
可　燃
不　燃 第　２　水 第　３　金 第　３　月 第　３　月 第　４　水 第　４　金 第　２　月 第　１　水 第　２　金 第　４　月 第　４　月 第　１　月 第　１　金 第　３　水
粗　大 第　４　水 第　１　金 第　１　月 第　１　月 第　２　水 第　２　金 第　４　月 第　３　水 第　４　金 第　２　月 第　２　月 第　３　月 第　３　金 第　１　水
資　源 第　１　水 第　２　金 第　２　月 第　２　月 第　１　水 第　１　金 第　１　月 第　２　水 第　１　金 第　１　月 第　１　月 第　２　月 第　２　金 第　２　水

リサイクル 第　３　水 第　４　金 第　４　月 第　４　月 第　３　水 第　３　金 第　３　月 第　４　水 第　３　金 第　３　月 第　３　月 第　４　月 第　４　金 第　４　水
コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
自治会 <東郷地区> <茂原地区> <豊田地区> <新治地区> <二宮地区> <五郷地区> <二宮地区> <東郷地区> <茂原地区> <茂原地区> <茂原地区> <茂原地区> <茂原地区> <東郷地区>

御用地 東部台 小林 第17区下太田 国府関 早野原 緑ヶ丘 谷本 上林南 浜町 東町第１ 高師第１ 高師第12 千町南部
東郷宮原 (川島飛地を含む) 羽貫 第18区上太田 真名 早野向原 小轡 上林中 (旧)本町第１ 東町第２ 高師第４ 高師第14 千町北部
東郷八幡前 川代 第19区大沢 山崎 早野明光 本小轡 上林北 本町第２ 東町第３ 高師第10 萩原町 千町八間野
富士見東 長尾 第20区柴名 押日 南町 本小轡(ＡＢ) 上林住宅 本町第３ (旧)東町第４ 高師第11 千町ニュータウン

富士見西 新茂原 第21区桂 黒戸 浅間下 新小轡 上林緑 西町 (旧)東町第５ 高師国野 六ツ野西
富士見北 (ゆたかを含む) 第22区吉井 庄吉 早野みはる野台 杉屋団地 上林友の会  (旧)本町第４ 高師町 六ツ野中央
砂台 腰当  (旧) 第22区吉井 芦網 中島 ダイアパレス茂原 　(茂原西を含む) 六ツ野東
三井化学社宅 腰当団地    ・吉井住宅 真名団地 関端 八千代一丁目西 (中之郷飛地を含む)

工業高校前 渋谷 山崎団地 七渡南部 八千代２丁目 六ツ野原曾根
東栄団地 渋谷団地 (旧)二宮団地 七渡北部 千代田町 六ツ野桜曾根

北塚 押日ランド 七渡大北原 千代田町二丁目 六ツ野友の会
大登 押日二宮台 七渡コスモス 高師第２ 六ツ野北高根飛地

三井化学 つつじヶ丘 押日船着 木崎
西の台社宅は つつじ野団地 緑園台 木崎西部
　１９コース

<茂原地区>
宮の前

可　燃
不　燃 第　４　火 第　３　木 第　２　木 第　１　火
粗　大 第　２　火 第　１　木 第　４　木 第　３　火
資　源 第　１　火 第　２　木 第　１　木 第　２　火

リサイクル 第　３　火 第　４　木 第　３　木 第　４　火
コース 16 19 21 22
自治会 <茂原地区> <五郷地区> <茂原地区> <鶴枝地区> <茂原地区> <鶴枝地区> <五郷地区> <茂原地区> <茂原地区> <五郷地区> <本納地区> <豊岡地区>

榎町第１ 早野横須賀 高師第５ 川田 大芝 立木 中善寺 町保東部 箕輪 早野向宿 本納地区本町 第23区萱場
榎町第２ 早野神代 高師第６ 柳坪  大芝1丁目～ 三ヶ谷 石神 町保北 箕輪駒塚 早野荒区 （旧 第1区本町） 第24区萱場
通町第１ 早野新道 高師第７ 新柳坪第１ 　　　３丁目を含む 猿袋 綱島 町保南 長谷 仲畑会  (旧)第２区本町 第25区弓渡
(旧)通町第２ 早野神門前 高師第８ 新柳坪第２ 台田 六田台 町保西 長谷市営住宅 第２仲畑会 第３区仲町・内宿 第26区粟生野
森川町 早野住宅 (高師台を含む) 笹塚 野牛 藤が丘団地 東茂原 内長谷 早野上馬町 御船町(旧４区新宿） 第27区粟生野
南原 長清水 高師第９ 道目木 上永吉 早野新田 (旧)内長谷青葉 観音前住宅 第５区廻田 第28区粟生野
ライオンズ 早野西村 高師富士見 中の島第１ 上永吉冬田 野巻戸 内長谷向原 観音前第２ 本納第六区 第29区御蔵芝
マンション茂原第１早野真先 昌平町 中の島第２ 上永吉県営住宅 (八千代３丁目を含む) 墨田 (旧)事業団早野 (旧 第６区新南地)第30区清水

早野団地 道表 中の島第３ 下永吉北 千代田町第１ 上茂原 八丁寺団地 第７区川戸 第31区千沢
(旧)コスモ茂原 中の島第４ 下永吉南 ロータリーパレス茂原 上茂原団地 むつみ会 第８区滝ノ谷 第32区南吉田

中の島第５ 下永吉中 上茂原西団地 八幡原 第９区榎神房 第34区南吉田
中の島第６ 下永吉団地 上茂原市営住宅 八幡原東原 第10区高田・下桂 新千沢
中の島第７ 若葉（旧 若葉会） 三井化学 中部 八幡原菊の会 第11区北辰・原代 清水新和
中の島第８ 鶴枝団地 　西の台社宅 鷲巣 新八幡原 第12区萱場前・粥米 本納川間
ライオンズ 鷲巣住宅 緑町 第13区中谷・南谷 (旧)豊岡
マンション茂原第２ 川端若葉会 第14区野際・北塚 豊岡親友

本納第十五区 南吉田南谷
第16区西野 南吉田深田
本納中道
橘台､下谷、(旧)立野

法目西
法目南

第　３　火 第　４　木 第　４　火 第　３　木
15 17 18 20

第　４　火 第　３　木 第　１　火 第　２　木
第　１　火 第　２　木 第　２　火 第　１　木

地区別収集区域表(※区分けはおおよその目安ですので、区域境にお住いの方は、お使いの集積所の位置をよくご確認ください。）

火　　　　木　　　　土

月　　　　水　　　　金
第　２　火 第　１　木 第　３　火 第　４　木


