
集合住宅別ごみ収集区分一覧

（令和２年８月１３日 時点）

住　　宅　　名 住　　　　所 ごみ収集区分

1 アイスム 入膳３０５３番地　　　 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 入善Ａ

2 アガサ・ガーデンズ 入膳３２００番地４ 入善Ａ

3 アクエリア 上野１１５５８番地４　 Ⅰ・Ⅱ 上原

4 アスティオン 入膳３５３０番地２７　Ⅰ・Ⅱ 入善Ａ

5 アリアーテ 上野１１５５８番地１　 Ⅰ・Ⅱ 上原

6 アルコイリスルナ 椚山１２６３番地３　　 椚山Ａ

7 ヴィクトリーマンション 上野１１５０４番地１ 上原

8 ヴィラ・コスタ 上野１１５５３番地３　 Ａ・Ｂ 上原

9 ヴェル・ル・シャトー 上野１１５７８番地５ 上原

10 カンパニュラ 入膳４９１６番地１ 入善Ａ

11 くぬぎやまハイツ 椚山１３７８番地       Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 椚山Ｂ

12 クラージュ 入膳４９７８番地５４  Ⅰ・Ⅱ 入善Ａ

13 グリーンワールド 上飯野５７３番地 個別委託

14 グリンピュア日総 上野１１７２番地       Ａ・Ｂ 上原

15 コーポ池原 入膳７８３２番地１ 入善Ａ

16 コーポイワキ 道古１６８番地２       １・２ 飯野

17 コーポサンクリスタルⅠ 上野１１７７０番地１ 上原

18 コーポサンクリスタルⅡ 上野１１７７０番地１３ 上原

19 コーポサンライズ 入膳４１９５番地７ 個別委託

20 コーポスマイル 入膳４８１２番地 入善Ａ

21 コーポ高登 入膳２９９０番地１    Ａ・Ｂ 入善Ａ

22 コーポにゅうぜん１ 入膳７７９１番地４ 入善Ａ

23 コーポにゅうぜん２ 入膳７７９１番地５ 入善Ａ

24 コーポラス入善 青島４５５番地１０ 入善Ｂ

25 コーポロワール 入膳３２８０番地１    Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 入善Ａ

26 サニースクエア 椚山２６０２番地３　　 Ａ・Ｂ 椚山Ａ

27 サラリーハイツ上野 上野１３６０番地１３ 上原

28 サンハイツ入善 青木２５２０番地２　　 Ａ・Ｂ 青木

29 サンハイツ入善 青木２５２０番地１　　 Ｃ・Ｄ 青木

30 サンハイツ入善 青木２５１９番地５　　 Ｅ・Ｆ 青木

31 サンハイツ入善 青木２５１９番地６　　 Ｇ・Ｈ 青木

32 サンライズ 入膳７１５８番地６ 入善Ａ

33 サンライズ２ 入膳５１６番地２　　 入善Ａ

34 サンライズ５ 入膳５２１４番地１ 入善Ａ

35 サンライズ７－１ 入膳５１６番地２　　 入善Ａ

36 サンライズ７－２ 入膳７６３１番地１４ 個別委託

37 サンライズ上田 入膳３４１番地１ 入善Ｂ

38 シューメゾンおやま 上野１１４８８番地１７ 上原
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住　　宅　　名 住　　　　所 ごみ収集区分

39 シュエット入善 椚山１２６２番地　　 椚山Ａ

40 スカイコート入善 上野７２００番地１ 上原

41 スカイコーポ 上飯野４１１番地１ 飯野

42 セジュール入善 椚山１４３４番地２     Ａ・Ｂ 個別委託

43 ソフィー・ガーデンズ 入膳３５３２番地１ 入善Ａ

44 トラント・ドゥ・リス 青島７４７番地２       Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 椚山Ａ

45 トラント・ドゥ・リス 青島７４７番地１　　　 Ｅ 椚山Ａ

46 トラント・ドゥ・リス 青島７８７番地         Ｆ・Ｇ・Ｈ・Ｉ 椚山Ａ

47 トラント・ドゥ・リス 青島７８８番地      　 Ｊ 椚山Ａ

48 トラント・ドゥ・リス 青島７８９番地２       Ｋ・Ｌ 椚山Ａ

49 中田ハイツ 上野１１５０番地２ 上原

50 プラムツリー 入膳４７７８番地１ 入善Ａ

51 プランドール 上野１１８９番地９　Ａ 上原

52 プランドール 上野１１８５番地　　Ｂ・Ｃ 上原

53 ポタミオン 上野１１５７８番地２　 Ⅰ・Ⅱ 上原

54 メゾン愛場 入膳７１５６番地１９ 入善Ａ

55 メルクーア 上野１１４４５番地５　 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 上原

56 横川アパート 入膳４７９９番地２　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ 入善Ａ

57 吉田アパート 入膳３９５３番地２  入善Ａ

58 吉田建設アパート 上野１１７４７番地 上原

59 ルピナス 上野１１７９２番地１　 Ａ・Ｂ 上原

60 ロサージュ セカンド 上飯野５６６番地１　　 Ａ・Ｂ・Ｃ 飯野

61 ロサージュ ファースト 上飯野５６５番地　　　 Ａ・Ｂ・Ｃ 飯野

62 casa modena 入膳２９１２番地　　　 Ａ～Ｇ 入善Ａ

63 Y's Square 入膳８２４番地 入善Ａ

64 駅南住宅 入膳８０００番地 入善Ａ

65 東町住宅 入膳５７８４番地１ 入善Ｂ

66 西町住宅 上野１１６２５番地 入善Ａ

67 くぬぎやま住宅 椚山４８５番地１ 椚山Ａ

68 舟見住宅 舟見１７７９番地 舟見

69 警察官舎 椚山４５９７番地２ 入善Ａ

70 警察官舎２ 椚山３４１４番地 椚山Ａ

71 警察官舎３ 椚山３４１０番地１ 椚山Ａ

72 サンプロップ 入膳５３２番地２ 入善Ａ

73 シロウマサイエンス社員寮 入膳５４３８番地９ 入善Ａ

74 アイム工業㈱社員寮 椚山２４９番地 椚山Ａ

75 富山精研社寮 荒又５２６番地 椚山Ａ
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