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生ごみの水切りで夏の台所スッキリ！
文京区の家庭から出る可燃ごみの約 4 割は生ごみです。生ごみを上手に処理して、
快適なエコ生活を目指しましょう。

水切りの効果

生ごみは

約 80％
が水分

お家で

臭いの軽減

水分は嫌な臭いの原因でもあります。
しっかりと水を切れば、夏場に気になり
がちなごみの臭いの発生を抑えること
ができます。

焼却のとき

水分をよく切ることが
生ごみ減量への近道！

ＣＯ 2
排出抑制

ごみが燃えやすくなるため、
CO2 が削減できます。

その生ごみ！ 捨てる前に一工夫してみましょう！
濡らさない

シンクの中に三角コーナーを置いてしまうと、生ごみに水がかか
り余計な水分を含んでしまいます。野菜の皮やヘタなど、元々乾
いている生ごみはできるだけ濡らさないようにしましょう。

しぼる

濡れてしまった生ごみやお茶の葉・ティーバッグなど水分の多い
生ごみは、捨てる前にギュッとひとしぼりすると多くの水分を切る
ことができます。

乾かす

紙箱に入れて乾かしてから捨てれば、
さらに水分を減らすことができます。

チラシで作った紙箱に
生ごみを入れれば、
濡れずにそのまま捨てる
ことができ便利です。

水分が少なくなれば、軽くなって
ごみ出しも楽になるわ！

この他に、生ごみを出さないようにすることも大切です。「食材を買いすぎないこと」、「食べ残しをしないこと」を
意識すれば、お財布にも環境にも優しくなります。日々の生活の中にごみ減量の一工夫を取り入れてみましょう！

紙箱をつくってみよう！
紙箱の作り方を区のホームページで紹介しています。
チラシ 1 枚で簡単にできるので、ぜひ作ってみてください。

http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/recycling/3r/mizukiri.html

「エコ・クッキング教室」と「コンポスト化容器あっせん」のご案内は4面に掲載していますので、こちらもご覧ください。

★ごみ減量のアイデアなど、お気軽にリサイクル清掃課までご意見をお寄せください。

文京総合福祉センター
教育センターで
拠点回収を始めました
文京総合福祉センター（小日向 2-16-15）
衣類、トレイ・プラボトル、インクカートリッジ、
紙パック、乾電池を回収

教育センター（湯島 4-7-10）
紙パックのみ回収

シビックセンターなどでも回収を行っています
◆シビックセンター
◆各地域活動センター
◆播磨坂清掃事業所
蛍光管、衣類、トレイ・プラボトル、
インクカートリッジ、紙パック、乾電池を回収
活用しませんか？

使用済み小型家電の宅配便回収

文京区ではイベント時に９品目に限って回収をしていますが、小型家電リサイクル法の認定事業者が行っている事業を紹介します。

小型家電には、レアメタルなど有用金属が多く含まれています。これらをリサイクルするこ
とで、ごみの減量と資源の有効利用を図ることができます。国の認定事業者が、家庭から直
接、宅配便により回収するサービスが始まりました。ぜひご利用ください！
PC・スマホから 24 時間申込

対象品目

●パソコン ●携帯電話
●ビデオ・オーディオ
●キッチン家電 ●生活家電

箱に入れば何点でも OK

佐川急便が自宅から回収

箱に入れば何点詰めても

検索
http://www.renet.jp

回収料金

一箱８８０円（税抜）

詳細・申込み

リネットジャパン

小型家電リサイクル法
認定事業者
リネットジャパン株式会社

など、400 品目以上
（詳細はリネットジャパンのウェ
ブサイトでご確認ください）
箱のサイズ：3 辺合計 140cm・20kg 以内

※パソコン以外の小型家電については、これまでどおり、粗大ごみ（一辺 30cm 以上のもの）または
不燃ごみとして出すことも可能です。パソコンはメーカーによるリサイクルもご利用になれます。

その他回収拠点一覧
お近くの施設までお持ちください！

※ ●は回収する品目を表す。
回収拠点名

所在地

衣類

蛍光管

紙パック

小石川運動場

後楽 1-8-23

グルメシティ小石川店

小石川 3-27-16

小石川図書館

小石川 5-9-20

●

白山東児童館

白山 1-29-10

●

白山交流館

白山 4-27-11

●

東都無線株式会社

千石 1-16-14

千石図書館

千石 1-25-3

●

千石保育園

千石 1-4-3

●

水道児童館

水道 1-3-26

●

水道端図書館

水道 2-16-14

増屋電気商会

大塚 2-16-8

スポーツセンター

大塚 3-29-2

●

大塚公園みどりの図書室

大塚 4-49-2 大塚公園内

●

フジ特販

大塚 5-7-11

●

コモディイイダ江戸川橋店

関口 1-47-12

●

目白台図書館

関口 3-17-9

●

目白台交流館

目白台 3-18-7 目白台総合センター内

●

ユニーク社

本郷 1-35-30

湯島総合センター

本郷 3-10-18

●

男女平等センター

本郷 4-8-3

●

向丘 1-3-11

●

根津交流館

根津 1-14-3 根津総合センター内

●

千駄木交流館

千駄木 3-42-20

●

動坂福祉会館

千駄木 4-8-14

●

保健サービスセンター本郷支所

千駄木 5-20-18

●

東京ガスライフバル文京白山店

本駒込 1-13-1

●

勤労福祉会館

本駒込 4-35-15

向丘保育園

※ H27.5〜12 月は礫川公園内の
仮園舎（耐震工事のため）
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●

●

●
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●

ステージ・エコ イン 区民ひろば ～みんなのフリーマーケット～

親子

７月25日（土）
10時～14時30分
会場：区民ひろば

（シビックセンター地下２階）

《当日の内容》●フリーマーケット３０ブース出店
●ペットボトルキャップ・古本・廃油・陶磁器製食器類・
使用済み小型家電（9品目）の回収
●粗大ごみからこんなもの抽選会
●文京区消費者の会による産直野菜販売
●文京学院大学によるリサイクルペーパー作り
●リサイクルイン文京による工作教室 など

親子フリーマーケットの出店者を募集しています！
◆対象：区内在住・在勤・在学の高校生までの子ども（乳児除く）と保護者
◆定員：３０ブース ※応募者多数の場合は抽選
◆費用：１ブース１，
５００円
◆申込：往復はがき(１家族１枚・２人１組 )に保護者と子どもの住所・氏名（ふりがな）
・年齢・
電話番号・フリーマーケットの参加回数（在勤・在学者は勤務先・学校名と所在地も）
と返信用にも宛先をを明記して下記へ
◆締切：７月3 日（金）必着

夏休み親子
第1回
第2回

エコ・クッキング教室

7月30日（木）（小学校１～２年対象）
7月31日（金）（小学校３～６年対象）
各回とも10:45～13:30

会場：がすてなーに「ガスの科学館」
（江東区豊洲6-1-1）※現地集合・解散

環境にやさしいエコ・クッキングに親子で挑戦してみよう！
実習後、ガスの科学館も見学します。
《メニュー》オムライス、ホットサラダ、ヨーグルトのデザート

参加者を募集しています！
◆対象：区内在住の小学生（第１回は１～２年生、第２回
は３～６年生）と保護者
◆定員：各回１２組（２人１組）※応募者多数の場合は抽選
◆費用：１組１，
０００円（保険料込・交通費実費）
◆申込：はがき・ＦＡＸに「夏休み親子エコ・クッキング
教室」
・希望の回・住所・ 親子の氏名（ふりが
な）
・学校名・学年・電話番号を明記して下記へ
◆締切：７月１5 日（水）必着
※「エコ・クッキング」は東京ガス㈱の登録商標です。

申込先

〒１１２-８５５５ 文京区リサイクル清掃課
☎５８０３-１１３５ ＦＡＸ５８０３-１３６２

コンポスト化容器 あっせんします
家庭から出た生ごみを土壌改良剤や肥料にして、
家庭菜園やガーデニングに活かしてみませんか
地上型（庭に 5～10㎝埋め込むタイプ）
❶【コンポスターD70】 価格：７,４５２円
（立方体）縦 45㎝×横 45㎝×高さ 68.6ｃｍ
❷【コンポスター130 型】 価格：７,４５２円
（円柱形）直径 60cm×高さ 66ｃｍ
ベランダ型（ベランダで使用する密閉タイプ）
❸【ＥＭサポートＲ11】 価格：５,０７６円（２台分）
（円柱形）直径 30.7cm×高さ 33.2㎝を２台使用
※３種類とも、発酵を促進させる補助剤（約 4ヶ月〜半年分）を区で支給します。

◆対象：区内在住者
◆定員：３０人（先着順、複数申し込み不可）
◆配送：申し込み受付後、１０日以内に容器と補助剤を
配送します。
◆支払：容器をお送りする宅配便に同封されている振込
用紙でお支払いください。
◆申込：はがきまたはＦＡＸに、ご希望の形式・住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号を明記して下記へ
◆締切：平成２８年３月１７日（木）必着

※申し込み後のキャンセルはできません。
※実物は下記担当課に置いてありますのでご自分の目でお確かめください。

皆様のご応募お待ちしています！

「Bunkyoごみダイエット通信」は、町会・自治会をとおして回覧していただいているほか、
シビックセンター17階リサイクル清掃課や区の施設に置いてあります。また、区ホームページからもご覧いただけます。
トップページ
（http://www.city.bunkyo.lg.jp/）

手続き・
くらし

リサイクルと
ごみ

３Rの
推進

★この「Bunkyoごみダイエット通信」を読み終わって処分する時は、雑がみとして資源回収にお出しください。
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