれば、
指定袋を
使う枚数が
減ります！

プラスチック製品にし
たり、ガスにしたりし
ます。

容器包装プラスチック

溶かして、また蛍光管
を作ったり、建築物の
材料を作ったりします。

蛍光管

洗ってもう一度使ったり、
細かくくだいて ビンの原料
や建築物の材料にします。

ビン

発酵させてガスや
たい肥にします。

生ごみ

古布
外国に送られ再使用し
たり、工場で使うぞう
きんにします。

使用済み小型家電
鉄や、アルミ、銅、
貴金属などを取り出
し、再利用します。

再生紙として、また紙に
生まれ変わります。

紙

カン
溶かして、また缶を作っ
たり、建築物の材料を
作ったりします。

溶かして、また洋服に
したり、もう一度ペッ
トボトルにします。

ペットボトル

生ごみの出し方

生ごみ分別収集に出します ざつ紙は紙類の
分別収集に出します

容器包装プラスチック
分別収集に出します

生ごみを
　減らそう！

大根の皮は

きんぴらに。

大根の皮は

きんぴらに。 　葉は
おみそ汁
　　 の具

炒め物に。

　葉は
おみそ汁
　　 の具

炒め物に。

紙袋や、
封筒にまとめて入れて
出しましょう！

「もったいない」　ごみのもとをつくらない！

カン
ビン
乾電池
小型家電※

カン
ビン
乾電池
小型家電※

家電製品
※一部の小型家電を除く

金属製品
ガラス製品
陶磁器類

※小型家電（携帯電話・
ゲーム機・カメラなどの
１５ｃｍ×３０ｃｍ以内のも
の）、蛍光管は公民館で
拠点回収、リサイクルし
ています。

※小型家電（携帯電話・
ゲーム機・カメラなどの
１５ｃｍ×３０ｃｍ以内のも
の）、蛍光管は公民館で
拠点回収、リサイクルし
ています。

生ごみ
容器包装プラスチック
ざつ紙
ダンボール
新聞紙
ペットボトル
布

生ごみ
容器包装プラスチック
ざつ紙
ダンボール
新聞紙
ペットボトル
布

可燃性のもの
・製品プラスチック
・革類
・草葉
・枝
・木製品
・汚れた紙

リサイクル
しましょう！

不燃性のごみ可燃性のごみ

家庭から出た燃やせるごみには、
約45％も
リサイクル
できる資源
が混ざっています。

可燃ごみ
54%
可燃ごみ
54%

生ごみ
11％
生ごみ
11％

紙類
18%
紙類
18%

不燃系ごみ
1％

不燃系ごみ
1％

ペットボトル
・古布
5%

ペットボトル
・古布
5%

容器包装
プラスチック
11％

容器包装
プラスチック
11％

分ければ
資源に！
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プラマークが目印です！みんなで取り組もう！
袋に入れるごみを少なくするためには？

容器包装プラスチック分別収集
容器包装プラスチックってどんなもの？

生ごみ分別収集

生ごみってどんなもの？

袋に入れるものが少なく、小さくなれば、袋の節約になります！

分別を徹底する！

・余分に購入したり、食べ残しはしません。食品ロスをつくりません！
・捨てるまでの期間を長くする。物を長く、大切に使う。使い捨てに頼りません！
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2 3
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1 4

集積場へ出す

容器包装プラスチックの出し方 旧指定ごみ袋を
使うときは

裏返して「プラ」と
書いてください。
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土浦市民のごみ減量大作戦
ごみを減らそう一人１日１００ｇ（おにぎり１個分）

２０１９年（平成３１年）２月
発行：土浦市市民生活部
　　　環境衛生課
　　　土浦市大和町９番１号
　　　029-826-1111（代表）

２０１９年（平成３１年）２月
発行：土浦市市民生活部
　　　環境衛生課
　　　土浦市大和町９番１号
　　　029-826-1111（代表）

家庭ごみ処理有料化が
10月から始まりました。
みなさまのご協力により
ごみが減り、
リサイクルも進んでいます！

土浦市はごみの量を減らしたい！リサイクルを進めたい！

・未来に向け３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）による資源循
環型社会をつくる！

・ごみ処理施設やごみ埋立処分場を長く大切に使いたい！
・ごみ処理による環境負荷（電気使用量や温室効果ガス排出量）を
低減したい！

ごみは、決められたルールを守り、きちんとすてましょう！

指定ごみ袋を使いましょう！

ごみの回収日の朝に出しましょう！

燃やせるごみ、燃やせないごみ、生ごみは指定袋があります。
警告シールを貼られて置いていかれているごみがあります。
理由は、次のことが挙げられます。

ごみのない、きれいな環境づくりは、
防犯など治安維持にも役立ちます！

注意！
コンビニやスーパーの可燃ごみや不燃ごみのごみ箱など
には、家庭ごみを捨てないでください。

動物や雨、風などによるごみの散乱を防ぎます。

出すごみにより集積場が異なります。

ごみは指定された場所にきちんと出しましょう！

燃やせるごみ　生ごみ

燃やせないごみ

容器包装プラスチック

紙類（新聞・ダンボール・ざつ紙）

カン・ビン・ペットボトル・古布

乾電池

燃やせるごみの集積場

（土浦地区）燃やせないごみの集積場
（新治地区）不燃ごみの集積場

（土浦地区）燃やせるごみの集積場
（新治地区）資源ごみの集積場

資源ごみの集積場

（土浦地区）資源ごみの集積場
（新治地区）カン・ビン→不燃ごみの集積場
　　　　　PET等→資源ごみの集積場

（土浦地区）資源ごみの集積場
（新治地区）新治公民館（常設）

注意！
ごみの出し方、間違っていませんか？

旧指定ごみ袋を裏返
し、燃やせるごみや燃
やせないごみを出す

新指定ごみ袋を
使ってください。

新指定ごみ袋を
使ってください。
※大型の木製品は粗大ごみ

袋に入れていない木製品※
刈った草・葉 他市の袋で出す

土浦市の新指定ごみ袋
を使ってください。

お願いです
口をしばっていない袋は、中身が
出てしまい、周囲を汚す原因にな
ります。
袋の口はしばってから出しましょう。

どうしてごみを減らすの？
ごみの有料化は、ごみの減量化、リサイクル
の推進と費用負担の公平化を主な目的として
います。
ごみを出す市民のみなさまに、ごみを出す量
に応じてごみ処理費用（収集運搬、焼却、埋立、
リサイクル、ごみ袋管理、広報啓発など）と
して、1リットルあたり1 円※を負担していた
だく制度です。（有料収集） ※45ℓのみ 1.1 円

地区 取扱店 住所

中
一

ココカラファインプレイアトレ土浦店 有明町1-30
プレイアトレ土浦1階

ローソン土浦駅東口店 有明町2-32
㈲アメヤ吉田酒店 飯田2149
ヨークベニマル土浦生田町店 生田町9-31
ツルハドラッグ土浦生田町店 生田町9-38
大星商店 大手町7-5
ファミリーマート土浦大町店 大町7-25
太田商店 川口1-11-2
ファミリーマートフレスト土浦湖北店 湖北1-1-4
セブンイレブン土浦湖北1丁目店 湖北1-6-21
クックーＹ土浦店 湖北2-2-1
快明薬品 桜町1-14-8
セブンイレブン土浦駅西口店 桜町1-16-21
セブンイレブン土浦桜町３丁目店 桜町3-14-15
ミニストップ土浦宍塚店 宍塚319-4
クスリのアオキ千束店 千束町4-27
セブンイレブン土浦滝田１丁目店 滝田1-45-2
カスミフードオフ・ストッカー土浦田中店 田中2-10-30
ウエルシア土浦新田中店 田中2-10-35
セブンイレブン土浦田中２丁目店 田中2-1923-1
栗山園 中央1-11-1
趣味の店 中央1-13-54
お茶の平㐂園本店 中央2-2-11
銚子屋 中央2-8-7
長谷川商店 中央2-9-31
セブンイレブン土浦港町１丁目店 港町1-8-31
オリトモ 虫掛3585
カスミ土浦駅前店 大和町9-1

中
二

クリエイトエス・ディ -土浦木田余店 木田余4582-2
とりせん木田余店 木田余4583
セブンイレブン土浦木田余店 木田余4928
ファミリーマート土浦木田余西台店 木田余西台2909-1
ウエルシア土浦東都和店 東都和6-1
ホームセンター山新土浦店 東真鍋町3-4
タイヨー土浦店 東真鍋町4-1
ドン・キホーテパウつちうらきた店 東若松町3993
セブンイレブン土浦市民会館前店 真鍋1-16-18
ヤックスドラッグ土浦真鍋店 真鍋3-3386
ウエルシア土浦真鍋店 真鍋3-5-25
ココカラファイン土浦真鍋店 真鍋4-21
タイヨーベストリカー土浦北店 真鍋4-2277-2
塚田食料品店 真鍋5-10-2
石引商店 真鍋5-12-24
コーヒー豆焙煎所 真鍋5-14-27
セブンイレブン土浦真鍋店 真鍋6-2-10
石戸ストアー 真鍋6-22-19
スーパーオヌマ 真鍋新町13-1
カスミ土浦ピアタウン店 真鍋新町18-13
ヨークベニマル土浦真鍋店 真鍋新町20-19
カワチ薬品真鍋店 真鍋新町20-20

中
三

マルヘイ荒川沖店 荒川沖477
ドラックストアセキ荒川沖店 荒川沖西1-18-26
木村金物店 荒川沖西2-21-4
ファミリーマート荒川沖東店 荒川沖東2-16-20
ヤックスドラッグ荒川沖店 荒川沖東2-18-3
雨貝商店 荒川沖東2-3-15

地区 取扱店 住所

中
三

お茶の平㐂園荒川沖店 荒川沖東3-2-8
セブンイレブン土浦乙戸店 乙戸443-1
セブンイレブン土浦卸町1丁目店 卸町1-2-5
㈲平田武雄商店土浦公設市場店 卸町1-10-1
オリトモ流通センター店 卸町2-6-10
㈲平田武雄商店土浦総合流通センター店 卸町2-8-11
ジョイフル本田荒川沖店 北荒川沖町1-30
セブンイレブン土浦中店 中298-1
セブンイレブン土浦中南店 中1095-7
セブンイレブン土浦荒川沖駅前店 中荒川沖町1-2
セブンイレブン土浦中荒川沖店 中荒川沖町879-21
セブンイレブン土浦西根店 中村西根1990-9
ファミリーマートフレスト土浦中村東店 中村東1-4-7
カスミ中村店 中村南4-4-31
ローソン土浦西根南店 西根南1-1-10
なかむら住設 西根南1-7-25

中
四

イオン土浦店 上高津367
コープつちうら店 小松1-4-27
ツルハドラッグ土浦小松店 小松1-4-27
ファミリーマート土浦小松店 小松2-13-1
セブンイレブン土浦桜ヶ丘店 桜ヶ丘町6-10
クスリのアオキ土浦桜ヶ丘店 桜ヶ丘町19-1
色川商店 下高津2-12-7
ウエルシア土浦高津店 下高津3-7-46
ヒーロー土浦店 下高津4-9-6
ローソン土浦下高津４丁目店 下高津4-11-3
ファミリーマート茨城土浦永国店 永国1059-2
カスミ高津店 中高津1-15-9
セブンイレブン土浦中高津店 中高津2-193
カワチ薬品土浦南店 中高津3-1-3
ローソン土浦富士崎店 富士崎1-18-5
セブンイレブン土浦富士崎店 富士崎1-196-1

中
五

スーパーマルモおおつ野店 おおつ野2-2-5
ダイユーエイト土浦おおつ野店 おおつ野8-164
土肥商店 沖宿町748-2
ファミリーマート神立中央１丁目店 神立中央1-16-2
スーパーマルモ神立店 神立中央2-2-10
ウエルシア土浦神立店 神立中央3-2-27
セブンイレブン土浦神立中央５丁目店 神立中央5-20-31
ローソン土浦神立中央５丁目店 神立中央5-37-5
森ケ崎商店 神立町3499
ヤマウチ神立店 神立町682-4
セブンイレブン土浦神立町南店 神立町748-1
セブンイレブン土浦白鳥店 白鳥町992-6
セブンイレブン土浦手野町店 手野町1864-1
カスミ土浦中神立店 中神立町26-9
クスリのアオキ中神立店 中神立町26-23

中
六

ファミリーマート霞ヶ浦総合公園前店 大岩田1286-1
ファミリーマート土浦大岩田店 大岩田2447-4
ウエルシア土浦霞ヶ岡店 霞ヶ岡町22-5
セブンイレブン土浦鳥山125号バイパス店 烏山5-2005-3
ローソン土浦烏山店 烏山5-2074-2
スーパーハリガエ 小岩田東1-2-36
スーパーマルモまりやま店 摩利山新田116-1
セブンイレブン土浦右籾宮塚店 右籾宮塚2822

地区 取扱店 住所

和
都

ファミリーマート土浦都和店 都和1-4228-18
ファミリーマート土浦中貫店 中貫2365
ファミリーマート土浦並木１丁目店 並木1-2-11
カスミ並木店 並木3-8-1
スーパーマルモ都和店 並木5-4128-5
セブンイレブン土浦北インター店 並木5-4131-1
沼尻金物店 西並木町3575
セブンイレブン土浦西並木町店 西並木町3593-5

治
新

セイコーマート土浦大畑店 大畑1464-12
セブンイレブン新治大畑店 大畑1610-9
エコス新治ＳＣ店 大畑1611-1
お茶の平㐂園新治店 大畑1611

さんあぴお1階

ウエルシア土浦さん・あぴお店 大畑1611
ファミリーマート新治沢辺店 沢辺1829-3
ファミリーマート土浦下坂田店 下坂田2035-3
ファミリーマート土浦藤沢店 藤沢1019-1
㈱小林エネオスガソリンスタンド 藤沢1260-2

市外取扱店 住所

市
ら
う
が
み
す
か

トライアルマート神立店 稲吉2-18-4
ヤックスドラック千代田店 稲吉2-2613-158
ヒーロー千代田店 稲吉東5-7-2
ダイユーエイト茨城千代田店 上稲吉1943
ケーヨーデーツー千代田SC店 下稲吉2633-4
カワチ薬品千代田店 下稲吉2633-7
ヨークベニマル千代田モール店 下稲吉2633-7
ジェーソン千代田店 下稲吉2654-1-3
カスミ千代田店 新治1827-31
スーパーマルモ千代田店 新治1832-68

市
ば
く
つ

イオンつくば店 稲岡66-1
山新グランステージつくばホームセンター 面野井字登戸44
ウエルシアつくば桜店 桜1-14-1
カワチ薬品つくば桜店 桜1-14-2
カスミテクノパーク桜店 桜1-22
カスミ梅園店 下原380-5
DCMホーマックつくば梅園店 下原377-1
DCMホーマックつくば大穂店 筑穂1-8-8
エコスTAIRAYAつくば大穂店 筑穂2-6-7
ウエルシアつくば東店 東2-9-1

市
久
牛

ドラックセイムス牛久ひたち野西店 ひたち野西3-27-7
ヨークベニマルひたち野うしく店 ひたち野西3-29-16
西友ひたち野うしく店 ひたち野東1-23-1
DCMホーマックひたち野うしく店 ひたち野東2-6-3
カワチ薬品ひたち野牛久店 ひたち野東5-21-2

町
見
阿

タイヨー阿見店 阿見2958-2
ウエルシア阿見荒川沖店 うずら野1-19-2
エコス荒川沖店 うずら野1-19-5
カワチ薬品荒川沖店 住吉2-23-5
DCMホーマック阿見店 中央7-576-3
カスミフードスクエア阿見店 中郷2-7-24
マツモトキヨシpetit madoca阿見店 中郷2-23-11
カスミフードスクエア荒川本郷店 本郷3-1-1
ツルハドラッグ荒川本郷店 本郷3-1-1
ウエルシア阿見荒川本郷店 本郷3-3-1

土浦市「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」　指定ごみ袋取扱店 H30.12.26 現在

※どの取扱店で購入しても同じ価格です。

つ
づ
き

家庭から出るごみの量は、有料化実施後大きく減っていること
がわかります。 ※家庭から出るごみの量＝可燃・不燃・リサイクル・粗大の

委託収集量とセンターへの直接持込量をあわせたもの

ⓒ土浦市

（ t ） （ t ）
家庭から出るごみの量 H29、H30比較 リサイクル量 H29、H30比較

H30H29
11 月10 月 12 月

500

600

700

800

H30H29
10 月 11 月 12 月

平均で１０％の減量

平均で１5％の増加

2000

2500

3000

3500


