
町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

青葉西町内会 折立一丁目4 H27

青葉西町内会 折立一丁目6 H26

青葉西町内会 折立一丁目8 H26

赤坂一丁目町内会 赤坂一丁目2 H31

赤坂一丁目町内会 赤坂一丁目2 R4

赤坂一丁目町内会 赤坂一丁目10 R4

赤坂一丁目町内会 赤坂一丁目15 H31

赤坂一丁目町内会 赤坂一丁目18 R4

赤坂一丁目町内会 赤坂一丁目20 H31

旭ヶ丘中央町内会 旭ヶ丘三丁目14 H26

旭ヶ丘四丁目町内会 旭ヶ丘四丁目8 H26

愛子211-3雷神西 上愛子字雷神5 R2

荒巻もみじ会 荒巻神明町2 H27

いずみ会 台原一丁目4 R3

折立団地町内会 折立六丁目5 H29

折立団地町内会 折立六丁目5 H29

上町西町内会 愛子中央二丁目11 R1

上町西町内会 愛子中央三丁目9 R1

菊ヶ丘町内会 堤町三丁目3 R1

菊ヶ丘町内会 堤町三丁目5 R1

菊ヶ丘町内会 堤町三丁目6 R1

北鍛冶親交会 木町通二丁目2 H28

北なごむ町内会 上杉五丁目3 H29

北なごむ町内会 上杉五丁目3 H29

北なごむ町内会 上杉五丁目8 H26

北なごむ町内会 上杉五丁目8 H29

北なごむ町内会 上杉五丁目8 H30

北なごむ町内会 上杉六丁目1 H26

北なごむ町内会 上杉六丁目1 H30

北六憧和町内会 柏木一丁目4 R4

北六憧和町内会 柏木一丁目4 R4

北六憧和町内会 木町通二丁目5 R4

米ケ袋町内会 米ケ袋一丁目4 H27

米ケ袋町内会 米ケ袋一丁目7 H27

新堤町内会 小松島新堤三丁目15 R1

新堤町内会 小松島新堤三丁目23 R1

第二勝山町内会 東勝山二丁目21 H30

第二勝山町内会 東勝山二丁目20 H30

第二勝山町内会 東勝山三丁目14 H30

堤町西裏町内会 堤町二丁目8 R1

堤町西裏町内会 堤町二丁目10 R1

堤町西裏町内会 堤町二丁目14 R1

通町北辰会 通町二丁目１ H30

通町北辰会 通町二丁目2 H30

青葉区
（44箇所）



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

通町北辰会 通町二丁目12 H30

中山台町内会 中山台二丁目1 H26

中山台町内会 中山台二丁目14 H26

中山台町内会 中山台三丁目15 H26

新坂通南部町内会 新坂町15 R3

西勝山町内会 西勝山5 R3

西勝山町内会 西勝山7 R3

西勝山町内会 西勝山9 R2

西勝山町内会 西勝山10 R2

西勝山町内会 西勝山11 R2

西勝山町内会 西勝山14 R3

西勝山町内会 西勝山24 H31

西勝山町内会 西勝山25 H30

西勝山町内会 西勝山30 H31

西勝山町内会 西勝山32 H30

西勝山町内会 西勝山34 H31

西勝山町内会 西勝山35 R4

西勝山町内会 西勝山36 H30

西勝山町内会 西勝山37 R4

西勝山町内会 西勝山37 R4

八幡第三区親睦会 八幡四丁目4 H28

二岩町内会 上愛子字街道59 R1

二岩町内会 上愛子字街道71 R1

二岩町内会 上愛子字街道96 R1

みやぎ台三丁目町内会 みやぎ台三丁目6 H28

吉成町内会 吉成三丁目15 H26

計 70 箇所

青葉区
（26箇所）

　　※町内会の並び順は五十音順・丁目順です。

　　※集積所の所在地詳細を省略しているため、同じ所在地に複数ある町内会もあります。

　　※各町内会の集積所の様子は「認定！五つ星集積所」（PDF）をご覧ください。



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

余目町内会 岩切字鴻巣南82 H26

安養寺上町内会 安養寺一丁目11 H26

安養寺上町内会 安養寺一丁目33 H26

安養寺上町内会 安養寺一丁目34 H26

御立場町内会 東仙台一丁目13 H26

五輪町内会 五輪一丁目9 H28

栄五丁目町内会 栄五丁目10 R1

清水沼町内会 清水沼一丁目6 H26

清水沼町内会 清水沼二丁目11 H26

新田館田二丁目町内会 新田四丁目23 H28

仙石町内会 仙石14 H28

仙石町内会 仙石21 H28

高砂北上町内会 福室七丁目15 H28

高砂団地西区町内会 福室六丁目19 H30

高砂団地西区町内会 福室六丁目19 H30

高砂団地西区町内会 福室六丁目19 H30

田子西中央町内会 田子西二丁目17 H28

鶴ヶ谷北町内会 鶴ヶ谷北一丁目12 R1

鶴ヶ谷北町内会 鶴ヶ谷北一丁目14 R1

鶴ヶ谷一丁目西 鶴ヶ谷一丁目25 H26

鶴ヶ谷一丁目西 鶴ヶ谷一丁目26 H26

鶴ヶ谷一丁目西 鶴ヶ谷一丁目34 H26

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷二丁目10 H30

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北一丁目1 H28

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北一丁目1 H29

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北一丁目6 H28

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北一丁目9 H30

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北一丁目17 R2

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北二丁目1 R3

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北二丁目4 R3

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北二丁目7 H29

鶴ケ谷北町内会 鶴ヶ谷北二丁目8 H30

鶴ケ谷菖蒲沢町内会 鶴ケ谷東三丁目13 H28

名掛丁東名会 名掛丁 H26

中野白鳥町内会 白鳥一丁目4 R2

中野白鳥町内会 白鳥一丁目14 R2

中野白鳥町内会 白鳥一丁目19 R2

中原振興会 平成一丁目1 R2

中原振興会 平成一丁目4 R3

中原振興会 平成一丁目5 R3

中原振興会 平成二丁目6 R4

中原振興会 平成二丁目7 R2

中原振興会 平成二丁目7 R4

中原振興会 平成二丁目19 R1

宮城野区
（44箇所）



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

中原振興会 平成二丁目19 R4

中原振興会 平成一丁目23 R3

東仙台協和会 東仙台二丁目16 H27

福住町内会 福住町14 H28

福室寿町内会 福室三丁目13 H27

宮城野町会 宮城野一丁目8 H27

宮城野町会 宮城野一丁目10 H26

宮城野町会 宮城野一丁目10 H27

宮城野町会 宮城野一丁目15 H29

宮城野町会 宮城野一丁目17 H27

宮城野町会 宮城野一丁目22 H29

宮城野町会 宮城野一丁目24 H26

宮城野町会 西宮城野5 H30

宮城野町会 西宮城野8 H30

計 58 箇所　　※町内会の並び順は五十音順・丁目順です。

　　※集積所の所在地詳細を省略しているため、同じ所在地に複数ある町内会もあります。

　　※各町内会の集積所の様子は「認定！五つ星集積所」（PDF）をご覧ください。

宮城野区
（14箇所）



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

一本杉交友会 一本杉町10 H28

一本杉交友会 一本杉町15 H28

一本杉交友会 一本杉町39 H28

一本杉町内会 一本杉町18 H29

一本杉町内会 一本杉町18 H29

一本杉町内会 一本杉町23 H28

一本杉町内会 一本杉町27 H30

一本杉町内会 一本杉町32 H29

沖野舘町内会 沖野七丁目8 R3

沖野舘町内会 沖野七丁目10 R3

沖野舘町内会 沖野七丁目19 R3

沖野中河原町内会 沖野二丁目２ H28

沖野中河原町内会 沖野三丁目4 H27

沖野中河原町内会 沖野三丁目4 H27

沖野中河原町内会 沖野三丁目10 H27

沖野中柵町内会 沖野三丁目21 H26

沖野中柵町内会 沖野六丁目2 H26

鍛冶屋敷町内会 大和町一丁目11 H27

鍛冶屋敷町内会 木ノ下五丁目5 H27

鍛冶屋敷町内会 木ノ下五丁目6 H27

河原町親和会 河原町一丁目5 H30

河原町親和会 河原町一丁目5 H30

河原町親和会 河原町一丁目7 H30

河原町古城町内会 河原町二丁目4 R2

河原町古城町内会 河原町二丁目5 R2

河原町古城町内会 河原町二丁目6 R2

畳屋丁町内会 畳屋丁8 R4

畳屋丁町内会 畳屋丁18 R4

畳屋丁町内会 畳屋丁40 R4

土樋町内会 土樋5 H26

土樋町内会 土樋24 H26

土樋町内会 土樋246 H27

土樋町内会 土樋280 H27

土樋町内会 土樋282 H26

東八中央親交会 連坊一丁目1 R4

東八中央親交会 連坊一丁目2 R4

遠見塚東町内会 遠見塚東3 H28

遠見塚東町内会 遠見塚東3 H28

遠見塚東町内会 遠見塚東6 H28

中倉新栄会 遠見塚二丁目1 H26

中倉新栄会 中倉一丁目1 H28

中倉新栄会 中倉一丁目1 H28

中倉新栄会 中倉一丁目11 H26

中倉新栄会 中倉一丁目12 H26

若林区
（44箇所）



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

中倉共栄会 中倉二丁目2 H29

中倉共栄会 中倉二丁目2 H30

中倉共栄会 中倉二丁目6 H30

中倉共栄会 中倉二丁目7 H30

中倉共栄会 中倉二丁目9 H29

中倉共栄会 中倉二丁目16 H29

保春院前丁町内会 保春院前丁5 H30

保春院前丁町内会 保春院前丁5 H30

保春院前丁町内会 保春院前丁5 H30

南石切町内会 南石切町16 H26

南石切町内会 南石切町21 H26

南小泉町内会 遠見塚一丁目2 R2

南小泉町内会 遠見塚一丁目4 H28

南小泉町内会 遠見塚一丁目5 R2

南小泉町内会 遠見塚一丁目10 R3

南小泉町内会 遠見塚一丁目10 H28

南小泉町内会 遠見塚二丁目11 H27

南小泉町内会 遠見塚二丁目16 H29

南小泉町内会 遠見塚二丁目16 R1

南小泉町内会 遠見塚二丁目16 R3

南小泉町内会 遠見塚三丁目7 H26

南小泉町内会 古城二丁目3 H26

南小泉町内会 古城三丁目5 H29

南小泉町内会 古城三丁目5 H30

南小泉町内会 古城三丁目5 H30

南小泉町内会 古城三丁目15 R3

南小泉町内会 古城三丁目19 R1

南小泉町内会 南小泉一丁目8 R4

南小泉町内会 南小泉二丁目5 H30

南小泉町内会 南小泉二丁目6 H27

南小泉町内会 南小泉二丁目14 H26

南小泉町内会 南小泉三丁目7 H29

南小泉町内会 南小泉四丁目2 R4

南小泉町内会 南小泉四丁目9 H30

南小泉町内会 南小泉四丁目12 H29

南小泉町内会 南小泉四丁目13 R1

南小泉町内会 南小泉四丁目14 R1

南小泉町内会 南小泉四丁目17 R4

南小泉町内会 南小泉四丁目18 H28

南小泉町内会 南小泉四丁目20 H27

計 84 箇所

若林区
（40箇所）

　　※町内会の並び順は五十音順・丁目順です。

　　※集積所の所在地詳細を省略しているため、同じ所在地に複数ある町内会もあります。

　　※各町内会の集積所の様子は「認定！五つ星集積所」（PDF）をご覧ください。



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

鹿野前親交会 鹿野一丁目9 H27

郡山南町内会 郡山字原田15 H27

郡山南町内会 郡山字谷地田西１ H26

郡山南町内会 郡山字谷地田西３ H26

郡山南町内会 郡山字谷地田西3 H27

郡山南町内会 郡山字谷地田西5 H27

下前田成和町内会 中田町字寺浦10 H27

下前田成和町内会 中田町字寺浦10 H27

諏訪町内会 郡山八丁目3 H27

諏訪町内会 郡山八丁目8 H27

諏訪町内会 諏訪町18 H27

富沢南町内会 富沢字舘東6 H27

富沢南町内会 富沢南一丁目15 H27

長町新田町内会 長町南二丁目10 H28

西中田栗西町内会 西中田六丁目1 H27

西中田栗西町内会 西中田六丁目9 H27

西中田栗西町内会 西中田七丁目4 H27

西中田栗西町内会 西中田七丁目6 R4

西中田栗西町内会 西中田七丁目11 R4

西中田栗西町内会 西中田七丁目30 R4

西中田栗西町内会 西中田七丁目32 H27

八本松地区町内会 八本松一丁目12 H27

八本松地区町内会 八本松一丁目14 H26

八本松地区町内会 八本松二丁目5 H30

八本松地区町内会 八本松二丁目7 H26

八本松地区町内会 八本松二丁目9 H27

東中田町内会 中田町字荒屋敷19 H26

東中田町内会 東中田二丁目22 H26

東中田町内会 東中田二丁目24 H26

東原町内会 西多賀四丁目5 H29

東原町内会 西多賀四丁目17 H29

東原町内会 西多賀四丁目21 R1

東原町内会 西多賀四丁目22 H28

東原町内会 西多賀四丁目23 H29

東原町内会 西多賀四丁目26 H30

東原町内会 西多賀五丁目20 R1

平渕町内会 袋原字台７７ H26

平渕町内会 袋原字内手19 H26

平渕町内会 袋原字内手東公園 H26

平渕町内会 袋原字平渕18 H27

袋原北町内会 袋原一丁目11 H26

袋原北町内会 東中田一丁目23 H26

袋原中町内会 袋原一丁目23 H27

袋原南町内会 袋原字小原25 H27

太白区
（44箇所）



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

町東町内会 中田二丁目15 H27

松が丘町内会 松が丘１ H26

松が丘町内会 松が丘20 H26

松が丘町内会 松が丘26 H26

松が丘町内会 松が丘31 H27

松が丘町内会 松が丘41 H27

松が丘町内会 松が丘42 H27

三神峯第二町内会 金剛沢一丁目10 H26

三神峯第二町内会 金剛沢一丁目22 H26

三神峯第二町内会 金剛沢一丁目24 H26

三神峯第二町内会 金剛沢一丁目24 H26

縁ヶ丘縁町内会 縁ヶ丘三丁目8 H28

縁ヶ丘縁町内会 縁ヶ丘三丁目13 H28

縁ヶ丘縁町内会 縁ケ丘三丁目16 H28

向山経ヶ峯親交会 向山一丁目1 R3

向山経ヶ峯親交会 向山一丁目3 R4

向山経ヶ峯親交会 向山一丁目4 R2

向山経ヶ峯親交会 向山一丁目16 R3

向山経ヶ峯親交会 向山一丁目17 R3

向山経ヶ峯親交会 向山一丁目18 R2

向山経ヶ峯親交会 向山一丁目18 R4

向山経ヶ峯親交会 向山一丁目18 R4

山田自由ヶ丘町内会 山田自由ヶ丘36 H28

山田住宅町内会 山田北前町25 H30

弥生青山町内会 青山二丁目33 R4

弥生青山町内会 青山二丁目36 R4

弥生青山町内会 八木山弥生町21 R4

計 71 箇所

　　※集積所の所在地詳細を省略しているため、同じ所在地に複数ある町内会もあります。

　　※各町内会の集積所の様子は「認定！五つ星集積所」（PDF）をご覧ください。

　　※町内会の並び順は五十音順・丁目順です。

太白区
（27箇所）



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

明石南五丁目町内会 明石南五丁目5 H26

明石南五丁目町内会 明石南五丁目6 H26

明石南五丁目町内会 明石南五丁目11 H26

泉ヶ丘一丁目町内会 泉ヶ丘一丁目12 R1

泉ヶ丘一丁目町内会 泉ヶ丘一丁目17 R1

泉ヶ丘一丁目町内会 泉ヶ丘一丁目19 R1

泉とのっこ町内会 将監殿五丁目10 H26

泉とのっこ町内会 将監殿五丁目21 H26

大沢北区町内会 大沢字相野ノ沢36 H29

桂二丁目町内会 桂二丁目24 R1

桂二丁目町内会 桂二丁目35 R1

加茂一丁目町内会 加茂一丁目12 R1

加茂一丁目町内会 加茂一丁目13 R1

加茂一丁目町内会 加茂一丁目16 R4

加茂一丁目町内会 加茂一丁目18 R4

加茂一丁目町内会 加茂一丁目25 R4

加茂一丁目町内会 加茂一丁目36 R1

向陽台四丁目町内会 向陽台四丁目16 H30

向陽台四丁目町内会 向陽台四丁目19 R1

向陽台四丁目町内会 向陽台四丁目28 R2

向陽台四丁目町内会 向陽台四丁目32 R2

向陽台四丁目町内会 向陽台四丁目35 R2

シーアイタウン八乙女町内会 上谷刈五丁目16 H30

シーアイタウン八乙女町内会 上谷刈五丁目19 R2

シーアイタウン八乙女町内会 上谷刈五丁目21 R2

シーアイタウン八乙女町内会 上谷刈五丁目21 H30

シーアイタウン八乙女町内会 上谷刈五丁目29 H30

シーアイタウン八乙女町内会 上谷刈五丁目29 R2

将監四丁目町内会 将監四丁目2 R1

将監四丁目町内会 将監四丁目20 R1

将監四丁目町内会 将監四丁目20 R1

将監四丁目町内会 将監四丁目31 H30

将監十三丁目町内会 将監十三丁目14 H29

松陵三丁目町内会 松陵三丁目24 H30

松陵三丁目町内会 松陵三丁目54 H30

松陵三丁目町内会 松陵三丁目59 H30

松陵東町内会 松陵四丁目13 R1

高森五丁目町内会 高森五丁目1 H29

高森六丁目町内会 高森六丁目6 H26

南光台第1町内会 南光台二丁目8 R1

南光台第1町内会 南光台三丁目公園 R1

南光台東二丁目町内会 南光台東二丁目3 H29

南光台東二丁目町内会 南光台東二丁目28 H29

南光台北部町内会 南光台二丁目39 H30

泉区
（44箇所）



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

南光台南一丁目町内会 南光台南一丁目10 H29

西中山二丁目町内会 西中山二丁目34 R2

西中山二丁目町内会 西中山二丁目43 R2

西中山二丁目町内会 西中山二丁目50 R2

西中山二丁目町内会 西中山二丁目11 H30

西中山二丁目町内会 西中山二丁目17 R1

西中山二丁目町内会 実沢字男生山34 H29

虹の丘二丁目町内会 虹の丘二丁目5 R3

虹の丘二丁目町内会 虹の丘二丁目9 R1

虹の丘二丁目町内会 虹の丘二丁目9 R3

虹の丘二丁目町内会 虹の丘二丁目11 R3

虹の丘二丁目町内会 虹の丘二丁目12 R1

虹の丘三丁目町内会 虹の丘三丁目1 H27

虹の丘三丁目町内会 虹の丘三丁目2 H27

虹の丘三丁目町内会 虹の丘三丁目5 H26

虹の丘三丁目町内会 虹の丘三丁目6 H26

虹の丘三丁目町内会 虹の丘三丁目6 H28

虹の丘三丁目町内会 虹の丘三丁目7 H26

虹の丘三丁目町内会 虹の丘三丁目9 H28

虹の丘三丁目町内会 虹の丘三丁目10 H28

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目1 R3

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目2 R3

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目4 H30

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目7 H30

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目7 H30

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目9 R2

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目11 R3

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目12 R3

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目13 R2

虹の丘四丁目町内会 虹の丘四丁目15 R2

朴沢区民会 朴沢字壇ノ原3 R1

みずほ台町内会 上谷刈字小堤15 H26

南中山六丁目町内会 南中山六丁目8 H26

紫山三丁目町内会 紫山三丁目13 R1

紫山三丁目町内会 紫山三丁目14 R1

紫山三丁目町内会 紫山三丁目14 R1

紫山五丁目町内会 紫山五丁目4 H30

紫山五丁目町内会 紫山五丁目6 R1

紫山五丁目町内会 紫山五丁目8 R2

紫山五丁目町内会 紫山五丁目10 R3

紫山五丁目町内会 紫山五丁目14 R2

紫山五丁目町内会 紫山五丁目17 R1

紫山五丁目町内会 紫山五丁目23 R4

紫山五丁目町内会 紫山五丁目25 R4

泉区
（44箇所）



町内会別認定五つ星集積所のご案内
【H26～R4】

区 団体名 ごみ集積所所在地 取得年度

紫山五丁目町内会 紫山五丁目26 R3

紫山五丁目町内会 紫山五丁目38 R3

紫山五丁目町内会 紫山五丁目19 H30

紫山五丁目町内会 紫山五丁目31 H30

紫山五丁目町内会 紫山五丁目31 R1

紫山五丁目町内会 紫山五丁目34 H29

紫山五丁目町内会 紫山五丁目34 R2

八乙女桜坂公園町内会 七北田字八乙女21 H26

館一丁目町内会 館一丁目10 H29

館二丁目町内会 館二丁目6 H29

館二丁目町内会 館二丁目6 H29

館二丁目町内会 館二丁目15 H30

館三丁目町内会 館三丁目4 R1

館三丁目町内会 館三丁目15 R1

館三丁目町内会 館三丁目55 R1

館四丁目西町内会 館四丁目公園 H26

友愛自治会 友愛町117 R1

友愛自治会 友愛町140 R1

計 106 箇所

　　※集積所の所在地詳細を省略しているため、同じ所在地に複数ある町内会もあります。

　　※各町内会の集積所の様子は「認定！五つ星集積所」（PDF）をご覧ください。

　　※町内会の並び順は五十音順・丁目順です。

泉区
（18箇所）


