
ごみステーション設置地名一覧

※赤字の地名は、番地によって地区が異なる場合があります。

地区名 町名 ごみステーションの場所 カレンダー

長上 六連町 長仙寺前

久美原 六連町 雨堤

浜田 六連町 黒福・貝場

百々 六連町 神ノ釜・一本木・堂下・六郎次

新浜 六連町 新浜

川岸 神戸町 ヤンベ・後申・大坪

漆田一区 神戸町 郷仲・天白・久保川・新大坪

漆田二区 東赤石 １丁目

漆田三区 神戸町 東大坪・大坪・新大坪

東赤石 東赤石 ２．４．５丁目

サンコート 東赤石 ３丁目

神戸市場 神戸町 南島

青津 神戸町 宮下・赤石

希望が丘 神戸町 上り口・西神戸町岡

赤松 西神戸町 浜行場・岡・郷中

志田 西神戸町 大辻・長塚

新美 西神戸町 神明前

南町 南神戸町 南町・東浜辺・中郷

谷ノ口 南神戸町 高畑

東ヶ谷 東神戸町 御農

大草 大草町 北神・南清明・志田・南左位神・半身・中半・本郷・清水

大草団地 大草町 糠塚

相川 相川町 高木、美里台、数原

谷熊 谷熊町 太神・栗生・堂代・森山・谷熊下

やぐま台 やぐま台 やぐま台

豊島 豊島町 高畑・釜鋳硲・榎沢・薬師・川東・七曲・神田・安原崎

御殿山 御殿山 御殿山

大久保 大久保町
北浅場・二又・南浅場・門前・上鋪地・大新田・黒河・黒河
原・仲原 田原南部

吉胡 吉胡町 郷中・下畑・矢崎

木綿台 吉胡町 木綿台・蔵王・木綿畑

吉胡台 吉胡台 １丁目・３丁目

浦 浦町 原屋敷・中村・井狭沢・荒古・岡・平畑・西畑・青尾・中畑

西浦 浦町 丸山・南松崎

波瀬 波瀬町 中村・波瀬前・東郷

姫見台 姫見台 姫見台

片浜 片浜町 南瀬古

白谷 白谷町 谷津・清水・中畑・坂下

片西 片西 １丁目・２丁目・３丁目

光崎 光崎 １丁目・２丁目・３丁目

童台 浦町 大原西

萱町一区 田原町 松下・倉田・汐見・築出・柳町

萱町二区 田原町 橋上・東大浜

萱町三区 田原町 西大浜・稗田・萱町

本町 田原町 本町・北番場

新町 田原町 新町・南番場・西大浜

大草

田原中部１

童浦２

童浦１

田原東部

六連

神戸１

神戸２



地区名 町名 ごみステーションの場所 カレンダー

蔵王東ヶ丘 田原町 柳沢・大沢

蔵王南ヶ丘 田原町 大沢

一番東 田原町 巴江・殿町・南晩田

一番西 田原町 中小路・池ノ原・十七谷・北番場

三番組 田原町 東山口・蔵王・大沢下・椿

四番組東 田原町 北荒井

四番組西 田原町 柳ヶ丘

四番組南 田原町 巴江・晩田・五軒丁

加治 加治町
欠田・石井戸・恩中・東取手・北取手・北恩中・大新子・中恩
中・南恩中

八軒家 田原町 上八軒家・下八軒家・西屋敷・東笹尾・西砦

赤石 赤石 １．２．３．４丁目

衣笠 田原町 新清谷・東栄巌・南乗鞍・桜台・二ツ坂・十七谷・清谷

鎌田 田原町 西鎌田・鎌田

藤七原 田原町 藤七原・亀若

東滝頭 田原町 東滝頭

芦 芦町 柿ノ木・清水・平成

南 野田町 北瀬古

彦田 野田町 紺屋敷

雲明 野田町 弥蔵・向海道

保井 野田町 元屋敷

馬草 野田町 辻瀬古・西郷・甲田

山ノ神 野田町 井戸薮・田尻

今方 野田町 西野口・源助・寺間

北海道 野田町 北社口

野田市場 野田町 市ノ西屋敷・籠田

仁崎 仁崎町 仲坪・浜辺・東瀬古

ほると台 ほると台 ほると台

高松 高松町 西新井・東脇・中瀬古・シンチウ・一色・実相

赤羽根東 赤羽根町 長沢・石添・小山

赤羽根中 赤羽根町 宮瀬古・天神・西瀬古・西山

赤羽根西 赤羽根町 出口・枝古

池尻 池尻町 下り瀬古・中瀬古・宮脇

若見 若見町 権亟地・松渕・市場・大場

越戸 越戸町 中島・九五三

和地 和地町 一色・下大道・北屋敷・波治神・東・夕海道・寺口・船間

土田 和地町 下中島

堀切 堀切町
西猫池・宮ノ前・西瀬古・浜畑・八人組・寺ノ東・出口・新堀
西・中浜畑・除地・鳥屋道・西畑

小塩津 小塩津町 中村・里瀬古

亀山 亀山町 小中原・大辻・岡山・平沢・瀬戸畑

西山 西山町
中里・新居・穂波・須賀・福地・小松原・砂原・大松・大平・
明和

伊良湖 伊良湖町 渡川・長切・宮下

日出 日出町 浜辺汐除地・浜辺・中瀬古・骨山

中山 中山町 神明前・宮脇本畑・寺脇・成美・儀呂・兼原郷・又兵衛構 中山１

小中山 小中山町 新田一本松下・一本松・八幡上 中山２
高木 高木町 羽根畑・宮下・尋畑・脇荒古

折立 折立町 原・折立・蔵道上

田原中部２

野田

高松・
赤羽根１

赤羽根２
・若戸

清田１

亀山・
伊良湖

堀切

和地

衣笠２

衣笠１

田原中部３



地区名 町名 ごみステーションの場所 カレンダー

山田 山田町 宮前・入り口前・八幡前

古田 古田町 宮ノ前・橡木間・郷中・エゲノ前

長沢 長沢町 長沢・馬道下

保美 保美町 仲新古・仲瀬古・後田・沢・丸池・段土 福江２

福江 福江町
上紺屋瀬古・下紺屋瀬古・中紺屋瀬古・中羽根・沢・宮ノ脇・
仲田・高田・下地・原ノ島・吉野・天神・浜田・葭原田

向山 向山町 上前田

宇津江 宇津江町 ドウ亀・内荒古

江比間 江比間町 前田・五字郷中・惣浦・新田・西前田

八王子 八王子町 道上・川向

村松 村松町 南郷中

馬伏 馬伏町 中瀬古

伊川津 伊川津町 郷中・前田・横津・五郎丸・上地・泉

石神 石神町 西中瀬古・沖田・中瀬古・向山

夕陽が浜 夕陽が浜 夕陽が浜

泉

福江３

清田２・
福江１


