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【中村地区】 【井ノ口地区】

1 中井町役場 正面玄関 15 下井ノ口自治会館 八幡神社前
2 保健福祉センター 正面玄関 50 下井ノ口バス停 下井ノ口バス停

26 子育て支援センター センター駐車場 23 ピースハウス病院 正面玄関前
63 中井中学校前バス停 中井中学校前バス停 38 関ノ上小公園 テルモ側公園入口
29 中井中央公園野球場 野球場駐車場 40 中津いこい広場 北窪橋南側
30 なかい里都まちＣＡＦＥ(なかい里やま直売所) 直売所横駐車場 42 厳島湿生公園 北側駐車場
64 中井町役場入口バス停 中井町役場入口バス停 49 北窪入口バス停 北窪入口バス停
85 比奈窪ＧＳ（１－２） ゴミ収集ステーション 127 ライズモール中井町 駐車場南側店舗前
9 松本自治会館 会館前 60 上ノ原バス停 上ノ原バス停

43 松本下公園 公園入口 107 北窪ＧＳ（19－３） ゴミ収集ステーション
86 松本下ＧＳ（２－２） ゴミ収集ステーション 108 北窪ＧＳ（19－７） ゴミ収集ステーション
87 松本下ＧＳ（２－４） ゴミ収集ステーション 3 井ノ口公民館 北側駐車場入口
19 グレースヒル湘南 正面玄関前 25 井ノ口小学校 小学校職員駐車場入口
22 ふれあい作業所 反対側歩道 54 井ノ口小西バス停 井ノ口小西バス停
35 中井パーキング上り入口 パーキング上り入口 109 宮向ＧＳ（20－１） ゴミ収集ステーション
88 松本上ＧＳ（３－１） ゴミ収集ステーション 20 富士白苑 正面玄関前
89 松本上ＧＳ（３－２） ゴミ収集ステーション 27 なかいこども園 こども園北側入口
90 松本上ＧＳ（３－３） ゴミ収集ステーション 48 井ノ口小学校前バス停 井ノ口小学校前バス停
91 松本上ＧＳ（３－４） ゴミ収集ステーション 53 境入口バス停 境入口バス停
10 岩倉自治会館 会館横 110 宮前ＧＳ（21－７） ゴミ収集ステーション
33 境ふれあい農園 駐車場入口 111 宮前ＧＳ（21－16） ゴミ収集ステーション
34 中井パーキング下り入口 パーキング下り入口 8 井ノ口上会館 会館広場入口
92 岩倉ＧＳ（４－２） ゴミ収集ステーション 47 上井ノ口バス停 上井ノ口バス停
5 足柄消防署中井出張所 正面県道前 112 宮上ＧＳ（22－１） ゴミ収集ステーション

79 雑色バス停 雑色バス停 113 宮上ＧＳ（22－２） ゴミ収集ステーション
93 雑色ＧＳ（５－５） ゴミ収集ステーション 36 宮原児童公園 公園北側広場
75 大上バス停 大上バス停 44 東名秦野バス停 東名秦野バス停
76 柄沢口バス停 柄沢口バス停 45 猪分バス停 猪分バス停
77 鴨沢バス停 鴨沢バス停 46 原バス停 原バス停
78 下庭バス停 下庭バス停 52 井ノ口駐在所前バス停 井ノ口駐在所前バス停
11 古怒田自治会館 会館向かい倉庫前 128 ブルックスＣＡＦＥ 店舗入口前
94 古怒田ＧＳ（７－２） ゴミ収集ステーション 56 グリーンテク東バス停 グリーンテク東バス停
24 中村小学校 小学校南側正門前 57 砂口入口バス停 砂口入口バス停
31 総合グラウンドテニスコート 駐車場東側道路 16 砂口会館 会館下直線道路
80 中井郵便局前バス停 中井郵便局前バス停 114 宮原ＧＳ（23－４） ゴミ収集ステーション
12 半分形自治会館 会館駐車場 115 宮原ＧＳ（23－８） ゴミ収集ステーション
95 半分形ＧＳ（８－２） ゴミ収集ステーション 116 宮原ＧＳ（23－12） ゴミ収集ステーション
13 大久保自治会館 会館前 117 葛川ＧＳ（24－１） ゴミ収集ステーション
96 大久保ＧＳ（９－４） ゴミ収集ステーション 17 遠藤原自治会館 会館前
97 大久保ＧＳ（９－６） ゴミ収集ステーション 118 遠藤原ＧＳ（26－１） ゴミ収集ステーション
28 木之花保育園 保育園前 18 五分一自治会館 会館前
39 遠藤児童遊園地 児童遊園北側 51 五分一バス停 五分一バス停

130 コメリＨ＆Ｇ中井店 駐車場自転車置き場付近 55 久所入口バス停 久所入口バス停
82 滝ノ前バス停 滝ノ前バス停 119 五分一ＧＳ（27－３） ゴミ収集ステーション
84 遠藤バス停 遠藤バス停 120 五分一ＧＳ（27－４） ゴミ収集ステーション
98 遠藤ＧＳ（10－５） ゴミ収集ステーション
99 遠藤ＧＳ（10－９） ゴミ収集ステーション
81 五所ノ宮バス停 五所ノ宮バス停
7 中村下会館 会館南側

83 北田バス停 北田バス停 41 境グリーンテクパーク 駐車場内
100 北田ＧＳ（12－４） ゴミ収集ステーション 58 グリーンテク中央バス停 グリーンテク中央バス停
101 北田ＧＳ（12－６） ゴミ収集ステーション 59 グリーンテク西バス停 グリーンテク西バス停
102 北田ＧＳ（12－７） ゴミ収集ステーション 61 才戸バス停 才戸バス停
14 久所公民館 公民館前 71 原中バス停 原中バス停
66 久所バス停 久所バス停 72 原下バス停 原下バス停
62 藤沢バス停 藤沢バス停 73 大塚バス停 大塚バス停
65 上庭橋前バス停 上庭橋前バス停 74 やまゆり園前 やまゆり園職員寮横

103 藤沢ＧＳ（14－１） ゴミ収集ステーション 105 境原ＧＳ（15－５） ゴミ収集ステーション
4 境コミュニティセンター 正面入口前

70 本境バス停 本境バス停
106 本境ＧＳ（16－１） ゴミ収集ステーション
67 後窪バス停 後窪バス停

129 秦野赤十字病院 タクシー乗り場付近 68 水無窪バス停 水無窪バス停
69 本別所バス停 本別所バス停

125 小原バス停 小原バス停
※　ＧＳ：ごみ収集ステーション
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