
木津川市指定ごみ袋取扱店 

計 100店舗 令和元年 7月 17日現在 

 

木津地域の取扱店 58店舗 

 ※50音順 

店 舗 名 所 在 地 

アル・プラザ 木津店 相楽城西 15 

イオン 高の原店 相楽台 1－1－1 

一心堂 木津町西垣外 23 

一般社団法人 木津川市観光協会 
州見台 1－1－1 

ガーデンモール木津川 2階 

ウエルシア イオン高の原店 
相楽台 1－1－1 

イオンモール高の原 2階 

ウエルシア 木津川州見台店 州見台 8－4－12 

ウエルシア 木津川山田川駅前店 相楽城西 26－2 

オープンスペース ぽらりす 相楽馬場 11 

小川商店 木津町瓦谷 41 

カインズ 木津川店 州見台 1－1－1 

株式会社 京一屋 木津駅前 1－12 

株式会社 タナテック 木津宮ノ裏 102－6 

㈱都らいぶアビック 梅美台店 梅美台 2－19－29 

木津川市役所 まち美化推進課 
木津南垣外 110－9 

木津川市役所 2階 

木津ケアーズ薬店 木津池田 20 

木津人権センター 木津清水 107－1 

喫茶とお食事の店「奈々」 木津南垣外 40－10 

木原商店 相楽城西 93 

近商ストア 木津川台店 木津川台 1－12－1 

倉田商店 木津町西垣外 38－4 

五丁目パン工房 ほたはる 相楽台 5－2－15 

米 COME・HOUSE ふじばやし 相楽城下 144－7 

サラダ館 木津店 木津宮ノ内 65－3 

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会 木津支所  
木津川端 19 

木津老人福祉センター内 

SUPER CENTER PLANT 木津川店 城山台 2－1 

スギ薬局 梅美台店 梅美台 8－1－5 中村屋梅美台店内 

西部交流会館 相楽高下 4－9 

セブン-イレブン 木津川原田店 木津川原田 29－1 

セブン-イレブン 木津州見台 1丁目店 州見台 1－6－8－3 



店 舗 名 所 在 地 

セブン-イレブン 木津川梅美台 2丁目店 梅美台 2－24－4 

玉谷産業 株式会社 木津清水 50 

近原仏具店 木津殿城 6 

中央交流会館 木津宮ノ内 92 

ディスカウントドラッグコスモス 兜台店 兜台 6－3－1 

ディスカウントドラッグコスモス 城山台店 城山台 13－25－5 

デイリーヤマザキ 木津駅前店 木津駅前 1－17 

とみやま米穀店 木津町西垣外 31 

中村電気 木津神田 6－47 

中村屋 梅美台店 梅美台 8－1－5 

中村屋 木津店 相楽高下 20－1 

ハート薬局 州見台 5－21－8 

ハウスリカーイワウチ 兜台 3－10－5 

ひだまり薬局 木津川台店 木津川台 7－1－4 

ファミリーマート 木津梅美台店 梅美台 1－1－3 

ファミリーマート 木津大谷店 木津八後 35－1 

ファミリーマート 木津川久保店 相楽川久保 16－4 

ファミリーマート 木津川相楽店 相楽神後原 7－1 

ファミリーマート 木津川台駅前店 吐師宮ノ前 49－6 

フレスコ 木津店 木津駅前 1－1 

フレンドマート 木津川店 州見台 1－1－1 

ベルサロン マリモ 木津清水 62－3 

ホームセンターコーナン 木津店 市坂宮ノ内 19 

みつはし書店 木津駅前 1－22 

有限会社 城酒店 吐師久保 3 

ゆきだ鍼灸整骨院 城山台 6－21－9 

ローソン 木津川州見台店 州見台 4－1－11 

ローソン 木津川城山台店 城山台 7－1－1 

ローソン 木津川南後背店 木津南後背 156－1 

 

  



 

加茂地域の取扱店 21店舗 

 ※50音順 

店 舗 名 所 在 地 

浅田商店 加茂町北船屋 48 

植田酒店 加茂町里東鳥口 44 

株式会社 得輔 加茂町駅西 2－1－5 

株式会社 鳥居商店 加茂町里薬井谷 200 

㈱都らいぶアビック 南加茂台店 南加茂台 5－6－1 

加茂人権センター 加茂町北小谷 55－2 

川越荒物店 加茂町北船屋 83・89合地 

グルメシティ 加茂店 南加茂台 5－6 

サンフレッシュ 加茂店 加茂町駅東 1－7－3 

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会 加茂支所 
南加茂台 6－3 

加茂ふれあいセンター内 

高田灯油販売センター（11月～3月のみ） 加茂町大野道端 4－4 

つちはし酒店 加茂町里中森 131 

当尾簡易郵便局 加茂町辻下垣外 16 

当尾の郷会館 加茂町辻下垣外 16 

ドラッグストア木のうた 加茂店 加茂町駅東 1－4－4 

中西雑貨店 加茂町里東鳥口 6－6 

平岡洋品店 加茂町北船屋 48－1・48－2合地 

森岡商店 加茂町里中門伝 4－1 

山城ガスセンター いづつや 南加茂台 5－12－1 

有限会社 桶七商店 加茂町里東鳥口 16 

ローソン 加茂駅前店 加茂町里東鳥口 48 

 

  



 

山城地域の取扱店 14店舗 

 ※50音順 

店 舗 名 所 在 地 

株式会社 コニシ 山城町北河原古屋敷 87 

岸畑米酒店 山城町綺田西ノ口 56 

合同会社 川田薬局 山城町綺田鳥居 4－1 

コメリハード＆グリーン 山城店 山城町上狛内瀬 8－1 

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会 山城支所 
山城町椿井北代 102 

山城保健センター内 

城野文具店 山城町上狛学校前 5－2 

セブン-イレブン 山城上狛店 山城町上狛猩々垣外 5 

西井米穀店 山城町上狛的場 15 

花田酒店 山城町椿井柳田 24 

ファミリーマート 山城上狛店 山城町上狛野日向 2－2 

ミタニ薬局 山城町平尾南払戸 105－2 

有限会社 三吉屋 山城町上狛南荒堀 19 

ローソン 木津川山城店 山城町上狛洞ヶ谷 25－1 

ローソン 山城椿井店 山城町椿井畑岡 27－7 

 

  



 

市外の取扱店 2店舗 

 ※所在地別 

名 称 所 在 地 

ホームセンターコーナン 精華台店 相楽郡精華町精華台 6丁目 2 

近商ストア 高の原店 
奈良市右京 1丁目 3－4 

サンタウンプラザすずらん館内 

 

  



 

自治会等 5自治会 

原則、構成員にのみ販売しています。 ※50音順 

名 称 所 在 地 

北下手区（北下手区公民館） 加茂町北下手北下手 96－1 

平城相楽高の原アーバンコンフォート管理組合 兜台 2－2－1 

南下手区（南下手区公民館） 加茂町南下手湯屋尻 25 

ローレルコートエスタ高の原団地管理事務所 兜台 2－1－1 

ローレルスクエア木津川台第Ⅱ期団地管理組合 
木津川台 6－2－2 

コモンズステーション 

 

 


