
町内会名・物件名 回収業者名 マンション所在地 活動主体回収日 場所 ★は古紙団体で缶の独自回収有り

アーデル・ヴィラ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合222ｱｰ 定点1072

アーバン宇治橋自治会 月１回 第４金曜日 株式会社　七海 772戸別241

アーバンセ一里山 月１回 第２木曜日 宇治市役所 広野町一里山45-1定点1137

アーバンドリーム 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町遊田11-1定点1349

アーバン蓮池 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町蓮池162-3定点1358

アイル宇治ウエスト 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町若林3-5ｱｲ 定点1049

葵荘苑自治会 月２回 第２・４木曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331ｱｵ 定点68

青葉園町内会 月１回 第３土曜日 旭商事　本店 292定点350

青山ゼミナール 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語90-5定点1311

赤塚自治会 月１回 第１金曜日 木下紙業㈱ 550ｱｶ 定点 ★20

アクスタンスクエア 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町東裏33ｱｸ 定点1138

アクスタンヒル 月１回 第２木曜日 宇治市役所 広野町一里山12-5定点1386

アクティブニシモト 不定期 未実施または独 広野町西裏76不明1345

アグリ杉本 月１回 第２水曜日 宇治市役所 六地蔵徳永26-1定点1248

旦椋町内会 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307ｱｻ 定or拠598

朝日ケ丘自治会 月２回 第１・３土曜日 大和紙料 725戸別 ★575

旭ケ丘町内会 月１回 第３日曜日 ㈱紙商グループ 762定点28

朝日荘C 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄梅林46-19定点1374

旭第一町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点308

旭第五町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点312

旭第三町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点310

旭第二町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点309

旭第四町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点311

朝日プラザ宇治 毎週 金曜日 株式会社　七海 朝日プラザ宇治管理組合368槇島町月夜6-1拠点 ★1033
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朝日プラザ向島南 毎週 火曜日 神農商店 641槇島町目川52ｱｻ 拠点1035

朝日ﾌﾟﾗｻﾞ桃山東管理組合 月２回 第２・４金曜日 木下紙業㈱ 258拠点12

アシュレ伊勢田名木 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町名木3丁目1-42ｱｼ 定点1396

アテッサ京都Ａ・Ｂ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡内畑1ｱﾃ 定点1182

アドバンテージ宇治管理組合 月２回 第２・４水曜日 三和紙業 717宇治矢落2ｱﾄ 定点1017

アドリーム宇治 月２回 第２・４金曜日 株式会社　七海 アドリーム宇治管理組合210宇治妙楽162拠点1019

アネックス大久保 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町上ノ山43-4ｱﾈ 定点1211

アノットハウス 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道藪里41ｱﾉ 定点1149

アミュージア９１ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町南ノ口8ｱﾐ 定点1063

荒川ビル 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町十一60ｱﾗ 定点1071

荒縄町内会 月２回 第２・４土曜日 神農商店 768拠点158

荒縄町内会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点158

アルス六地蔵リスタシア管理組 月１回 第２火曜日 京都古紙センタ アルス京都六地蔵リスタシア645六地蔵奈良町23-1ｱﾙ 定点1369

アルディア巨椋 業者契約 小倉町山際65-1不明1044

アルティプラノ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ヶ庄上村22-1定点1563

ｱﾙﾓｰﾄﾞ宇治北町内会 月２回 第１・３水曜日 株式会社　七海 297定点 ★428

アンプルールフェール 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槙島町南落合１２ｱﾝ 定点1372

イーストヒルズ自治会 月１回 第１日曜日 株式会社　七海 751ｲｰ 戸別74

池尾区 月１回 第２水曜日 宇治市役所ｲｹ 定点234

池殿町町内会 月１回 第３日曜日 株式会社　七海 356拠点 ★279

石塚町内会 月２回 第１・３月曜日 神農商店 553ｲｼ 戸別 ★373

石塚中央自治会 月１回 第２水曜日 株式会社　七海 544戸別 ★374

石塚東町内会 月２回 第２・４水曜日 大信リサイクル 300戸別 ★391

石塚南町内会 月１回 第４金曜日 株式会社　七海 414戸別 ★390
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石畑町自治会 月１回 第２金曜日 木下紙業㈱ 542ｲｼ 定点 ★2

井尻自治会 月１回 第３土曜日 株式会社　七海 421戸別 ★549

井尻中町内会(ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ宇治西 月２回 第２・４水曜日 株式会社　七海 637拠点533

井尻南町内会 月１回 第３月曜日 株式会社　七海 434戸別550

五十鈴町町内会 月１回 第４木曜日 神農商店 513ｲｽ 拠点244

いずもや町内会 月１回 第３木曜日 宇治市役所定点519

伊勢田宿舎自治会 月１回 第４土曜日 神農商店 447伊勢田町若林29　B-302号ｲｾ 定or拠1549

伊勢田職員住宅自治会 月２回 第１・３木曜日 株式会社　七海 若草町内会365伊勢田町ウトロ1-3戸別 ★1430

伊勢田若草職員住宅自治会 月１回 第３土曜日 株式会社　七海 3005拠点534

一ノ坪町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 207ｲﾁ 戸別 ★438

市原荘 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡北畠15-22定点1539

壱番館 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄一番割59-1定点1053

一番割自治会 月１回 第２火曜日 株式会社　七海 748戸別188

一里丘住宅地自治会 月２回 第１・３木曜日 株式会社　七海 457戸別568

一里塚町内会 月２回 第２水曜・最終水 双葉商会 南部小学校育友会287定点173

一里山自治会 月１回 第１水曜日 吉田商店 453定点569

ｲﾄｰﾋﾟｱ自治会 月１回 最終月曜日 大和紙料 357ｲﾄ 定点378

今内町内会 月２回 第１・３木曜日 神農商店 552ｲﾏ 拠点284

インターステップ 月２回 第１・３土曜日 神農商店 小倉第三町内会内283小倉町東山31ｲﾝ 定点1176

インパレス黄檗 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄上村32-1定点1214

ｖｉｌｌａ榎木 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町天王65-7ｳﾞ 定点1542

ヴィラ小倉 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町西浦88-70定点1085

ヴィラケンシン 月１回 第４水曜日 宇治市役所 小倉町春日森27-4定点1186

ヴィラ新成田 月１回 第１水曜日 宇治市役所 広野町新成田26定点1198
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ヴィラノール 業者契約 2009六地蔵奈良町6-4ｳﾞ 不明1236

ヴィラマキシマ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町十一96定点1199

ヴィルセラン 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄芝ノ東67-1定点1240

ヴェールハイツスミヨ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町南山3-1定点1128

ヴェルジェ 業者契約 小倉町老ノ木40定点1081

ヴェルニーナ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡大瀬戸19-1定点1371

ウィスコ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡北島20-12ｳｨ 定点1595

ウェルシーアイ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町北ノ山13-1ｳｪ 定点1557

上村町内会 月１回 最終金曜日 双葉商会 南部小学校育友会287ｳｴ 定点151

浮面・名木三丁目町内会 月１回 第３水曜日 株式会社　七海 760ｳｷ 戸別 ★540

うぐいす荘 月１回 第３金曜日 宇治市役所 宇治野神97‐1ｳｸ 定点1016

うぐいす台町内会（木幡南山） 月１回 第１水曜日 神農商店 487拠点 ★61

うぐいす台町内会（宇治野神） 月１回 第２金曜日 木下紙業㈱ 219戸別349

宇治アロームⅠ・Ⅱ 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331五ヶ庄新開9-2ｳｼ 不明1604

宇治苑 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄平野9定点1052

宇治黄檗パークホームズ 毎週 金曜日 木下紙業㈱ 宇治黄檗パークホームズ管理454五ケ庄平野5-2拠点1007

宇治大久保コープ管理組合 月２回 第１・３木曜日 神農商店 511大久保町久保１３－１拠点1640

宇治大谷自治会 月１回 第１金曜日 双葉商会 菟道第二小学校育友会310定点357

宇治作業所 月１回 第３水曜日 株式会社　トヨダ 459五ヶ庄二番割5-2拠点1425

宇治台町内会 月１回 第３木曜日 神農商店 406拠点285

宇治友が丘西町自治会 月２回 第２・４月曜日 大和紙料 宇治友が丘西町子供会205戸別587

宇治友が丘東町自治会 月１回 第４水曜日 株式会社　七海 374戸別 ★588

宇治プラザ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治半白17-1定点1460

宇治明星園老人ホーム 月１回 第３水曜日 神農商店 宇治明星園老人ホーム入所521莵道岡谷16-3拠点1429
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ウトロ町内会 月１回 第１水曜日 宇治市役所ｳﾄ 定点536

梅林町内会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308ｳﾒ 定点159

浦和第一町内会 月１回 最終木曜日 神農商店 695ｳﾗ 定点487

浦和第三町内会 月１回 第１土曜日 株式会社　トヨダ 347拠点 ★489

浦和第二町内会 月１回 第３金曜日 神農商店 476拠点488

浦和第四町内会 月２回 第２・４日曜日 ㈱新明和 272拠点490

Ｈ．Ｒ．Ｋレジデンス 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町中山80ｴｲ 定点1314

エイブルパレス宇治 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槙島町北内31-1定点1410

永楽荘 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡檜尾45-5定点1114

エーデルワイス６１ 月１回 第２日曜日 木下紙業㈱ 札ノ辻町内会内(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ)429六地蔵奈良町35-12ｴｰ 定点1652

エクシードこはた 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中13-2ｴｸ 定点1147

Exe villa west 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町旦椋49-1定点1548

エクセルハイム 月１回 第２木曜日 宇治市役所 開町11定点1362

エスペランザ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町三十五19ｴｽ 定点1065

エスペランサ広野 月１回 第３土曜日 吉田商店 広野町三丁目町内会内417広野町東裏79-1定点 ★1260

エスポワール伊勢田 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町中ノ田37定点1357

エスポワール木幡Ａ・Ｂ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡西浦60定点1187

エスリード宇治広野 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町中島17-1　ｴｽﾘｰﾄﾞ定点1487

エトワール大竹 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307大久保町大竹38-2ｴﾄ 定or拠1452

エバーグリーン宇治 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合77-1ｴﾊ 定点1622

エバーグリーン宇治弐番館(メ 月１回 第３木曜日 神農商店 落合町内会内736槇島町落合90定点1484

エバーグリーン六地蔵駅前 月１回 第２水曜日 宇治市役所 六地蔵札ノ辻町33-1定点1614

ｆｏｋ２１ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町西山61ｴﾌ 定点1073

ＭＳＫビル 業者契約 小倉町神楽田35-1ｴﾑ 定点1079
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ＥＬ ＣＩＥＬＯ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 エルシエロ槇島町一ノ坪334-2ｴﾙ 定点1633

エルシエロⅡ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町一ノ坪３３４－１定点1641

エルテベール木幡Ａ－Ｄ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡中村44定点1189

エルパティオ田原 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町田原40定点1201

エルメゾン宇治神明Ａ・Ｂ棟 月１回 第２木曜日 宇治市役所 神明宮北28-15定点1587

エルメゾンマキシマ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町一町田20-1定点1634

エンジェルレジデンス 不定期 未実施または独 小倉町神楽田11-1ｴﾝ 不明1332

薗場町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 薗場子供会226戸別415

黄檗駅前自治会 月１回 第４水曜日 神農商店 306ｵｳ 拠点133

黄檗ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀｳﾝ自治会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点117

黄檗ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ自治会 月２回 第１・３日曜日 神農商店 625定点156

黄檗台自治会 月２回 第２・４木曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点154

おうばく分館自治会 月１回 第２金曜日 宇治市役所定or拠162

黄檗門前町内会 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点134

大石マンション 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中59-3ｵｵ 定点1233

大垣内町内会（菟道大垣内） 月１回 第４木曜日 神農商店 664拠点219

大垣内町内会（菟道荒槇） 月１回 第３木曜日 神農商店 532拠点245

大亀茶屋自治会 月１回 第３木曜日 吉田商店 566定点589

大亀町町内会 月１回 第１木曜日 神農商店 530拠点281

大川原ユーロタウン町内会 月１回 第４木曜日 株式会社　七海 720定点447

大久保旦椋団地自治会 月１回 第２木曜日 株式会社　七海 614定点604

大久保ガーデンヒルズ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町北ノ山104-1定点1155

大久保南ノ口町内会 月１回 第４木曜日 宇治市役所定点658

大瀬戸町内会 月１回 第３水曜日 旭商事　本店 629定点42
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大竹町内会 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307ｵｵ 定or拠603

大谷町内会 月１回 第３木曜日 神農商店 448拠点541

大谷新町町内会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 216戸別543

大谷第一町内会 月２回 第１・３水曜日 株式会社　七海 778戸別545

大谷元町町内会 月１回 第１月曜日 株式会社　七海 233戸別542

大谷若林町内会 月２回 第１・３月曜日 こころ紙業 616定点 ★525

大曲町内会 月１回 第２月曜日 神農商店 344拠点419

大和田第一自治会 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点138

大和田第九自治会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点146

大和田第五自治会 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点142

大和田第三自治会 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点140

大和田第七自治会 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点144

大和田第二自治会 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点139

大和田第八自治会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点145

大和田第四自治会 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点141

大和田第六自治会 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点143

大和田第十自治会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点147

ＯＮＫ３６ 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町西浦1ｵｰ 定点1083

オークヒルズⅡ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 伊勢田町大谷54-1定点1089

オークヒルズ２１ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町南山41定点1087

オードヴィ小倉 業者契約 小倉町久保68定点1550

岡本町内会 月１回 最終金曜日 双葉商会 南部小学校育友会287ｵｶ 定点150

奥の池町内会 月１回 第２火曜日 株式会社　七海 636菟道奥の池13-8ｵｸ 戸別1373

奥畑町内会 月２回 第１・３金曜日 神農商店 504拠点 ★520
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奥広野自治会 月１回 第２木曜日 木下紙業㈱ 250ｵｸ 戸別561

小倉第一町内会 月１回 第１日曜日 みやこ紙業 小倉女性の会632拠点451

小倉第一町内会 月１回 第３木曜日 宇治市役所定点451

小倉第三町内会 月２回 第１・３土曜日 神農商店 283定点453

小倉第二町内会 月２回 第２・４日曜日 神農商店 349拠点452

小倉中央台町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 242戸別 ★518

小倉町中畑市住自治会 月１回 第２日曜日 株式会社　七海 326拠点513

小倉町西山自治会 毎月 ２５日 神農商店 573戸別516

小倉西山会 月２回 第１・３土曜日 神農商店 777不明454

小倉西山台町内会 月１回 第３火曜日 株式会社　七海 718戸別500

小倉西山団地自治会 月１回 第３火曜日 株式会社　七海 320戸別499

巨椋ハイツ 不定期 未実施または独 小倉町春日森4不明1256

小倉マンション 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町西畑41定点1180

御蔵山商店街町内会 月２回 第１・３日曜日 木下紙業㈱ 360定or拠80

御旅町内会 月１回 第１金曜日 株式会社　七海 610ｵﾀ 定点 ★270

落合町内会 月１回 第３木曜日 神農商店 736ｵﾁ 定点423

落合北町内会 月２回 第１・３日曜日 株式会社　七海 653戸別421

落合マンション 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合28-109定点1279

乙方町内会 月１回 第４木曜日 神農商店 481ｵﾂ 拠点247

小根尾町内会 月１回 第１木曜日 木下紙業㈱ 小根尾子供会724ｵﾈ 戸別 ★560

オネスト　ケイ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町久保1-1定点1565

折居台自治会 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 204ｵﾘ 定点366

折居道町内会 月１回 第３金曜日 株式会社　七海 427定点287

折坂町内会 月１回 第３金曜日 ㈱紙商グループ 679拠点165
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折坂栄町町内会 月２回 第２金曜・最終金 双葉商会 南部小学校育友会287ｵﾘ 拠点167

オレンジハイツ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 六地蔵町並1-49ｵﾚ 定点1113

ｶｰｻ小桜自治会 月１回 第１月曜日 双葉商会 菟道第二小学校育友会310ｶ- 定点361

ガレット椋 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合165ｶﾞ 定点1277

ＣＡＳＡ　ＶＥＲＤＥ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡金草原36ｶｰ 定点1146

カーサ竹風館 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町北ノ山17-2定点1210

カーサヒラキ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 開町12-4定点1300

カーサフィーノ宇治半白自治会 月１回 第１木曜日 株式会社　七海 738戸別328

ＣＡＳＡフィオーレ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合27-1定点1281

カーサ町並 月１回 第２水曜日 宇治市役所 六地蔵町並12定点1237

カーサミラ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合227定点1141

開南町自治会 月１回 第２日曜日 株式会社　七海 220ｶｲ 定点 ★570

柿ノ木町町内会 月１回 第２金曜日 神農商店 649ｶｷ 定点8

蔭山町内会 月１回 最終土曜日 株式会社　七海 330ｶｹ 戸別 ★325

蔭山朝日町内会 月１回 最終月曜日 株式会社　七海 535拠点317

蔭山台自治会 月１回 第２日曜日 神農商店 554拠点356

蔭山第一町内会 月１回 第２土曜日 神農商店 567拠点360

蔭山第二町内会 月１回 第２木曜日 神農商店 531拠点321

蔭山団地町内会 月１回 第４水曜日 吉田商店 538定点 ★315

蔭山中央町内会 月１回 第２木曜日 神農商店 482拠点316

蔭山中町内会 月１回 第１水曜日 神農商店 509拠点318

蔭山西町内会 月１回 第２日曜日 神農商店 551拠点320

蔭山東町内会 月１回 最終土曜日 株式会社　七海 327定点 ★322

蔭山南町内会 月１回 第２木曜日 宇治市役所定点323
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蔭山夢ケ丘自治会 月２回 第１・３水曜日 三和紙業 646ｶｹ 定点344

CASA　Ｍ・Ｎ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中28-2ｶｻ 定点1219

カサベルデ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町平盛84-3定点1501

カシオペア 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合226-1ｶｼ 定点1330

春日森自治会 月２回 第２・４土曜日 神農商店 424ｶｽ 戸別449

春日森Ｋハイツ(建替中) 月１回 第４水曜日 宇治市役所 春日森Ｋハイツ小倉町春日森94-3定点1206

金井戸地区自治会 月１回 第２金曜日 宇治市役所ｶﾅ 定点338

金草原町内会 月１回 第３水曜日 株式会社　七海 506定点86

鐘紡石塚町内会 月２回 第１・３土曜日 株式会社　七海 236ｶﾈ 定点388

カノープス 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ヶ庄新開19-1ｶﾉ 定点1443

上権現町内会 月１回 第１火曜日 神農商店 494ｶﾐ 拠点292

上翠光園自治会 月１回 第４土曜日 株式会社　七海 752定点577

上炭山ブロック 月１回 第２木曜日 京都古紙センタ 炭山区290定点237

上ノ上町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 713戸別414

上之町町内会 月１回 第４金曜日 双葉商会 483拠点41

カルフール 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡平尾12-5ｶﾙ 定点1343

河原町内会 月２回 第２・４水曜日 神農商店 715ｶﾜ 定点36

観音寺台町内会 月１回 第３水曜日 株式会社　七海 516ｶﾝ 戸別56

岸野コーポ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄北ノ庄29ｷｼ 定点1241

北内自治会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 418ｷﾀ 戸別412

北岡屋町内会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点123

北小倉町内会 月２回 第２・４木曜日 三和紙業 403拠点 ★437

北御蔵山自治会 月２回 第２・４木曜日 吉田商店 520戸別 ★72

北川マンション 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町南山16定点1313
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北島町内会 月１回 第３木曜日 神農商店 604ｷﾀ 拠点39

北新町町内会 月１回 第１木曜日 旭商事　本店 436定点257

北砂田町内会 月１回 第２金曜日 株式会社　七海 665戸別482

北長ハイツ 月２回 第１・３月曜日 こころ紙業 大谷若林町内会内616伊勢田町若林38-10定点1568

北ノ庄町内会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点116

北畠東中自治会 月２回 第２・４木曜日 三和紙業 556拠点25

北半白町内会 月２回 第１木・第３日曜 株式会社　七海 466戸別337

北堀池自治会 月１回 第１日曜日 大和紙料 275定点456

北御園町内会 月１回 第１金曜日 神農商店 508拠点78

北村マンション 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町井ノ尻12定点1295

北山Ａ町内会 月１回 第３水曜日 株式会社　七海 352戸別504

北山Ｂ町内会 月１回 第２月曜日 株式会社　七海 372戸別 ★505

北山Ｃ町内会 月１回 第２月曜日 株式会社　七海 301戸別 ★506

北山Ｄ町内会 月１回 第２月曜日 株式会社　七海 363戸別 ★507

北山南町内会 月１回 第４金曜日 株式会社　七海 501定点547

北山労金町内会 月１回 第３火曜日 神農商店 318戸別546

木村ハイツ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町東裏８６ｷﾑ 定点1639

京大国際交流会館宇治分館 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄瓦塚46-1ｷｮ 定点1005

京大宿舎町内会 月２回 第２金曜・最終金 双葉商会 南部小学校育友会287定点166

京都大学職員宿舎11棟 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ヶ庄瓦塚定点1552

桐ケ丘自治会 月２回 第２・４水曜日 株式会社　七海 527ｷﾘ 戸別 ★59

桐原町内会 月１回 第１金曜日 神農商店 291拠点249

桐生谷自治会 月１回 第２木曜日 宇治市役所定点592

きんこん館 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡金草原29ｷﾝ 定点1051
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グラスコート 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治戸ノ内82ｸﾞ 定点1136

ｸﾞﾗﾝ・ｺｰﾄ宇治東自治会 月２回 第２・４火曜日 神農商店 697拠点79

グランクレア上ノ山 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町上ノ山47-12定点1508

グランクレア蓮池 月１回 第２日曜日 株式会社　七海 蓮池自治会内274小倉町蓮池171-2不明1656

グランKSジオ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町中山69-8定点1457

グランＫＳ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町大谷4定点1112

ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ北宇治町内会 月２回 第１・３木曜日 日本紙業（有） 299定点 ★425

グラン・コート宇治槇島管理組 月２回 第２・４金曜日 日本紙業（有） 712槇島町落合124-1定点 ★1471

ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ北宇治Ⅱ町内会 月２回 第１・３木曜日 株式会社　七海 314拠点426

ｸﾞﾗﾝ・ｼﾃｨｵ宇治大久保自治会 月１回 第４金曜日 吉田商店 グラン・シティオ宇治大久保管469定点 ★593

グランシャリオ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町中荒2-1定点1048

グランシャリオ宇治 月１回 第１木曜日 宇治市役所 グランシャリオ宇治Ⅲ槇島町落合193定点1272

グランシャリオ宇治Ⅱ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合225-1定点1331

グランディアヤマダ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 六地蔵町並31定点1235

グランデYABURI　Ⅰ・Ⅱ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道藪里38-1定点1489

グランデュール遊田 月１回 第１木曜日 株式会社　七海 若葉台自治会内227伊勢田町遊田１戸別1600

グランドール広野　Ⅱ番館 月１回 第３金曜日 宇治市役所 Ⅰ番館は独自対応広野町中島65-3定点1543

グランドタウン籔里町内会 月１回 第２金曜日 宇治市役所定点194

グランドビルフナトラ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町神楽田21定点1287

グランド・マ・ｋｅｉｊｏｅｎ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町西裏66-1 601号定点1028

グラン･ドムール宇治大久保管 月２回 第２・４木曜日 日本紙業（有） グランド･ムール宇治大久保管675大久保町山ノ内22-1定点1439

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾑｰﾙ宇治木幡自治会 毎週 金曜日 木下紙業㈱ グランドムール宇治木幡管理716拠点181

グランブルー宇治 月１回 第２金曜日 宇治市役所 グリーンハイツ森五ケ庄福角44-7定点1252

グリーンアネックス 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町東裏26-2定点1338
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グリーンタウン木幡自治会 月２回 第１・３木曜日 大和紙料 767ｸﾞ 戸別94

ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ槇島　管理事務所( 月１回 第４水曜日 宇治市役所 ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ槇島(管理事務所)定点

ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ槇島自治会 月１回 第４水曜日 宇治市役所 グリーンタウン槇島団地自治定点446

グリーンハイツみのり 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治矢落34-3定点1498

グリーンパレス木幡 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡北畠30-7定点1266

グリーンヒルズ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町東裏129定点1384

ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ槇島第２団地自治会 月１回 第１金曜日 株式会社　七海 グリーンタウン槇島第２子供会278定点444

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ宇治自治会 月２回 第１金・第３日曜 株式会社　七海 217拠点359

グレース１６ 月１回 第３土曜日 双葉商会 大和田第十自治会（岡屋小PT308五ケ庄平野56-2定点1196

Grae　Ogura 月１回 第３木曜日 宇治市役所 へーベルメゾン小倉町神楽田15定点1629

グレース春日森 月１回 第４水曜日 宇治市役所 グレイス春日森小倉町春日森26定点1339

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ伊勢田町内会 月１回 第４火曜日 吉田商店 グローバル伊勢田管理組合397定点 ★407

グローバル宇治駅前 月１回 第１土曜日 O．P．R　KUBO 里尻町内会内宇治里尻29-8定点1018

グローバル宇治黄檗 月１回 第４火曜日 吉田商店 385五ケ庄新開8-3　グローバ定点 ★1006

グローバル宇治大久保 月１回 第３土曜日 吉田商店 グローバル宇治大久保Ⅰ管理419広野町西裏53定点 ★1029

グローバル宇治大久保Ⅱ 月２回 第２・４木曜日 日本紙業（有） 377広野町茶屋裏2-4　管理事定点 ★1030

グローバル宇治大久保Ⅲ 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307大久保町山ノ内5-2定or拠1431

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ宇治木幡自治会 月２回 第１・３水曜日 木下紙業㈱ グローバル宇治木幡管理組合213定点 ★91

グローリー 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町一ノ坪定点1066

クオーレ名木 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町中ノ田25-4ｸｵ 定点1088

久保田ハイツ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町久保16ｸﾎ 定点1161

久保西町内会 月１回 第３木曜日 宇治市役所定点523

熊小路町内会 月１回 第４木曜日 木下紙業㈱ 477ｸﾏ 定点 ★53

熊小路荘 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡熊小路38-55定点1213
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クラヴィエ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡大瀬戸30-7ｸﾗ 定点1544

栗隈町内会 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307ｸﾘ 定or拠599

車田葵町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287ｸﾙ 定点203

車田北町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点201

車田せんだん町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点205

車田第一町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点204

車田戦川町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点202

車田西町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点206

車田日の出町内会 月１回 第２月曜日 神農商店 622拠点200

車田丸山町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点207

クレアール 月２回 第２・４日曜日 みやこ紙業 羽拍子町町内会内666羽拍子町36-137ｸﾚ 定点1216

クレスティーク神明 月１回 第２木曜日 宇治市役所 神明石塚81-1定点1630

クレステージ宇治小倉プリヴィ 月１回 第３木曜日 日本紙業（有） 694小倉町東山1-1クレステー定点1458

クレセント宇治 業者契約 宇治宇文字27-2定点1056

クレセントハウス 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治宇文字17-4定点1055

源氏ケ丘自治会 月１回 第１水曜日 神農商店 446ｹﾞ 戸別579

ケイズメゾンIZUTSUYA 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町春日森15ｹｲ 定点1603

ケイズメゾン春日森 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町春日森12定点1490

京阪住宅町内会 月１回 第１金曜日 三和紙業 340戸別 ★218

Ｋ－ＷＥＳＴ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町西裏85ｹｰ 定点1259

KS蔭山 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治蔭山90-6定点1564

ＫＧビル 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町老ノ木43-6定点1163

K・Hills-Ⅰ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町旦椋94-1定点1551

毛語町内会 月２回 第１・３金曜日 株式会社　七海 319ｹｺ 戸別 ★528
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五雲峰自治会 月２回 第１・３日曜日 株式会社　七海 692ｺﾞ 戸別 ★184

五ケ庄一番割町内会 月１回 第２金曜日 宇治市役所定点187

五ケ庄さくら町内会 月２回 第１・３土曜日 株式会社　七海 668定点 ★135

五ケ庄地区宿舎自治会 月１回 第４木曜日 ㈱ジェイライフ 586拠点160

伍町町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 428定点263

五番町町内会 月１回 第２土曜日 神農商店 609定点269

御廟町内会 月１回 第２木曜日 神農商店 502拠点351

御廟台町内会 月１回 第２木曜日 神農商店 560戸別319

御陵坂町内会 月１回 第２火曜日 株式会社　七海 654定点 ★34

権現町内会 月２回 第２・４土曜日 神農商店 526拠点290

公栄ビル宇治小倉マンション 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 公栄ビル宇治小倉マンション273小倉町老ノ木13-1ｺｳ 拠点1043

公団中川原町内会 月２回 第２・４木曜日 株式会社　七海 722定点 ★434

向陽台町内会 月１回 第２土曜日 株式会社　七海 425不明58

光陽台自治会 月１回 第３火曜日 木下紙業㈱ 252戸別573

光陵台町内会 月１回 第３土曜日 株式会社　七海 394戸別 ★105

好和荘 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町旦椋10定点1318

コージーコート 月１回 第３金曜日 宇治市役所 神明宮西26-2ｺｰ 定点1502

コージｰスクエア広野 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町中島33-2定点1139

コート黄檗 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄新開14-63定点1107

コート・コハタ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡中村24-3定点1096

コーポ北島 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡北島26-2定点1364

コーポ園 月１回 第４土曜日 大信リサイクル 西浦町内会内316小倉町西浦67-4定点1125

コーポソレイユ 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町砂田3-5定点1130

コーポニューアイボリー 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町寺山14定点1262
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コーポハートフル 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町久保28ｺｰ 定点1127

コーポヒラキ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 開町7-3定点1361

コーポみむろ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道門ノ前8定点1134

コーポラス木幡 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡中村53定点1190

小桜町内会 月１回 第４木曜日 株式会社　七海 596ｺｻ 戸+定 ★256

コスモウイング宇治 月２回 第１・３土曜日 神農商店 コスモウイング宇治管理組合293ｺｽ 定点195

コスモハイツホクユー 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町北ノ山5定点1212

寿荘 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町若林34ｺﾄ 定点1441

琥珀荘 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡東中5ｺﾊ 定点1380

木幡北平尾自治会 月２回 第１・３土曜日 株式会社　トヨダ 721戸別 ★115

木幡熊小路自治会 月２回 第２・４月曜日 吉田商店 652定点 ★92

木幡ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ自治会 月１回 第２金曜日 未実施または独 576定点87

木幡桜台自治会 不定期 未実施または独不明106

木幡正中フローラルタウン 月２回 第２・４金曜日 日本紙業（有） フローラルタウンの会710定点114

木幡西中町内会 月１回 第４木曜日 神農商店 562拠点45

木幡南端団地自治会 月２回 第２・４日曜日 神農商店 578拠点100

木幡宮ノ前町内会 月１回 第４土曜日 神農商店 475拠点40

木幡幼稚園ＰＴＡ 月１回 第１水曜日 木下紙業㈱ 467拠点 ★1426

コバンジューヌ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町旦椋11定点1319

米阪町内会 月１回 第３月曜日 双葉商会 639ｺﾒ 定点347

コモドＥＮＯＫＩ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町天王52-4ｺﾓ 定点1078

社会福祉法人　こもれび 月２回 第１・３金曜日 株式会社　七海 684宇治天神12‐3拠点1448

小山ハイツ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町寺内12-2ｺﾔ 定点1464

コリンノルド 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町南ノ口60ｺﾘ 定点1062
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コロニアル宇治 月２回 第２・４日曜日 みやこ紙業 羽拍子町町内会内666羽拍子町36ｺﾛ 定点1058

コンフォール・パオ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語78-3ｺﾝ 定点1310

コンフォルト小倉 月１回 第３木曜日 宇治市役所 第１朝日マンション小倉町天王72-1定点1160

紺屋町町内会 月１回 第２金曜日 神農商店 689拠点9

ｻ-ﾊﾟｽ宇治木幡管理組合 毎週 金曜日 株式会社　七海 サーパス宇治木幡管理組合396ｻ- 拠点97

ｻｰﾊﾟｽ宇治木幡第２管理組合 毎週 金曜日 株式会社　七海 329ｻｰ 拠点 ★98

サーパスシティ大久保駅前管 毎週 木曜日 日本紙業（有） サーパスシティ大久保駅前735大久保町上ノ山55-6定点1514

サーブル 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ヶ庄野添51-1定点1616

サイセリア宇治町内会 毎週 金曜日 株式会社　七海 サイセリア宇治管理組合367ｻｲ 拠点327

サイプレス木幡 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡檜尾16定点1351

サウスヒルズ町内会 月２回 第１・３土曜日 株式会社　七海 704ｻｳ 戸別113

サウスフラットサワキ 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治妙楽34定点1269

坂井戸町内会 月１回 第１水曜日 神農商店 690ｻｶ 定点294

鷺の橋町内会 月１回 第３金曜日 神農商店 223ｻｷ 定点253

さくら町内会 月１回 第３日曜日 ㈱紙商グループ 222ｻｸ 定点50

桜池町内会 月１回 第４日曜日 神農商店 422拠点251

桜町町内会 毎月 ２２日 神農商店 315拠点252

桟敷町町内会 毎月 ２２日 神農商店 663ｻｼ 拠点277

五月町内会 月２回 第１・３土曜日 神農商店 613ｻﾂ 定点512

さつき丘自治会 月２回 第２・４木曜日 株式会社　七海 373戸別572

さつきが丘住宅自治会 月２回 第２・４水曜日 神農商店 541拠点69

里尻町内会 月１回 第１土曜日 O．P．R　KUBO 381ｻﾄ 定点258

サニークレスト 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡南端34ｻﾆ 定点1238

サニーコート村田 不定期 未実施または独 莵道門ノ前23-1不明1328
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サニーハイツ伊勢田 不定期 未実施または独 開町25-8ｻﾆ 不明1333

さわやか平尾自治会 月１回 第３月曜日 株式会社　七海 739ｻﾜ 戸別73

さわらび自治会 月１回 第４金曜日 株式会社　七海 746戸別239

産業振興センター 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町西ノ端ｻﾝ 定点1477

三軒家町内会 月２回 第２・４日曜日 神農商店 三軒家大町町内会388拠点439

三軒家町内会 月２回 第２・４日曜日 神農商店 三軒家西町内会390拠点439

三軒家町内会 月２回 第２・４日曜日 神農商店 三軒家中ノ町内会391拠点439

三軒家町内会 月２回 第２・４日曜日 神農商店 三軒家新開地町内会392拠点439

三軒家町内会 月２回 第２・４日曜日 神農商店 三軒家橋町町内会389拠点439

SUNSUNLIFE大久保 月１回 第２日曜日 株式会社　七海 開南町自治会内220広野町丸山6-7定点1346

サンシティ　サークルファイブ 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治妙楽158定点1267

サンシティ槇島 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町石橋49定点1159

サンシャイン上野 業者契約 広野町中島54-1定点1059

サンタウン宇治 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町本屋敷51-9　サンタ定点1041

サントネール・ロジー 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町山ノ内9-1定点1167

サンハイツ辻 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語128-3定点1307

サンハイム笹野 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ヶ庄梅林6-2定点1488

サンパティオ小倉 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町南浦43-4定点1344

サンビーム大久保 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町北ノ山104-18定点1154

サンベルナール２７１ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道門ノ前27-1定点1254

サン・マキシマム 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合140定点1276

三洋ビル 月１回 第２日曜日 大和紙料 南遊田第二町内会内209伊勢田町南遊田3-1不明1467

三洋シティ２号館 月２回 第２日曜・第４土 株式会社　トヨダ 西浦東町内会内208小倉町西浦7-8拠点1468

ＪＰアパートメント宇治 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町南山9-3ｼﾞ 定点1046
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地蔵堂町内会 月１回 第３日曜日 株式会社　七海 594ｼﾞ 拠点280

蛇塚自治会 月２回 第２・４金曜日 三和紙業 537拠点 ★354

ジュネス神楽田 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町神楽田14-1定点1076

ジュネスドミール 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語129-2定点1170

ジョイフル宇治(梅林) 不定期 未実施または独 五ヶ庄梅林6-1不明1444

ジョイフル宇治(大林) 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ヶ庄大林4定点1402

ジョイフル　Ｆｏｒｔｕｎｅ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ヶ庄野添75-3定点1400

城南荘第一町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420戸別 ★380

城南荘第五町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420戸別 ★384

城南荘第三町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420戸別 ★382

城南荘第七町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420戸別 ★386

城南荘第二町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420戸別 ★381

城南荘第四町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420戸別 ★383

城南荘第六町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420戸別 ★385

城南荘連合町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 420戸別 ★379

常福町町内会 毎月 ２２日 神農商店 282拠点275

ジンステージ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 宇治乙方21-7定点1483

陣ノ内自治会 月１回 第２水曜日 旭商事　本店 688定点83

陣ノ内やすらぎ台町内会 月１回 第４日曜日 旭商事　本店 597定点85

シェラール１ 業者契約 小倉町西浦15ｼｪ 定点1080

シェラール２ 業者契約 小倉町西浦16定点1082

シェランジェ大久保 不定期 未実施または独 広野町茶屋裏10-13不明1334

志津川区 月２回 第１・３日曜日 神農商店 640ｼﾂ 定点231

芝ノ東やすらぎ台自治会 月２回 第２・４木曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331ｼﾊ 定点152
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渋谷マンション 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町西裏50-9ｼﾌ 定点1365

紫明館 毎週 木曜日 業者契約 小倉町神楽田12ｼﾒ 定点1086

下居町内会 月１回 第３木曜日 神農商店 507ｼﾓ 拠点289

下新町町内会 月１回 第４土曜日 旭商事　本店 655定点261

下炭山ブロック 月１回 第２木曜日 京都古紙センタ 炭山区290定点238

下村町内会 月１回 第１水曜日 株式会社　七海 727戸+定413

シャーメゾン・シグマ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町大町41-1ｼｬ 定点1558

シャーメゾン一の穂 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡南山47-3定点1609

シャーメゾン inoue.Ⅱnd 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町茶屋裏8-5定点1576

シャーメゾン宇治木幡 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡熊小路6-2定点1631

シャーメゾン宇治神明 月１回 第２木曜日 宇治市役所 神明宮北28-1定点1613

シャーメゾンSKⅡ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ヶ庄北ノ庄1-3定点1580

シャーメゾン奥田 月１回 第２水曜日 宇治市役所 フォーブル奥田木幡陣ノ内22-3定点1116

シャーメゾン春日森 月１回 第４水曜日 宇治市役所 小倉町春日森34定点1570

シャーメゾン　クラッセ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町老ノ木30-2定点1586

シャーメゾン　グリーンリーブス 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町茶屋裏35-3定点1647

シャーメゾン欅ヶ丘・椿館・石楠 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治善法101定点1574

シャトー小倉 月１回 第４水曜日 株式会社　七海 478小倉町南堀池8拠点1223

シャルム若森 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治若森19定点1217

正中第一町内会 月１回 第３日曜日 木下紙業㈱ 257ｼｮ 定点 ★37

正中第二町内会 月１回 第２金曜日 木下紙業㈱ 536定点38

松陵自治会 月１回 第４土曜日 神農商店 343拠点101

白川区 月１回 第２水曜日 株式会社　七海 570ｼﾗ 定点363

新大谷町内会 月２回 第１・３水曜日 株式会社　七海 547ｼﾝ 戸別544
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新開ハウス 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄新開9-2ｼﾝ 定点1251

新蔭山町内会 月１回 第１水曜日 神農商店 495拠点352

新生町内会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点122

新茶屋町内会 月２回 第２金曜・最終金 双葉商会 南部小学校育友会287定点172

新田町内会 月１回 第１金曜日 ㈱紙商グループ 779定点222

月１回 第３水曜日 双葉商会 三室戸小学校ＰＴＡ346定点196

月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点196

新中畑町内会 月１回 第１水曜日 株式会社　七海 565拠点514

新半白町内会 月２回 第１木・第３日曜 木下紙業㈱ 294戸別 ★332

新東半白町内会 月１回 第３日曜日 株式会社　七海 462戸別336

新丸山町内会 月１回 第３金曜日 株式会社　七海 522定点595

新御園町内会 月１回 第４日曜日 旭商事　本店 413定点104

新宮北町内会 月２回 第２・４月曜日 神農商店 729戸別 ★392

神明町内会 月１回 第１水曜日 株式会社　七海 441戸別377

神明石塚町内会 月１回 第４金曜日 木下紙業㈱ 神明石塚町内会子供会269定点 ★387

神明ケ丘町内会 月１回 第１木曜日 大和紙料 341戸別395

神明栄町内会 月１回 第１水曜日 株式会社　七海 598戸別393

神明台ハイツ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 神明宮北47定点1298

神明の森町内会 月１回 第２水曜日 株式会社　七海 313戸別375

神明宮北町内会 月１回 第２水曜日 株式会社　七海 神明の森町内会と一緒に実施313戸別394

スイートピア上ノ山 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町上ノ山49ｽｲ 定点1121

翠光園町内会 月１回 第４土曜日 株式会社　七海 737戸別578

末広町内会 月１回 第１金曜日 O．P．R　KUBO 585ｽｴ 定点585

Star one 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治戸ノ内38-9ｽﾀ 定点1583
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須留一番地町内会 月１回 第３水曜日 旭商事　本店 631ｽﾄ 定点18

砂田自治会 月１回 第４木曜日 株式会社　七海 579ｽﾅ 戸別483

砂田第三自治会 月１回 第２金曜日 株式会社　七海 444戸別485

炭山町内会 月１回 第２木曜日 京都古紙センタ 炭山区町内会290ｽﾐ 定点236

角与団地自治会 月１回 第２水曜日 株式会社　七海 525拠点 ★552

諏訪町内会 月１回 第４木曜日 神農商店 499ｽﾜ 拠点246

ゼフィルスコート 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町大竹43-1ｾﾞ 定点1433

善法区連合町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 440定点300

清新自治会 月１回 第１金曜日 神農商店 480ｾｲ 拠点163

セジュール川北 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町一ノ坪178ｾｼ 定点1169

セジュール芝ノ東 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄芝ノ東7定点1165

セジュールしんめい 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町小根尾18定点1166

セジュール妙楽 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治妙楽187-1定点1399

セジュール若林 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町若林14定点1171

セピアコート１６ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合218-1ｾﾋ 定点1168

ｾﾌﾞﾝﾊｳｽ町内会 毎月 ２５日 旭商事　本店 608ｾﾌ 定点88

セラビ１１２ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町東裏112‐1ｾﾗ 定点1352

セリバテール若宮 月１回 第３水曜日 株式会社　七海 若宮町内会内276宇治若森28ｾﾘ 定点1294

先陣ケ丘町内会 月１回 第２金曜日 三和紙業 595ｾﾝ 拠点213

センティア・コートⅡ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合127-2定点1220

セントラル槇島 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町十八41-8定点1157

セントレジデンス宇治橋通自治 月１２ 月・水･金曜日 村井産業 719定点267

ソーホースクエア 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道田中41-1 501号ｿｰ 定点1014

ソーム中山 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町中山15定点1312
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ソシエルマキ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町一ノ坪71ｿｼ 定点1123

ソレーユ大久保 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町上ノ山1-1ｿﾚ 定点1140

第２シャトー小倉 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町西山60ﾀﾞ 定点1224

大京町内会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 471戸別495

大工町町内会 毎月 ２２日 神農商店 239拠点276

第2ﾕﾆ宇治ﾏﾝｼｮﾝ自治会 月２回 第２・４水曜日 ㈱紙商グループ 第２ユニ宇治管理組合298定点96

タイガース壱番館 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町南落合105-7ﾀｲ 定点1067

大成町内会 月１回 第１木曜日 株式会社　七海 677戸別493

大豊町内会 月２回 第２・４水曜日 株式会社　七海 243定点 ★563

大豊園町内会 月１回 第２木曜日 株式会社　七海 686定点594

タウニィウエノ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町中島38-1ﾀｳ 定点1110

タウニーオオハタ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町大幡27定点1227

タウニィ神明 月１回 第３金曜日 宇治市役所 神明宮東3-3定点1382

タウニィ半白 月２回 第１木・第３日曜 木下紙業㈱ 新半白町内会内294宇治半白83戸別 ★1579

高木ハイツ 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307大久保町山ノ内78ﾀｶ 定or拠1560

高砂台自治会 月１回 第３土曜日 神農商店 386拠点153

高見台ハイツ 不定期 未実施または独 小倉町西山40定点1316

橘町内会 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307ﾀﾁ 定or拠601

田中町内会 月１回 第４土曜日 株式会社　七海 404ﾀﾅ 戸別471

谷ノ辻町内会 月２回 第１・３木曜日 神農商店 485ﾀﾆ 拠点288

田原町内会 月１回 第３水曜日 大信リサイクル 472ﾀﾊ 戸別 ★656

玉池町内会 月１回 第１月曜日 双葉商会 菟道第二小学校育友会310ﾀﾏ 定点297

玉池町内会１０組(古紙) 月１回 第４土曜日 木下紙業㈱ 玉池町内会１０組782宇治池森39-18拠点1651

茶摘ケ丘町内会 月２回 第２・４日曜日 木下紙業㈱ 431ﾁｬ 定点 ★26

23 ページ



町内会名・物件名 回収業者名 マンション所在地 活動主体回収日 場所 ★は古紙団体で缶の独自回収有り

中央町内会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 587ﾁｭ 戸別496

辻ニューコーポ 月２回 第１・３金曜日 株式会社　七海 毛語町内会内319伊勢田町毛語128-1ﾂｼ 定点1507

ＤＡコート 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 小倉中央台内242小倉町西山81ﾃﾞ 定点1143

デミューズ木幡 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡西浦48定点1097

テ･ゾーヌ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ｹ庄新開22-1ﾃ･ 定点1347

ティーズクエスト 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治若森27-5ﾃｨ 定点1173

寺内団地町内会 月１回 第３土曜日 株式会社　七海 400ﾃﾗ 戸別521

寺内ハイツ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町寺内12定点1205

寺山自治会 月２回 第１・３金曜日 株式会社　七海 749戸別576

テラ・リーブリー木幡 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡中村29定点1245

天神台自治会 月１回 第４土曜日 木下紙業㈱ 214ﾃﾝ 戸別 ★371

天神町内会準備会 月１回 第４土曜日 木下紙業㈱ 744定点362

堂の川町内会 月１回 第１土曜日 株式会社　七海 229ﾄﾞ 戸別107

ドマーレ北村 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町大竹5定点1225

ドミールかみのやま 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町上ノ山39定点1363

ドミセーヌ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町老ﾉ木15-9定点1353

トアベルデュール 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合224-1ﾄｱ 定点1636

十一青葉町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 237ﾄｲ 拠点430

東英ハウス金草原 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡金草原40ﾄｳ 定点1209

東英ハウス（陣ノ内） 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡陣ノ内45定点1208

東英ハウス堂ノ川 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡金草原21定点1207

峠町内会 月１回 第３木曜日 神農商店 539拠点60

藤和ライブタウン宇治大久保 毎週 木曜日 日本紙業（有） 669大久保町上ノ山43-1定点1032

ＴＯＷＡ創和寮 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町目川24ﾄｰ 定点1037
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徳永南町内会 月１回 第４日曜日 旭商事　本店 383ﾄｸ 定点11

月１回 第３水曜日 双葉商会 三室戸小学校ＰＴＡ346ﾄﾄ 定点192

菟道池山町内会 月１回 第１金曜日 株式会社　七海 590莵道池山15-1定点1423

月１回 第４日曜日 株式会社　七海 642戸別220

莵道公園下町内会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 261戸別191

菟道只川三組 未実施または独 659菟道門ノ前4-24定点1392

月１回 第２金曜日 三和紙業 619戸別214

月１回 第３水曜日 神農商店 705戸別216

月１回 第３水曜日 双葉商会 三室戸小学校ＰＴＡ346定点209

菟道出口二組町内会 月２回 第１・３金曜日 神農商店 512菟道谷下り3-2戸別 ★1432

未実施または独定点224

戸ノ内町内会 月１回 第１水曜日 神農商店 643ﾄﾉ 定点259

戸ノ内光陵台自治会 月２回 第２水曜・最終水 双葉商会 南部小学校育友会287定点174

戸ノ内ﾊｯﾋﾟｰﾀｳﾝ町内会 月１回 最終水曜日 双葉商会 南部小学校育友会287定点175

トライヤード 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町茶屋裏35-1ﾄﾗ 定点1185

尖山自治会 月２回 第２・４金曜日 吉田商店 451ﾄﾝ 戸別 ★574

ナイスライフ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語27-1ﾅｲ 定点1315

中岡屋町内会 月１回 第１土曜日 株式会社　七海 681ﾅｶ 戸別 ★119

中御蔵山町内会 月２回 第１・３日曜日 木下紙業㈱ 畑山田子供会(中御蔵山町内339定or拠75

中御蔵山町内会 月２回 第１・３土曜日 株式会社　七海 中御蔵山子ども会(畑山田より758定点75

中川原町内会 月１回 第１木曜日 宇治市役所定点433

中御廟町内会 月２回 第２・４木曜日 神農商店 559拠点324

中新町第二町内会 月１回 第１木曜日 神農商店 561拠点262

中辻アパート 月２回 第１・３月曜日 双葉商会 西町町内会内581宇治池森12-3不明1547
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なかとみハイツ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町千足24ﾅｶ 定点1321

中ノ田町内会 月１回 第２土曜日 株式会社　七海 203戸別551

仲之町町内会 月１回 第１土曜日 神農商店 564拠点48

中畑町内会 月１回 第１月曜日 株式会社　七海 264戸別515

中畑ひまわり町内会 月２回 第１・３土曜日 神農商店 742定点509

中村町内会 月１回 第１水曜日 株式会社　トヨダ 378定点43

中村十五町内会 月１回 第２金曜日 株式会社　七海 515戸別44

中本第一町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点306

中本第二町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点307

中山西町内会 月２回 第１・３水曜日 株式会社　七海 670定点530

中山東町内会 月２回 第２金曜・第４土 大信リサイクル 442戸別 ★529

名木一丁目町内会 月１回 第１水曜日 株式会社　七海 247ﾅｷ 戸別 ★538

名木二丁目町内会 月１回 第２水曜日 株式会社　七海 759戸別 ★539

なごみりあ槇島自治会 月１回 第１木曜日 宇治市役所ﾅｺ 定点448

奈良町町内会 月１回 第２水曜日 宇治市役所ﾅﾗ 定点3

南陵町自治会 月２回 第１・３土曜日 三和紙業 366ﾅﾝ 拠点 ★396

西浦町内会 月１回 第４土曜日 大信リサイクル 316ﾆｼ 戸別 ★466

西浦東町内会 月２回 第２日曜・第４土 株式会社　トヨダ 208拠点 ★464

西黄檗町内会 月１回 第４水曜日 神農商店 628拠点131

西大久保小学校育友会 月１回 第４水曜日 三和紙業 763拠点

西大久保第一町内会 月１回 第４木曜日 株式会社　七海 西大久保第一町内会子供会460戸別 ★651

西大久保第五町内会 月１回 第４木曜日 宇治市役所定点655

西大久保第三町内会 月２回 第１・３水曜日 大信リサイクル 384戸別 ★653

西大久保第二町内会 月２回 第１・３土曜日 大信リサイクル 426戸別 ★652
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西大久保第四町内会 月１回 第３火曜日 大信リサイクル 753ﾆｼ 戸別 ★654

西岡屋町内会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点121

西落合町内会 月１回 第１木曜日 宇治市役所定点424

ニシオマンション 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡西中14-6定点1003

西笠取区 不定期 株式会社　七海 笠取小学校育友会648233

西川マンション 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語4定点1308

錦町内会 月２回 第２水曜・最終水 双葉商会 南部小学校育友会287定点176

錦町内会 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307定or拠600

西木幡自治会 月１回 第１金曜日 神農商店 682戸別46

西陣ノ内町内会 月１回 第４火曜日 旭商事　本店 580定点84

西砂田自治会 月１回 第２木曜日 株式会社　七海 370戸別 ★481

西田やすらぎ台自治会 月１回 第４金曜日 宇治市役所不明182

西町町内会 月２回 第１・３月曜日 双葉商会 581定点296

西畑南町内会 月２回 第１・３土曜日 神農商店 788不明660

西堀池町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 北小倉小学校ＰＴＡ375拠点 ★457

西丸山町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点210

西目川町内会 月１回 第１日曜日 株式会社　七海 676戸別 ★422

西山さくら会 月２回 第１・３土曜日 神農商店 618戸別508

西山高見台町内会 月１回 第２土曜日 O．P．R　KUBO 733戸別501

西山西会 月２回 第１・３土曜日 神農商店 617拠点465

日産学園若竹寮（開地区自治 月２回 第２・４土曜日 株式会社　七海 342開町45ﾆｯ 戸+定1025

二尾区 月１回 第２水曜日 宇治市役所ﾆﾉ 定点235

仁良町内会 月２回 第１・３土曜日 神農商店 309ﾆﾗ 拠点47

人形劇団京芸 月１回 第１金曜日 神農商店 569白川鍋倉山35-20ﾆﾝ 拠点1422
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任天堂宇治社宅 月２回 第２･４日曜日 未実施または独 任天堂宇治社宅(管理人対応)小倉町老ノ木53-1ﾆﾝ 定点1045

ヌーベル月桂冠 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420宇治野神66ﾇｰ 戸別1649

ネオレジデンス 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町老ノ木46-8ﾈｵ 定点1284

ネクサージュ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 伊勢田町大谷1-1ﾈｸ 定点1291

ノースパレス２７ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 神明宮北59ﾉｰ 定点1174

ノースヒルズ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町平盛29定点1064

ノースビレッジ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町井ノ尻14定点1451

野添町内会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308ﾉｿ 定点180

野添団地自治会 月２回 第２・４金曜日 神農商店 510拠点178

登り御旅町内会 月２回 第１・３日曜日 木下紙業㈱ 607ﾉﾎ 定or拠 ★21

登り第一町内会 月１回 第２水曜日 宇治市役所定点22

登り第二町内会 月１回 第２水曜日 宇治市役所定点23

登り第二町内会 月１回 第４金曜日 株式会社　七海 資源回収有志の会634拠点23

バウワウハウス 業者契約 小倉町神楽田25ﾊﾞ 定点1077

バンブービレッジ竹村 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町若林56定点1447

ﾊﾟｰｸｼﾃｨ宇治平等院前管理組 月２回 第２・４金曜日 株式会社　七海 211ﾊﾟ 拠点339

パステル壱番 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治壱番52-4定点1271

ﾊﾟｽﾃﾙﾀｳﾝ自治会 月１回 第１日曜日 株式会社　七海 775戸別67

パストラル平尾 毎月 １日・１５日 旭商事　本店 平尾町内会内218木幡平尾2-58戸+定1596

パデシオン伊勢田駅前管理組 毎週 月曜日 株式会社　七海 701伊勢田町大谷16-1拠点 ★1459

ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ宇治伊勢田Ⅰ番館自 第１～４火曜日 神農商店 パデシオンⅠ番館自治会268定点526

ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ宇治伊勢田Ⅱ番館自 第１～４火・金曜 神農商店 255定点527

パデシオン宇治小倉 毎週 火・金曜日 神農商店 パデシオン宇治小倉管理組合588宇治蔭山30-1定点1329

パデシオン宇治木幡Ⅱ 毎週 土曜日 神農商店 パデシオン宇治木幡Ⅱ番館284木幡西浦47-1定点1001
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ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ宇治木幡自治会 月２回 第２・４金曜日 アプナップ㈱ パデシオン宇治木幡管理組合295木幡西浦31-1ﾊﾟ 定点 ★1512

パデシオン宇治木幡Ⅲ 毎週 金曜日 神農商店 パデシオン宇治木幡Ⅲ番館458木幡中村37-1定点1002

パデシオン宇治三室戸１番館 第１・２・４金曜日 ㈱紙商グループ 子供会（ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ宇治三室戸364莵道門ノ前31-1定点1010

パデシオン宇治三室戸２番館 第１・２・４金曜日 ㈱紙商グループ 管理組合（ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ宇治三室311莵道谷下り8-1定点1011

パデシオン宇治三室戸３番館 第１・２・４金曜日 ㈱紙商グループ 管理組合（ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ宇治三室312莵道谷下り8-10定点1012

パデシオン三室戸駅前自治会 毎週 金曜日 三和紙業 711定点221

パデシオン六地蔵ザ・タワーレ 月８回 水・土曜日 ㈱新関西テクニ 745六地蔵奈良町74-1定点1554

パル大久保 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町西裏25定点1301

パルスピア９１ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町寺内21-1定点1075

パレス小倉 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町堀池10-13定点1304

ハイクラスマンション 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡西中31-7ﾊｲ 定点1246

ハイツ池本Ⅰ・Ⅱ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町一ノ坪344定点1273

ハイツきたがわ 月２回 第１・３金曜日 株式会社　七海 毛語町内会内319伊勢田町毛語63定点1226

ハイツ北ノ山 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町北ノ山104-18定点1153

ハイツ千足 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町千足50-4定点1282

ハイツなごみ 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語146-4定点1555

ハイツ長束 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町西裏28定点1222

ハイツ広野 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町東裏28定点1408

ハイツ福角 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄福角69-4定点1250

ハイツフローラ・ＧＩハイツグリー 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町井尻103定点1434

ハイツマルーン 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合6-1定点1179

ハイツ6地蔵 月１回 第２水曜日 宇治市役所 六地蔵町並36-1定点1553

ハイネス幸・マンション幸Ａ，Ｂ（ 月１回 第３金曜日 株式会社　七海 グループマンション幸673五ケ庄梅林59拠点1117

ハイネス幸・マンション幸Ａ,Ｂ（ 月１回 第３金曜日 株式会社　七海 グループマンション幸673菟道大垣内29拠点1342
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ハイマート宇治自治会 月１回 第３金曜日 神農商店 369ﾊｲ 定点346

ハイライフコーポ西裏 不定期 未実施または独 広野町西裏17不明1299

ハイランドヒル一里山 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町一里山8-1定点1394

ハイレスト白鳳 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄日皆田38定点1106

ハウス２１ 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町北山49-22ﾊｳ 定点1181

白鳳台自治会 月２回 第２金曜・最終金 双葉商会 南部小学校育友会287ﾊｸ 定点179

橋本町町内会 毎月 ２２日 神農商店 415ﾊｼ 拠点254

蓮池自治会 月１回 第２日曜日 株式会社　七海 274ﾊｽ 戸別 ★460

蓮池第三自治会 月１回 第２木曜日 株式会社　七海 212戸別463

蓮池第二町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 714戸別462

蓮池中自治会 月１回 第３土曜日 O．P．R　KUBO 726戸別461

長谷川ハウス自治会 月１回 第２水曜日 宇治市役所ﾊｾ 定点13

長谷川ハウス 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中54-4定点1093

羽戸山町内会 月１回 第４日曜日 木下紙業㈱ 359ﾊﾄ 戸別 ★189

羽戸山西町内会 月２回 第１・３水曜日 旭商事　本店 371定点190

花揃町内会 月１回 第２金曜日 株式会社　七海 747ﾊﾅ 戸別24

花水木通り自治会 月１回 第２日曜日 株式会社　七海 696定点 ★517

ハピネス矢落 業者契約 宇治矢落90ﾊﾋ 不明1602

羽拍子１町内会 月２回 第１・３水曜日 三和紙業 羽拍子１子供会305拠点398

羽拍子町町内会 月２回 第２・４日曜日 みやこ紙業 666拠点397

羽拍子東町内会 月２回 第１・３金曜日 三和紙業 羽拍子東子供会519拠点399

ハミングハウス 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道東中36ﾊﾐ 定点1151

半白町内会 月１回 第１日曜日 木下紙業㈱ 249ﾊﾝ 戸別333

半白式部苑町内会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 761戸別329
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ビューハイツ堀池 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町南堀池75-95ﾋﾞ 定点1124

ビューラーK・S 月１回 第２土曜日 神農商店 蔭山第一町内会内567宇治蔭山90-6拠点1561

ビレッジハウス大久保自治会 月１回 第３水曜日 神農商店 615定点657

琵琶台自治会 月１回 第４土曜日 木下紙業㈱ 465戸別364

琵琶台口町内会 月１回 第４水曜日 株式会社　七海 741戸別291

琵琶台緑風苑自治会 月１回 第４土曜日 木下紙業㈱ 626戸別365

びわハイツ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 宇治琵琶19定点1119

ピースコート 月１回 第２木曜日 宇治市役所 開町26-2ﾋﾟ 定点1473

ピュアコート六地蔵 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡陣ノ内16-2定点1661

ピュアハイツ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町寺内9定点1286

日皆田9町内会 月２回 第２金曜・最終金 双葉商会 南部小学校育友会287ﾋｶ 定点170

日皆田57町内会 月２回 第２金曜・最終金 双葉商会 南部小学校育友会287定点169

日皆田十町内会 月２回 第２金曜・最終金 双葉商会 南部小学校育友会287定点168

東内町内会 月１回 第１金曜日 神農商店 449拠点248

東大垣内町内会 月１回 第４木曜日 双葉商会 656定点217

東岡屋町内会 月１回 第３土曜日 神農商店 335定点125

東御蔵山平尾自治会 月２回 第２金曜・第４土 株式会社　七海 東御蔵山平尾子ども会699定or戸 ★109

東笠取区 不定期 株式会社　七海 笠取小学校育友会648232

東北畠町内会 月１回 第３金曜日 旭商事　本店 445拠点54

東さくら町内会 月２回 第１・３水曜日 株式会社　七海 456戸別57

東田中町内会 月１回 第１日曜日 神農商店 304拠点215

東町町内会 月１回 第１木曜日 吉田商店 503定点 ★295

東半白町内会 月２回 第１木・第３日曜 株式会社　七海 433戸別 ★334

東御園町内会 月１回 第２水曜日 大岩商店 611拠点82
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東目川（第一）町内会 月１回 第１日曜日 神農商店 277ﾋｶ 拠点416

東目川第３町内会 月１回 第１日曜日 神農商店 781定点418

東目川西町内会 月１回 第１日曜日 神農商店 東目川西自治会787定点417

ひかり自治会 月２回 第２・４土曜日 O．P．R　KUBO 702戸+定459

桧尾町内会 月２回 第１・３日曜日 木下紙業㈱ 411ﾋﾉ 定点 ★27

日の出第一町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点301

日の出第五町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点305

日の出第三町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点303

日の出第二町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点302

日の出第四町内会 月２回 第１・３金曜日 旭商事　本店 善法区連合町内会440定点304

雲雀島自治会 月１回 第３金曜日 双葉商会 岡屋小PTA308ﾋﾊ 定点157

ひまわり町内会 月１回 第２水曜日 旭商事　本店 627ﾋﾏ 定or拠64

平尾町内会 毎月 １日・１５日 旭商事　本店 218ﾋﾗ 戸+定77

平尾台一丁目自治会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 286戸別14

平尾台三丁目自治会 月１回 第１土曜日 株式会社　七海 267戸別16

平尾台二丁目自治会 月１回 第３土曜日 吉田商店 平尾台二丁目子供会599戸別 ★15

平尾台四丁目自治会 月１回 第１土曜日 株式会社　七海 402戸別17

開ケ丘自治会 月１回 第１土曜日 株式会社　七海 281戸+定 ★567

ひらき荘 月１回 第２木曜日 宇治市役所 開町7-4定点1359

開第一自治会 月１回 第２土曜日 株式会社　七海 開地区自治連合会342戸+定401

開第五自治会 月１回 第３土曜日 株式会社　七海 開地区自治連合会342戸+定404

開第三自治会 月１回 第４土曜日 株式会社　七海 開地区自治連合会342戸+定402

開第四自治会 月１回 第２土曜日 株式会社　七海 開地区自治連合会342戸+定403

開第六自治会 月１回 第３土曜日 株式会社　七海 開地区自治連合会342戸+定405
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開地区自治連合会 第２・３・４土曜日 株式会社　七海 342ﾋﾗ 戸+定400

開町東自治会 月２回 第２・４月曜日 株式会社　七海 589戸別408

平野町内会 月１回 第４木曜日 木下紙業㈱ 平野町町内会764定点164

平盛西南部自治会 月１回 第４木曜日 宇治市役所定点659

ヒルズシンメイ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 神明宮東11-1ﾋﾙ 定点1057

広北町内会 月１回 第３土曜日 神農商店 593ﾋﾛ 拠点127

広芝第三町内会 月１回 第３土曜日 神農商店 514拠点129

広芝第二町内会 月１回 第３土曜日 神農商店 505拠点 ★128

広芝第四町内会 月１回 第３土曜日 神農商店 321拠点130

広芝第六町内会 月１回 第４金曜日 株式会社　七海 288戸別132

広芝第十町内会 月１回 第３土曜日 神農商店 251戸別136

広野三軒家上町内会 月２回 第１・３火曜日 吉田商店 755定点 ★557

広野三軒家下町内会 月２回 第１・３火曜日 吉田商店 756定点 ★559

広野三軒家中町内会 月２回 第２・４土曜日 吉田商店 757定点 ★558

広野神明町内会 月１回 第３金曜日 株式会社　七海 517定点566

広野荘 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町西裏29定点1221

広野待機宿舎 月１回 第１木曜日 神農商店 605広野町小根尾10-2拠点1421

広野高台自治会 月１回 第３土曜日 京都阪神紙料 468戸別564

広野町一丁目町内会 月１回 第２水曜日 神農商店 545拠点580

広野町大開自治会 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 706戸別 ★596

広野町五丁目町内会 月１回 第１金曜日 O．P．R　KUBO 435定点584

広野町三丁目町内会 月１回 第３土曜日 吉田商店 417定点 ★582

広野町成田自治会 月１回 第２月曜日 株式会社　七海 672戸別 ★591

広野町二丁目町内会 月１回 第１木曜日 神農商店 496定点581
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広野町二丁目町内会 月１回 第１木曜日 神農商店 広野女性の会496ﾋﾛ 拠点581

広野町平和台自治会 月１回 第２金曜日 株式会社　七海 235戸別586

広野町マンション 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町西裏52定点1258

広野町四丁目町内会 月１回 第３木曜日 吉田商店 463定点 ★583

広野ハイツ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町西裏31定点1297

広野ハイツ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町小根尾8定点1120

広野ハイム 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町小根尾7定点1255

広野ビル 月１回 第２水曜日 神農商店 644広野町西裏47拠点1326

広野丸山自治会 月１回 第４火曜日 木下紙業㈱ 238戸別562

ブライトンヒル佐伯 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡陣ノ内30-2ﾌﾞ 定点1234

ブランエスパス神明 月１回 第２木曜日 宇治市役所 神明宮北20-2定点1567

ブランズ六地蔵ユニハイム 月２回 第２・４木曜日 株式会社　七海 ブランズ六地蔵ユニハイム管774六地蔵町並38-1不明1577

ブランネイジュ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡北山畑14-13　ブラン定点1004

ブルーメ27 不定期 未実施または独 小倉町南浦27不明1335

プチハイツ小倉 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町南堀池90-68ﾌﾟ 定点1401

プラムアコード 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄梅林60-6定点1172

プランドール黄檗 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄新開10-4定点1632

ﾌﾟﾘｰｽﾀｳﾝ自治会 月２回 第２・４木曜日 神農商店 231戸別111

プリマーベラ宇治 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治里尻36-10定点1466

プルネードマキシマ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合126-3定点1178

ＰＲＥＣＥＤＥノモト 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合138定点1069

プレシャス参番館 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槙島町南落合77定点1420

プレステージ黄檗 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄折坂56-1定点1104

プロスペール辻 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町大幡33定点1228
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プロムナード 月１回 第２木曜日 木下紙業㈱ ゆかり北町内会内296小倉町南堀池102ﾌﾟ 定点1435

フェイナンシャン(ソネ タツオ) 月２回 第２・４金曜日 宇治市役所 ２金：例外対応　４金：旭ヶ丘町木幡北山畑19-28ﾌｪ 定点1472

フェニックスヴィラ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道西中10定点1253

Felice 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語30-1不明1592

府営砂田団地自治会 月１回 第３火曜日 株式会社　七海 650ﾌｴ 定点484

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地 1棟自治会575定点606

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２木曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地 2棟自治会491拠点607

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 旭商事　本店 府営西大久保団地 3棟自治会563定点608

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４金曜日 信和商事㈱ 府営西大久保団地 4棟自治会667拠点609

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地 5棟自治会432拠点610

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地 6棟自治会488拠点611

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２日曜日 大和紙料 府営西大久保団地 7棟自治会439定点612

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第１日曜日 大和紙料 府営西大久保団地 8棟自治会546定点613

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４土曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地 9棟自治会549拠点614

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２日曜日 大和紙料 府営西大久保団地10棟自治784定点615

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 神農商店 府営西大久保団地11棟自治658拠点616

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第１日曜日 大和紙料 府営西大久保団地12棟自治555定点617

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地13棟自治2002定点618

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地14棟自治2003定点619

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地15棟自治376定点620

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地16棟自治484定点621

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地17棟自治380定点622

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地18棟自治201定点623

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地19棟自治2004定点624
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府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地20棟自治540ﾌｴ 定点625

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地21棟自治379定点626

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２日曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地22棟自治685定点 ★627

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地23棟自治405定点628

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 大和紙料 府営西大久保団地24棟自治464定点629

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第１日曜日 大和紙料 府営西大久保団地25棟自治728定点630

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第１日曜日 大和紙料 府営西大久保団地26棟自治408定点631

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４月曜日 大和紙料 府営西大久保団地27棟自治680定点632

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２日曜日 大和紙料 府営西大久保団地28棟自治612定点633

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２日曜日 大和紙料 府営西大久保団地29棟自治479定点634

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２日曜日 大和紙料 府営西大久保団地30棟自治731定点635

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４土曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地31棟自治473拠点636

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４土曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地32棟自治409拠点637

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 神農商店 府営西大久保団地33棟自治317拠点 ★638

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２金曜日 神農商店 府営西大久保団地34棟自治635拠点639

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２金曜日 神農商店 府営西大久保団地35棟自治523拠点640

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４木曜日 O．P．R　KUBO 府営西大久保団地36棟自治660定点641

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 神農商店 府営西大久保団地37棟自治630拠点642

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第３日曜日 神農商店 府営西大久保団地38棟自治438拠点643

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４土曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地39棟自治582拠点644

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２日曜日 大和紙料 府営西大久保団地40棟自治557定点645

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地41棟自治455拠点646

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地42棟自治270拠点647

府営西大久保団地連合自治会 月１回 第４日曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地43棟自治271拠点648
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府営西大久保団地連合自治会 月１回 第２木曜日 株式会社　七海 府営西大久保団地44棟自治571ﾌｴ 定点649

フォーブル南陽 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町東山35-14ﾌｫ 定点1289

フォレスト 月１回 第４水曜日 宇治市役所 小倉町春日森65定点1074

フォンティーヌ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町天王65-5定点1084

吹前中町内会 月１回 第１木曜日 宇治市役所ﾌｷ 定点441

吹前東町内会 不定期 神農商店 518拠点431

福角荘自治会 月２回 第２水曜・最終水 双葉商会 南部小学校育友会287ﾌｸ 定点177

福角台町内会 月２回 第２水曜・最終水 双葉商会 南部小学校育友会287定点171

藤村マンション 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡北山畑14-2ﾌｼ 定点1232

富士ラビット小倉館 業者契約 もえるごみ等も民間収集小倉町南浦113定点1322

ＨＵＳ・ＲＥＩ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町中山30-2ﾌｽ 定点1495

札ノ辻町内会 月１回 第２日曜日 木下紙業㈱ 429ﾌﾀ 定点6

フラウメンドルフ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中15-1ﾌﾗ 定点1115

フラッツ北山 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町北山1-7定点1385

古川自治会 月２回 第２・４月曜日 株式会社　七海 740ﾌﾙ 戸別183

古川アパート 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄折坂22　古川アパー定点1599

フレグランス大谷 月１回 第２木曜日 宇治市役所 伊勢田町大谷55-1ﾌﾚ 定点1306

フレックス戸ノ内 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄戸ノ内48-5定点1100

フレンドハイツヒラキ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 開町１２－８定点1653

フロイデ 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町北山50ﾌﾛ 定点1597

フローラル野神大谷自治会 月１回 第４土曜日 大信リサイクル 750戸別358

フローレス薗場 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町薗場120定点1122

ベクベーヌ２１ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 槙島町一ノ坪146ﾍﾞ 定点1350

ﾍﾞﾙ･ｱｰﾊﾞﾆﾃｨ小倉南自治会 月２回 第１・３金曜日 日本紙業（有） 583定点537
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ベル・ヴィ西浦 不定期 未実施または独 木幡西浦58ﾍﾞ 不明1095

ベル・エポック 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合219-1定点1280

ベルソレイユⅡ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 小倉町春日森22-1定点1611

Bell Soleil 川北 月２回 第２・４土曜日 業者契約 小倉町春日森36-3戸別1607

ベルフォーレ 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町若林46-2定点1559

ベルメゾン２番館 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治弐番22定点1292

ベルメゾン・Ｆ 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治壱番10定点1184

ペルル伊勢田 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町南遊田43-2ﾍﾟ 定点1569

ペルル宇治平等院 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治妙楽206定点1022

平和荘苑中ノ荒町内会 不定期 未実施または独ﾍｲ 不明553

平和台町内会 月１回 第１土曜日 三和紙業 228戸別420

ボーン宇治 業者契約 羽拍子町84-1ﾎﾞ 定点1026

ボナール正中 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中11-8定点1588

ボヌール広野 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町西裏24-5定点1296

北東若林 月２回 第１・３月曜日 こころ紙業 北東若林町内会770ﾎｸ 戸別548

北陵町町内会 月２回 第１・３水曜日 木下紙業㈱ 732定点 ★49

堀池町内会 月２回 第１・３日曜日 大和紙料 240ﾎﾘ 定点 ★458

ホワイトシティ町内会 月１回 第１水曜日 神農商店 498ﾎﾜ 戸別326

ホワイトタウン町内会 月１回 第４木曜日 株式会社　七海 蔭山ホワイトタウン町内会584戸別353

ﾎﾜｲﾄﾀｳﾝ寺内自治会 月１回 第２日曜日 大和紙料 336定点522

ホワイトレジデンス 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町天王55-1定点1283

本町町内会 月１回 第３木曜日 神農商店 528ﾎﾝ 拠点286

マーベラス 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町若林45-5ﾏｰ 定点1391

槇島第三連合町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 678ﾏｷ 戸別411
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槇島第二連合町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 387ﾏｷ 拠点410

槇島タウン町内会 月２回 第１・３日曜日 神農商店 241戸別 ★435

槇島町吹前協栄町内会 月１回 第１木曜日 宇治市役所定点442

槇島ハイツ 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町一ノ坪71定点1275

槇島吹前町内会 月１回 第１木曜日 株式会社　七海 671定点432

槇島ﾘﾌﾞﾀｳﾝ町内会 月２回 第１・３月曜日 神農商店 412戸別440

誠マンション 月１回 第２金曜日 神農商店 柿ノ木町町内会内649六地蔵柿ノ木町30ﾏｺ 定点1366

マザーフィールド宇治町内会 月１回 第１木曜日 株式会社　七海 780ﾏｻ 戸別330

町並町内会 月１回 第２水曜日 宇治市役所ﾏﾁ 定点5

町並北町内会 月２回 第１・３日曜日 木下紙業㈱ 600拠点4

マツサカハイツ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町寺山26ﾏﾂ 定点1263

丸山第一町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287ﾏﾙ 定点211

丸山第二町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点212

マンション太田 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語56ﾏﾝ 定点1309

マンションサンジェルマン 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町十一173定点1070

マンション　シーホース 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槙島町一ノ坪346-1定点1449

マンション禅 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄梅林60-11定点1376

マンションツモロウ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中12定点1242

マンションＴ＆Ｓ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡南山畑37定点1091

御園自治会 月２回 第１・３日曜日 木下紙業㈱ 御園子供会254ﾐｿ 定or拠81

緑ケ原自治町内会 月１回 第２土曜日 株式会社　七海 225ﾐﾄ 戸別554

南宇治自治会 月１回 第３火曜日 高山商店 289ﾐﾅ 定or拠590

南宇治リブタウン自治会 月１回 第４金曜日 神農商店 492戸別 ★355

南宇治ローレルコート 月１回 第３木曜日 吉田商店 南宇治ローレルコート管理組452伊勢田町名木一丁目1定点1050
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南浦町内会 月１回 第３日曜日 株式会社　七海 602ﾐﾅ 戸別 ★494

南浦西町内会 月１回 第２木曜日 株式会社　七海 410戸別503

南小倉町内会A 月１回 第４水曜日 神農商店 776拠点497

南御蔵山自治会 月２回 第２・４水曜日 木下紙業㈱ 南御蔵山子供会345戸+定 ★76

南ノ口町内会 月２回 第２・４土曜日 木下紙業㈱ 旦椋子供会後援会307定or拠602

南端町内会 月１回 第４金曜日 宇治市役所定点103

南端新道町内会 月１回 第４日曜日 神農商店 633定点35

南端陵和自治会 月１回 第４水曜日 神農商店 543拠点102

南堀池町内会 月１回 第３水曜日 宇治市役所拠点473

南堀池中央町内会 月１回 第３水曜日 神農商店 769戸別474

南山町内会（木幡） 月１回 第１日曜日 木下紙業㈱ 423定点89

南山町内会（伊勢田） 月１回 第２月曜日 大信リサイクル 700定点 ★531

南山パークタウン自治会 月１回 第１火曜日 株式会社　七海 南山パークタウン子供会723戸別 ★110

南山官舎町内会 月１回 第１金曜日 大信リサイクル 661定点 ★532

南山佐伯自治会 月２回 第１・３日曜日 木下紙業㈱ 674定点 ★66

南山千代田自治会 月１回 第３木曜日 ㈱紙商グループ 416戸別65

南山西町内会 月２回 第２水・第４日曜 神農商店 486拠点99

南山陵町内会 月１回 第４日曜日 神農商店 354拠点70

南遊田第一町内会 月１回 第１水曜日 大和紙料 260戸別468

南遊田第三町内会 月１回 第１月曜日 三和紙業 221拠点 ★470

南遊田第二町内会 月１回 第２日曜日 大和紙料 209不明469

みはらし台自治会（羽戸山） 月１回 第２金曜日 神農商店 332ﾐﾊ 拠点186

見晴台町内会（五ヶ庄） 月２回 第２・４水曜日 双葉商会 宇治黄檗学園育友会331定点161

三室戸町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287ﾐﾑ 定点198
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三室戸団地自治会 月２回 第１・最終月曜日 双葉商会 南部小学校育友会287ﾐﾑ 定点223

三室戸ハイツ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道谷下り5-2定点1133

三室戸森本町内会 月２回 第２月曜・最終月 双葉商会 南部小学校育友会287定点197

宮北町内会 月１回 第４水曜日 株式会社　七海 宮北町内会子供会361ﾐﾔ 戸別 ★376

宮中自治会 月２回 第１・３金曜日 株式会社　七海 355戸別571

宮西市営住宅自治会（3・4棟） 月２回 第２・４日曜日 木下紙業・吉田 城南荘連合町内会420神明宮西35　3棟203号戸別 ★1323

明星町自治会 月２回 第１・３金曜日 木下紙業㈱ 256ﾐｮ 戸別225

明星町一丁目（配布物役員） 月２回 第１・３金曜日 木下紙業㈱ 明星町自治会内256戸別226

明星町三丁目（配布物役員） 月２回 第１・３金曜日 木下紙業㈱ 明星町自治会内256戸別229

明星町二丁目A（配布物役員） 月２回 第１・３金曜日 木下紙業㈱ 明星町自治会内256戸別227

明星町二丁目B（配布物役員） 月２回 第１・３金曜日 木下紙業㈱ 明星町自治会内256戸別228

明星町四丁目（配布物役員） 月２回 第１・３金曜日 木下紙業㈱ 明星町自治会内256戸別230

明星保育園 毎月 ２５日 神農商店 707五ヶ庄芝ノ東19-5拠点1461

ミラーエステート 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町井ノ尻31-1ﾐﾗ 定点1591

ミリオネーア 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町南浦46ﾐﾘ 定点1126

紫ケ丘町内会 月２回 第２・４日曜日 三和紙業 263ﾑﾗ 戸別 ★436

村田機械(株)槇島社宅自治会 月１回 第１水曜日 木下紙業㈱ 338拠点443

メイゾン・ド・ボワーマンション 月１回 第２金曜日 株式会社　七海 500広野町丸山7ﾒｲ 拠点1325

メゾネット神明 月１回 第２木曜日 宇治市役所 神明石塚21-16ﾒｿ 定点1589

メゾン・ド・本町 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治壱番44定点1581

メゾン小野 月２回 第２・４日曜日 みやこ紙業 羽拍子町町内会内666羽拍子町34定点1215

メゾン桂木 月１回 第２木曜日 宇治市役所 神明宮北29-3定点1303

メゾン・キク 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄西浦17定点1009

メゾンコヤマ 月１回 第１水曜日 神農商店 戸ノ内町内会内643宇治戸ノ内38-2定点1515
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メゾン笹野 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄大林25-119 301号ﾒｿ 定点1008

メゾン寺山 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町寺山17-2定点1387

メゾン･ドゥ・木幡 月１回 第４金曜日 株式会社　七海 687木幡西中44-2定点1247

メゾンド大谷 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町大谷43-1定点1499

メゾン・ド・フルール 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町宮谷72-2定点1571

メゾン・ド・マリーエ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡中村7定点1188

メゾン・ド・ラヴィーヌ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 広野町一里山14定点1302

メゾンドレミ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄梅林46-25定点1054

メゾン・トワ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡中村24定点1098

メゾンヒラキ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 開町7定点1360

メゾンマーヤ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合145定点1156

メゾン槇島（千足） 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町千足64定点1142

メゾンマルタ 月１回 第３日曜日 神農商店 矢落町内会内572宇治矢落91定点1436

メゾン菱風 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治善法122-14定点1135

メゾンレポス伊勢田 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町井尻20定点1409

メモリアルマンション 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡金草原16-1ﾒﾓ 定点1183

メルベーユメゾン 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治矢落91-1ﾒﾙ 定点1626

モリビルディング 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町北ノ山84ﾓﾘ 定点1442

矢落町内会 月１回 第３日曜日 神農商店 572ﾔｵ 定点273

薬師町町内会 月１回 第１木曜日 神農商店 548ﾔｸ 拠点282

社町内会 月１回 第３金曜日 神農商店 574ﾔｼ 拠点272

安井マンション 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡大瀬戸53-1ﾔｽ 定点1090

安田町自治会 不定期 未実施または独定点555

安田町第二町内会 月２回 第２・４木曜日 神農商店 489拠点486
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籔里町内会 月１回 第３水曜日 双葉商会 三室戸小学校ＰＴＡ346ﾔﾌ 定点193

山際第一町内会 月１回 第２日曜日 株式会社　七海 401ﾔﾏ 戸別 ★491

山際第二町内会 月１回 第３日曜日 神農商店 325拠点492

山手第一町内会 月１回 第３水曜日 木下紙業㈱ 693定点 ★29

山手第三町内会 月１回 第３日曜日 木下紙業㈱ 651戸+定 ★31

山手第二町内会 月１回 第４火曜日 株式会社　七海 691戸別 ★30

山手第四町内会 月１回 第２土曜日 株式会社　七海 765戸別32

やまと町内会（宇治山本） 月１回 第４木曜日 木下紙業㈱ 766戸別243

やまと町内会（小倉町） 月２回 第２月曜・第４土 株式会社　七海 224戸別472

山中団地町内会 月２回 第１日曜・第３土 株式会社　七海 259戸別 ★510

やまぶきの丘町内会 月２回 第２・４日曜日 双葉商会 601定点348

山本町内会 月１回 第４木曜日 木下紙業㈱ 524戸別242

遊田町内会 月１回 第３水曜日 宇治市役所ﾕｳ 定点502

遊田新町内会 月１回 第２土曜日 株式会社　七海 407戸別479

遊田中町内会 月１回 第３金曜日 吉田商店 497拠点476

遊田東町内会 月１回 第２日曜日 大和紙料 遊田東子供会324戸別477

遊田南町内会 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 358戸別478

悠明館 月１回 第２金曜日 宇治市役所 菟道田中17定点1505

ＵＳビル 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治妙楽175ﾕｰ 定点1268

ﾕｰﾛﾀｳﾝ木幡町内会 月２回 第１・３火曜日 大岩商店 443拠点90

ゆかり北町内会 月１回 第２木曜日 木下紙業㈱ 296ﾕｶ 戸別 ★467

ゆかり南町内会 月１回 第２木曜日 木下紙業㈱ 399戸別475

univaly槇島 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町千足14ﾕﾆ 定点1578

ユニ宇治小倉自治会 月２回 第２・４土曜日 日本紙業（有） ユニ宇治小倉管理組合266定点335
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ﾕﾆ宇治川ﾏﾝｼｮﾝ自治会 月１回 第１木曜日 三和紙業 285ﾕﾆ 戸別51

ﾕﾆ宇治ﾏﾝｼｮﾝ自治会 月１回 第１火曜日 日本紙業（有） 244戸別 ★52

ユニエス宇治 毎週 土曜日 株式会社　七海 ユニエス宇治管理組合734宇治宇文字24-1　ユニエス定点1497

ユニタウン野神自治会 月２回 第２・４日曜日 吉田商店 647戸別 ★345

ﾕﾆﾗｲﾌ宇治自治会 月２回 第１・３土曜日 吉田商店 393定点 ★155

ユニライフ宇治Ⅱ自治会 月１回 第１水曜日 株式会社　七海 786定点265

ユニライフ宇治Ⅲ 月１回 第３土曜日 旭商事　本店 青葉園町内会内292宇治矢落34-2不明1020

ユニライフ宇治Ｖ自治会 月１回 第１水曜日 株式会社　七海 ユニライフ宇治Ⅴ子供会382拠点 ★266

ﾕﾆﾗｲﾌ宇治木幡自治会 月１回 第３金曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点93

ﾕﾆﾗｲﾌ宇治琵琶自治会 月２回 第２・４土曜日 神農商店 琵琶子供会246定点299

ﾕﾆﾗｲﾌ宇治琵琶Ⅱ自治会 月２回 第２・４土曜日 神農商店 琵琶子供会246定点343

ﾕﾆﾗｲﾌ宇治六番館管理組合 月２回 第１・３水曜日 三和紙業 ユニライフ宇治六番館子供会743定点 ★340

陽明館Ⅱ 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ヶ庄野添33ﾖｳ 定点1545

陽明館 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ヶ庄梅林46‐1定点1445

ラ・フォルテ広野 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町東裏52-1ﾗ･ 不明1593

ラ・アルコ・バレーノ 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町落合220ﾗｱ 定点1202

ライオンズマンション宇治 月２回 第１・３火曜日 神農商店 ライオンズマンション宇治子供577槇島町一ノ坪344-2ﾗｲ 定点 ★1042

ライオンズマンション宇治大久 月１回 第２水曜日 神農商店 ライオンズマンション宇治大久450大久保町平盛104-2定点1031

ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ宇治第2自治会 月１回 第１水曜日 双葉商会 菟道第二小学校育友会310定点341

洛陽台町内会 月１回 第１日曜日 株式会社　七海 529ﾗｸ 定点108

楽々荘 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町小根尾113定点1261

ラシャンブル 不定期 未実施または独 木幡内畑11-3ﾗｼ 不明1336

ラフォーレＫＥＧＯ１３６ 月１回 第３水曜日 宇治市役所 伊勢田町毛語136ﾗﾌ 定点1305

ラフォルテ広野Ⅰ・Ⅱ(報なし) 月１回 第２水曜日 神農商店 ラフォルテ広野Ⅰ・Ⅱ783広野町東裏55定点1481
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ラベンダーホームズ 毎週 木曜日 未実施または独 槇島町一ノ坪1-2ﾗﾍ 定点1068

ラポート池の川 毎週 金曜日 町内会に含む 宇治黄檗ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞに出す五ケ庄平野31-7ﾗﾎ 定点1103

ラポート宇治川 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄上村30定点1101

ラポート折坂 月１回 最終月曜日 双葉商会 南部小育友会に含む287五ケ庄折坂65-1定点1105

ラポート小林 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道谷下り22定点1109

ラポート曽谷 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄戸ノ内48-3定点1108

ラポート長谷川 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中54-7定点1092

ラポート安井 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ケ庄戸ノ内18-1定点1102

ラポート柳田 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡西浦21定点1094

ラメール木幡 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡南端7ﾗﾒ 定点1191

ランブランス宇治 月１回 第１日曜日 木下紙業㈱ 半白町内会内249宇治半白29-1 ランブランスﾗﾝ 定点1377

ﾘｰﾃﾞﾝｽｽｸｴｱ宇治伊勢田自治 毎週 木曜日 神農商店 437ﾘｰ 定点 ★406

リーベンハイム 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道田中39-1定点1177

リジェール柳田 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡西浦49ﾘｼ 定点1099

リバーサイド車田 月１回 第２金曜日 宇治市役所 莵道車田36-7ﾘﾊ 定点1150

リバーハイツ宇治（東内町内会 月１回 第１金曜日 神農商店 東内町内会内449宇治東内25-17定点1500

リバーヒルズ 月１回 第４土曜日 神農商店 木幡宮ノ前町内会内475木幡東中44拠点1244

リバティ 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町寺内3-4定点1204

リビイエール宇治 月１回 第２金曜日 宇治市役所 宇治乙方48ﾘﾋ 定点1197

リビエイール 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄寺界道9定点1118

ﾘﾌﾞﾀｳﾝ平町町内会 月１回 最終水曜日 双葉商会 南部小学校育友会287ﾘﾌ 定点208

リベルテ木幡駅前 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡東中22-1ﾘﾍ 定点1229

リベレ小西 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町小根尾13-1定点1060

陵南町内会 月１回 第４水曜日 株式会社　トヨダ 493ﾘｮ 定点71
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陵北町内会 月１回 第２日曜日 木下紙業㈱ 262ﾘｮ 定点33

鱗茗苑 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ヶ庄折坂52-1ﾘﾝ 定点1575

ルーミネス芦谷 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町久保8ﾙｰ 定点1257

ルーミネス芦谷３番館 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町久保29定点1469

ルーミネス芦谷５番館 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町久保29定点1646

ルーミネスガーデン 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町久保12定点1582

ルクレ大谷 不定期 未実施または独 伊勢田町大谷33-3ﾙｸ 不明1337

ルシャレー・アカイ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡正中37-4ﾙｼ 定点1243

ﾙﾈ宇治南陵南自治会 月１回 第２水曜日 日本紙業（有） ルネ宇治南陵南管理組合430ﾙﾈ 戸別511

LUNOAS　Kohata 月１回 第４金曜日 宇治市役所 木幡熊小路38-4ﾙﾉ 定点1660

ルミエール２１ 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治宇文字2-21ﾙﾐ 定点1265

ルミエール春日森 月１回 第４水曜日 宇治市役所 小倉町春日森63定点1274

ルミエールプラザ伊勢田 月１回 第２木曜日 宇治市役所 開町26定点1175

レオーネ南陵 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治天神67-1ﾚｵ 定点1200

レオネクスト宇治壱番 月１回 第１金曜日 宇治市役所 宇治下居7-11定点1540

レオネクスト広野 月１回 第４木曜日 宇治市役所 広野町東裏14-3定点1566

レオパレス 月１回 第１水曜日 宇治市役所 伊勢田町ウトロ14定点1317

レオパレス２１五ヶ庄 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ヶ庄岡本4定点1535

レオパレス２１五ヶ庄Ⅱ 月１回 第２金曜日 宇治市役所 五ヶ庄岡本5-1定点1536

レオパレス２１（南ノ口） 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町南ノ口7-1定点1572

レオパレス大河原 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槙島町一ノ坪1-1定点1511

レオパレスＯＫＵＢＯ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 大久保町久保2-2定点1416

レオパレスおおまち 月１回 第１木曜日 宇治市役所 槇島町大町39定点1503

レオパレス小倉 月１回 第３木曜日 宇治市役所 レオパレス２１小倉小倉町春日森61定点1417
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レオパレスＪ 月１回 第２水曜日 宇治市役所 木幡南山96-33ﾚｵ 定点1418

レオパレストモナⅡ 月１回 第２木曜日 宇治市役所 広野町桐生谷28-2定点1504

レオパレスＨＩＲＡＭＯＲＩ 月１回 第４木曜日 宇治市役所 大久保町平盛84-2定点1440

レオパレスヒルズ 月１回 第３金曜日 宇治市役所 広野町東裏129-1定点1615

レジデンス21 月１回 第４金曜日 宇治市役所 五ケ庄寺界道24-1ﾚｼ 定点1131

レジデンス小倉 月１回 第３木曜日 宇治市役所 小倉町天王40-14定点1288

レジデンス向島 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町本屋敷51-10定点1327

レジデンス倭 月１回 第２水曜日 宇治市役所 六地蔵町並53-2定点1340

レジデンス若森 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治若森19-1定点1218

レトア山際 月１回 第３水曜日 宇治市役所 小倉町山際30-92ﾚﾄ 定点1556

ﾛ-ﾚﾙｺ-ﾄ宇治木幡自治会 毎週 金曜日 木下紙業㈱ 351ﾛ- 拠点95

ロイヤル宇治 月１回 第２金曜日 宇治市役所 宇治又振13-1ﾛｲ 定点1152

ローレルコート 月１回 第２木曜日 宇治市役所 宇治若森23ﾛｰ 定点1293

六地蔵一丁目町内会 月１回 第３水曜日 三和紙業 303ﾛｸ 拠点7

六地蔵子供会 月２回 第１・３日曜日 木下紙業㈱ 395六地蔵定or拠1424

六番町町内会 月２回 第１・３木曜日 神農商店 592拠点264

ロジュマンおかもと 月１回 第２金曜日 神農商店 紺屋町町内会内689六地蔵札ノ辻2ﾛｼ 定点1370

ｗａｒｍ ｆｒｏｎｔ ．わかわし 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 わかわし内657槙島町石橋50-10ﾜｰ 定点 ★1395

若草町内会 月２回 第１・３木曜日 株式会社　七海 365ﾜｶ 戸別 ★535

若葉台自治会 月１回 第１木曜日 株式会社　七海 227戸別480

若鳩町内会 月１回 第３土曜日 双葉商会 岡屋小PTA308定点124

若宮町内会 月１回 第３水曜日 株式会社　七海 276定点271

若森町内会 月１回 第１火曜日 大信リサイクル 698戸別 ★260

わかわし 月１回 第３木曜日 株式会社　七海 657槙島町石橋50-7拠点 ★1390
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わらびケ丘町内会 月１回 第１水曜日 旭商事　本店 638ﾜﾗ 定点63

ワンラブタウン黄檗自治会 月１回 第４金曜日 宇治市役所ﾜﾝ 定点185

ワンルーム千足 月１回 第４水曜日 宇治市役所 槇島町千足41-2定点1621
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