
索引 町名 丁目等 番地 枝番 ごみｶﾚﾝﾀﾞｰ種別
阿方（あがた） 乃万

朝倉上、朝倉北、朝倉南、尼ヶ井出、立丁 朝倉①
朝倉下、上新田、白崎、緑ヶ丘、古谷、山口 朝倉②

旭町（あさひまち） 日吉②
五十嵐（いかなし） 清水
石井町（いしいちょう） 近見
石橋町（いしばしちょう） 立花
泉川町（いずみがわちょう） 常盤②
内堀（うちぼり） 波止浜
馬越（うまごえ） 日高
馬越町（うまごえちょう） 日高
馬島（うましま） 波止浜（特）

1丁目 1 城東②
1丁目 2 1～7・29・31 城東②
1丁目 2 8～26・28・30・32・33 日吉②
1丁目 3 日吉②
1丁目 4・5 城東②
1丁目 6 1・2・21 城東②
1丁目 6 3～20・22 日吉②
2丁目 1～4 城東②
2丁目 2・3 日吉②
3丁目 日吉②
1丁目 美須賀①
2・3丁目 美須賀②

延喜（えんぎ） 乃万
1丁目 1～4 近見
1丁目 5 別宮②
2丁目 別宮②
3～5丁目 近見
新町、紺原、九王、鳥越住宅、どっく社宅 大西①
別府、星浦、山之内、脇、大井浜、宮脇 大西②
中原西、東町１ 大西③
町東１、町西３、町北、町中１、町中３、宮前 大西④

大浜町（おおはまちょう） 近見
大三島町（おおみしまちょう） 大三島
風早町（かざはやちょう） 美須賀①
片原町（かたはらちょう） 美須賀①
片山（かたやま） 日高
河南町（かなんちょう） 立花
鐘場町（かねばちょう） 近見
上浦町（かみうらちょう） 上浦
上徳（かみとく） 富田
唐子台西（からこだいにし） 国分
唐子台東（からこだいひがし） 国分
神宮（かんのみや） 乃万
祇園町（ぎおんちょう） 鳥生

菊間地区の国道196より山側 菊間①
菊間地区の国道196より海側 菊間②
亀岡地区 菊間②

北高下町（きたこうげちょう） 鳥生
北鳥生町（きたとりうちょう） 鳥生
北浜町（きたはまちょう） 別宮①・今治①

1・2丁目 常盤①
3丁目 常盤③

北宝来町（きたほうらいちょう） 別宮①・今治①
喜田村（きたむら）　 富田
衣干町（きぬぼしちょう） 鳥生
共栄町（きょうえいちょう） 別宮①・今治①

今治市ごみカレンダー種別住所別索引

あ 朝倉（あさくら）

い

う

恵美須町（えびすちょう）

大新田町（おおしんでんちょう）

大西町（おおにしちょう）

菊間町（きくまちょう）

北日吉町（きたひよしちょう）

え

枝堀町（えだぼりちょう）

お

か

き
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索引 町名 丁目等 番地 枝番 ごみｶﾚﾝﾀﾞｰ種別
蔵敷町（くらしきちょう） 日吉②
来島（くるしま） 来島・小島 波止浜（特）
鯉池町（こいけちょう） 常盤③
小泉（こいずみ） 日高
広紹寺町（こうしょうじちょう） 鳥生
高地町（こうちちょう） 別宮②
小浦町（こうらちょう） 近見

1丁目 美須賀①
2丁目 1 美須賀②
2丁目 2 1・3・5～8・10・16 美須賀②
2丁目 2 上記以外 日吉②
2丁目 3・4 日吉②
2丁目 5 1～14・39・40・45・46・48 美須賀②
2丁目 5 15～38・41・43・44・47 日吉②
2丁目 6 美須賀②
3丁目 1 1～5・9・10・12 美須賀②
3丁目 1 6～8・11 日吉②
3丁目 2～4 日吉②
4～6丁目 日吉②
1～6丁目 国分
7丁目 桜井
1丁目 美須賀①
2丁目 1 別宮①・今治①
2丁目 2 1～15・20～24 別宮①・今治①
2丁目 2 16～19・25 美須賀①
3丁目 1 別宮①・今治①
3丁目 2 1・2・28・29・31 美須賀①
3丁目 2 3～27・30 別宮①・今治①
4丁目 1 別宮①・今治①
4丁目 2 1～25・32 別宮①・今治①
4丁目 2 26～28・31 美須賀①
4丁目 3 1～3・9 別宮①・今治①
4丁目 3 4～8・10 美須賀①

郷桜井（ごうざくらい） 桜井
郷新屋敷町（ごうしんやしきちょう） 立花
郷本町（ごうほんちょう） 立花
郷六ケ内町（ごうろくがうちちょう） 立花

1丁目 美須賀①
2～4丁目 別宮①・今治①

桜井（さくらい）番地住所 桜井
1丁目 1 1～14・48～55 国分
1丁目 1 15～47 桜井
1丁目 2 1～24・51～61 国分
1丁目 2 25～50 桜井
1丁目 3 1～18・46～57 国分
1丁目 3 19～45 桜井
1丁目 4～11 桜井
2～6丁目 桜井

桜井団地（さくらいだんち） 桜井
地堀（じぼり） 波止浜
しまなみヒルズ 乃万

1丁目 美須賀①
2丁目 1 1・19・20・22～24・27・39・40 美須賀②
2丁目 1 上記以外 日吉②
2丁目 2 1・14・15 美須賀②
2丁目 2 上記以外 日吉②
2丁目 3・4 日吉②
3・4丁目 日吉②

砂場町（すなばちょう） 近見

く

国分（こくぶ）

栄町（さかえまち）

し

こ

黄金町（こがねちょう）

米屋町（こめやまち）

さ
桜井（さくらい）

す 末広町（すえひろちょう）
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索引 町名 丁目等 番地 枝番 ごみｶﾚﾝﾀﾞｰ種別
関前大下（せきぜんおおげ） 関前大下・小大下
関前岡村（せきぜんおかむら） 関前岡村
関前小大下（せきぜんこおげ） 関前大下・小大下
蒼社町（そうしゃちょう） 常盤②
杣田（そまだ） 波止浜
大正町（たいしょうちょう） 別宮①・今治①
高市（たかいち） 富田
高橋（たかはし） 日高
高部（たかべ） 波止浜
宅間（たくま） 乃万
立花町（たちばなちょう） 立花

玉川①
玉川②

旦（だん） 桜井
ち 近見町（ちかみちょう） 近見

1丁目 鳥生
2～4丁目 立花

土橋町（つちばしちょう） 鳥生
1丁目 美須賀②
2丁目 1～3 美須賀②
2丁目 4・5 城東②
3～6丁目 城東②
1丁目 美須賀①
2・3丁目 美須賀②
1・2丁目 美須賀①
3丁目 別宮①・今治①
4丁目 1・5・6・9 日吉②
4丁目 2～4・7・8・10 別宮①・今治①
5～7丁目 常盤③
8丁目 1～3 日高
8丁目 4 1～18 常盤③
8丁目 4 19～42 日高

徳重（とくしげ） 清水
富田新港（とみたしんこう） 富田
長沢（ながさわ） 桜井
中寺（なかでら） 清水
中浜町（なかはまちょう） 美須賀①

1丁目 5 34 常盤①
1丁目 上記以外 常盤③
2丁目 7 29 常盤①
2丁目 上記以外 常盤③
3丁目 常盤③

中堀（なかぼり） 波止浜
小部・養老・宮崎・馬刀潟・岡・西浦・森上 波方①
樋口・郷 波方②
波方・大浦 波方③

に 新谷（にや） 清水
登畑（のぼりばた） 桜井
野間（のま） 乃万
拝志（はいし） 富田

尾浦・有津・叶浦・伊方・小田小阪 伯方①
木浦・北浦（尾浦・小田小阪を除く） 伯方②

波止浜（はしはま）　 波止浜
八町西（はっちょうにし） 立花
八町東（はっちょうひがし） 立花

鴨部・龍岡　〔鴨部(八幡、別所、小鴨部、中村、高野、畑寺)・龍岡(龍岡下、葛谷、龍岡上)〕
鈍川・九和　〔鈍川(鬼原、鈍川、木地)・九和(法界寺、大野、三反地、摺木、與和木、鍋地、桂、御厩、長谷)〕

せ

そ

玉川町（たまがわちょう）

つ 辻堂（つじどう）

て 天保山町（てんぽうざんちょう）

通町（とおりちょう）

中日吉町（なかひよしちょう）

波方町（なみかたちょう）

の

は
伯方町（はかたちょう）

た

と 常盤町（ときわちょう）

な
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索引 町名 丁目等 番地 枝番 ごみｶﾚﾝﾀﾞｰ種別
東鳥生町（ひがしとりうちょう） 城東①
東村（ひがしむら）　 富田
東村南（ひがしむらみなみ） 国分

1丁目 1～3 美須賀②
1丁目 4～8 城東②
2～6丁目 城東②

ふ 古国分（ふるこくぶ） 国分
1～6丁目 別宮①・今治①
7丁目 2 64付近（石井1自治会） 近見
7丁目 上記以外 別宮②
8・9丁目 別宮②

別名（べつみょう） 日高
1～4丁目 美須賀①
5～7丁目 別宮①・今治①

孫兵衛作（まごべえさく） 桜井
町谷（まちや） 富田
松木（まつぎ） 富田

1丁目 1 美須賀①
1丁目 2～8 日吉①
2丁目 1 1・15～19・24 美須賀②
2丁目 1 上記以外 日吉②
2丁目 2～6 日吉②
3～5丁目 日吉②
1丁目 1 美須賀②
1丁目 2・3 城東②
2～4丁目 城東②

湊町（みなとちょう） 近見
南高下町（みなみこうげちょう） 鳥生
南大門町（みなみだいもんちょう） 別宮①・今治①
南鳥生町（みなみとりうちょう） 鳥生
南日吉町（みなみひよしちょう） 常盤③
南宝来町（みなみほうらいちょう） 日吉②
美保町（みほちょう） 別宮①・今治①

富田
桜井

全域（鵜島除く） 宮窪
鵜島地区 宮窪（特）
1丁目 1～3 常盤①
1丁目 4 1～17の一部 ・ 40～45 常盤①
1丁目 4 17の一部～39 別宮②
1丁目 5～7 別宮②
1丁目 8 1～16 ・ 43～58 常盤①
1丁目 8 17～42 別宮②
2丁目 1～3 常盤①
2丁目 4 1～10 ・ 37～41 常盤①
2丁目 4 11～35 別宮②
3丁目 甲1469～1513 常盤①
3丁目 乙209～224 ・ 乙640 常盤①
3丁目 上記以外 別宮②
1丁目 美須賀①
2～7丁目 別宮①・今治①

矢田（やた） 乃万
山方町（やまかたちょう） 常盤①
山路（やまじ） 乃万
山路町（やまじちょう） 乃万

ゆ 湯ノ浦（ゆのうら） 桜井
横田町（よこたちょう） 鳥生

全域（津島除く） 吉海
津島 吉海

四村（よむら） 清水

甲510～721-18・770
上記以外

ひ

東門町（ひがしもんちょう）

へ 別宮町（べっくちょう）

ほ 本町（ほんまち）

松本町（まつもとちょう）

美須賀町（みすかちょう）

宮ヶ崎（みやがさき）

宮窪町（みやくぼちょう）

む 室屋町（むろやちょう）

や

よ 吉海町（よしうみちょう）

ま

み

宮下町（みやしたちょう）
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