
平成 24 年 4 月 1 日から、資源ごみの回収を地域のリサイクル活動の集団回収へ

一本化しました。 
そのため、家庭ごみ集積所で資源ごみの回収は行いません。 
今後は、リサイクルステーションにルールを守って資源ごみを出してください。 

  なお、分別方法については「家庭ごみの正しい分け方・出し方（４，５ページ）」 
をご参照ください。 
ご不明な点は、リサイクル推進課へお問い合わせください。 
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 
※ この一覧表には、アパート、マンションのリサイクル団体の 

収集日は記載していません。 
※ この一覧表は変更となる場合があります。 
 
 
 

リサイクル 

ステーション 

問い合わせ先          
流山市リサイクル推進課     
電話：０４－７１５７－８２５０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見出し 主な大字名 団体名 日程（曜日）
あ 青田 青田第一自治会 第１・３水

青田 青田自治会 第２・４月

市野谷、三輪野山４丁目 青葉台自治会 第２・４火

市野谷 ザ・フォレストカーサ自治会 第１・３火

市野谷、後平井 市野谷自治会 第１・３土

後平井、前平井 ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙｽﾞ流山自治会 第２・４火

後平井、大字加 後平井自治会 第２・４火

江戸川台西１～４丁目 江戸川台西自治会 第１・３水

江戸川台東１～４丁目 江戸川台東自治会 第２・４水

大畔、大字三輪野山 大畔自治会 第１・３木

思井、中、鰭ヶ崎 思井自治会 第２・４火

か 加１，４，５，６丁目、流山１丁目 加岸自治会 第２・４火

加１～４丁目、平和台１，５丁目、大字加 加台自治会 第１・３金

上新宿、上新宿新田、北小屋、南 上新宿自治会 第１・３金

木、南流山７丁目 木自治会 第２・４土

北、大字富士見台、中野久木 北自治会 第１・３木

桐ケ谷、上貝塚、南、谷 三郷自治会 第１・３火

こうのす台、東深井 こうのす台亀鶴会 第２・４火

駒木、十太夫 駒木自治会 第２・４土

駒木台 駒木台第二自治会 第１・３土

駒木台 駒木台第一自治会 第１・３土

小屋、北、南 北寿会 第３木
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見出し 主な大字名 団体名 日程（曜日）
さ 芝崎、古間木 芝崎自治会　 第３金

下花輪 下花輪自治会 第１・３火

十太夫、東初石５，６丁目 十太夫自治会 第２・４土

十太夫 東映自治会 第２・４土

な 長崎１，２丁目、野々下３丁目 長崎自治会 第２・４土

流山１丁目 流山1丁目自治会 ４月・７月・１０月・１月の第１・３火

流山１丁目 流山１丁目長寿会 ５月・８月・１１月・２月の第１・３火

流山１～４丁目 根郷婦人会支部 ６月・９月・１２月・３月の第１火

流山１～４丁目 根郷子供会 第４土

流山２丁目 流山2丁目自治会 第１・３月

流山３丁目 流山3丁目自治会 第２・４木

流山４丁目 流山4丁目自治会 第２・４月

流山５，６丁目 宿第一長寿会 ５月・１０月・２月の最終金曜日

流山５丁目 流山5丁目自治会 第１・３土

流山６丁目 流山6丁目自治会 第１・３火

流山７丁目 流山7丁目自治会 第２・４水

流山８丁目、西平井 流山8丁目自治会 第２・４水

流山９丁目 流山9丁目自治会 第２・４土

中、古間木、前平井 中自治会 第２・４火

中野久木 中野久木東自治会 第１・３水

中野久木 中野久木自治会 第１・３木

中野久木 中野久木みなみ自治会 第１・３木

中野久木 あさぎが丘自治会 第１・３木

名都借 名都借わかば自治会 第２・４金

名都借、向小金１丁目 名都借自治会 第１・３土

西初石１，２丁目 西初石1・2丁目自治会 第１・３火

西初石３丁目、若葉台 ﾎｰﾑﾀｳﾝ初石自治会 第１・３金

西初石３丁目 西初石3丁目自治会 第１・３月

西初石３丁目 西初石団地 第２・４木

西初石４丁目 第一住宅初石団地自治会 第２・４木

西初石４丁目 西初石4丁目自治会 第１・３木

西初石５丁目 西初石5丁目第1自治会 第１・３月

西初石５丁目 西初石5丁目第2自治会 第１・３月

西初石６丁目 西初石6丁目自治会 第１・３木

西平井、大字流山 東谷自治会（東谷子供会） 第１・３土

西平井、平和台４丁目 西平井自治会 水

西深井、平方 真和自治会 第１・３火

西深井 運河団地自治会 第２水

西深井 第二運河団地自治会 第２・４水

西深井、東深井 清辺北岸自治会 第２・４金

西深井 平河内自治会 第２・４金

西深井 平河内第一自治会 第２・４金

西深井 西御門自治会 第２・４金

西深井、平方、東深井 古谷自治会 第２・４金

西松ヶ丘１丁目 西松ヶ丘１丁目自治会 第１・３金

野々下１，２丁目 野々下第一自治会 第２・４火

野々下３丁目、長崎１丁目 野々下第二自治会 第２・４土

野々下３丁目 みどり台自治会 第２・４月
野々下４，６丁目 四季野自治会 第１・３月

野々下３～５丁目 野々下さつき会自治会 第１・３土
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見出し 主な大字名 団体名 日程（曜日）

野々下４丁目 はやぶさの森自治会 第２・４月
野々下３，５丁目 豊台自治会　 第１・３土
野々下５，６丁目 ゆたか自治会 第２・４木

野々下５，６丁目 泉自治会 第１・３土

野々下６丁目 名都野自治会　 第１・３木

野々下６丁目 野々下わかば自治会 第１・３月

は 東初石１，２丁目 東初石1丁目自治会 第２・４月

東初石２丁目 東初石2丁目自治会 第２・４月

東初石３丁目 東初石3丁目自治会 第１・３木

東初石３，４丁目 ときわまつ自治会 第２・４木

東初石４丁目 東初石4丁目自治会 第１・３木

東初石５，６丁目 東初石5・6丁目自治会 第１・３土

東深井 小田急江戸川台団地自治会 第２・４火

東深井 東深井第一北自治会 第１・３金

東深井 大橋団地自治会 第２・４月

東深井 東深井第５自治会 第１・３月

東深井 東深井第一南自治会 第１・３月

東深井 ﾙｱｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ流山自治会 金

東深井、こうのす台 ｵｰｸﾀｳﾝ江戸川台自治会 第２・４火

東深井 東急団地自治会 第２・４水

東深井 中ノ坪自治会 第２・４火

東深井 東深井こもれび自治会 第１・３金

東深井 TBSやよい団地自治会 第１・３火

東深井 四季の杜自治会 第１・３木

東深井 葵の街自治会 第２・４金

東深井 トーメン第５江戸川台自治会 第２・４金

東深井 松栄タウン自治会 第２・４金

東深井 ティリアテラス 第１・３金

東深井 ハートフルタウン江戸川台自治会 第２・４金

東深井、西深井 東深井第三自治会 第１・３木
東深井、西深井 東深井第二自治会 第２・４金
東深井、こうのす台 星和江戸川台自治会 第１・３金
東深井 東深井団地自治会 第２・４金
東深井 トーメン第３江戸川台自治会 第２・４月
鰭ヶ崎 鰭ヶ崎団地自治会 火
鰭ヶ崎、南流山４丁目 鰭ヶ崎自治会 第１・３木　第２・４水 （月４回）
鰭ヶ崎、思井、西平井 鰭ヶ崎三本松自治会 第１・３火
平方 雪印ひらかた自治会 第１・３火
平方、西深井 平方西自治会 第２・４木
平方 平方本郷自治会 第２・４木
平方 平方団地 第２・４木
古間木、芝崎、野々下２丁目 古間木自治会 第３月
古間木、野々下２丁目 八木南団地自治会 第２・４火
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見出し 主な大字名 団体名 日程（曜日）

富士見台１丁目 富士見台自治会 火

富士見台１丁目 ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ富士見台自治会 第１・３木
富士見台２丁目 ﾌﾗｰｼﾞｭｺｰﾄ江戸川台自治会 第１・３木

富士見台２丁目 小田急ハイツふれあいｺﾛｰ会 第１・３・５木

平和台１，４，５丁目 平和台自治会 第２・４木

平和台２，３丁目 平和台2・3丁目自治会 第２・４金

ま 前ヶ崎 前ヶ崎子供会 第３水

前ヶ崎 新前ヶ崎子供会 第１金

前ヶ崎 前ヶ崎白寿会
第１水（9-12ステーション）
第３水（1-8ステーション）

前ヶ崎 前ヶ崎不二団地自治会 第２・４水

前ヶ崎 本州団地元気会 第１月

前ヶ崎 前ヶ崎南部自治会 第２・４水

前ヶ崎 前ヶ崎みどり白梅会 第２・４火

前平井、大字加 前平井自治会 第２・４火

松ヶ丘１，２，５丁目 松ヶ丘自治会 第１・３火

松ヶ丘２～４丁目 松ヶ丘旭自治会 第２・４火

松ヶ丘４丁目 松ヶ丘郵政自治会 第２・４金

松ヶ丘４，５丁目 松ヶ丘緑自治会 第２・４金

松ヶ丘５丁目 松ヶ丘北自治会 第１・３土

松ヶ丘６丁目 松ヶ丘6丁目松風自治会 第１・３火

松ヶ丘６丁目 松ヶ丘千ヶ井自治会 第１・３火

南、桐ケ谷、北小屋 南自治会 第１・３火

南流山１丁目 南流山１丁目自治会 毎週土

南流山２，６丁目 南流山南部自治会 第１・３月

南流山４，５丁目、大字流山 南流山東町会 第２・４木

南流山２，３，６丁目 第１・３水

南流山７，８丁目 第１・３木

美原１～４丁目 すみれ会 第２・４火

美田、駒木、十太夫 美田自治会 第２・４木

美原１～４丁目、平方 美原自治会 第２・４木
宮園１，２，３丁目 宮園自治会 毎週金
三輪野山１，３，５丁目 第１・３火　
三輪野山２，４丁目、大字三輪野 第２・４月
向小金１，２丁目 向小金田島自治会 第２・４火
向小金１丁目 向小金椿会 第２・４火
向小金１，２丁目 向小金豊栄会 第２・４金
向小金３，４丁目 東自治会 第２・４土

わ 若葉台 若葉台子供育成会 第１・３月
小山小学校PTA 第２・４土
新川小学校初石支部 第１・３水
東部中学校PTA 第４木
流山小学校PTA宿支部 第２土
西初石小学校ＰＴＡ 第２火
西初石中学校PTA 第４土
西深井小学校PTA 第１・３土
東深井小学校PTA 第１月
東深井中学校PTA 第３月
鰭ヶ崎小学校PTA 不定期
八木北小学校PTA 第２月
八木南小学校PTA 第１火
南流山幼稚園 第２木
みやぞの幼稚園 第３金

各学校区

幼稚園

他

三輪野山自治会

南流山自治会

その
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