
◀ ◀ ◀　紙類の正しい出し方については、4面をご覧ください。

紙類！ 実はリサイクルできる資源です！
～26年度家庭ごみ組成分析調査から～

可燃ごみに出した

図 1　可燃ごみの組成分析結果 図２　紙類の内訳
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　区では平成26年6月に、家庭から排出されるごみの組成に関する調査を実施しました。そのうち、可燃ごみ
の組成分析結果を図1に示しています。可燃ごみの中にはリサイクルできる資源物が21.4％含まれていました。
また、資源物の中でも7割以上を占める紙類の内訳を見ると、雑がみが特に多いことがわかります。 （図2）

ティッシュの箱も
大切な資源
なんだよ！

組成分析調査で可燃ごみに
含まれていた雑がみの例↓

※端数処理の関係上、合計が100％にならないことがあります。
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★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。



平成26年のステージ・エコで回収された
ペットボトルキャップ・古本・廃油・小型家電の
量をお知らせします！

速報！

平成27年度 ステージ・エコ ～みんなのフリーマーケット～開催日決定！

※区民ひろば（文京シビックセンター地下2階）での開催時間は午前10時
　～午後2時30分、教育の森公園では午前10時～午後3時です。
※教育の森公園でのフリーマーケットは雨天中止（順延なし）です。

7月25日（土）は親子出店のフリーマーケット、
10月24日（土）は文京エコ・リサイクルフェアとの同時開催だよ！
マイバッグを持って行ってみよう♪

小型家電の回収品目は①携帯電話②携帯音楽プレイヤー③携帯ゲーム機
④デジタルカメラ⑤ポータブルビデオカメラ⑥ポータブルカーナビ⑦電子辞書
⑧卓上計算機⑨ACアダプターです。今後も引き続きご協力よろしくお願いいたします！

実施日時 会場 ブース数 募集告知
（区報ぶんきょう）
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4月24日（金） 区民ひろば 30 2月25日号 3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
5月17日（日） 教育の森公園 70 3月25日号 4月17日 ― ○ ○ ○ ○ ○
7月25日（土） 区民ひろば 30 6月10日号 7月3日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
9月   4日（金） 区民ひろば 30 7月25日号 8月14日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月24日（土） 教育の森公園 100 9月10日号 9月25日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
12月11日（金） 区民ひろば 30 10月25日号 11月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2月26日（金） 区民ひろば 30 12月25日号 2月5日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育の森公園での
フリーマーケットの様子↓

【ペットボトルキャップ】629ｋｇ（約25万1,600個）回収
　★ポリオワクチン315人分になりました。
　★CO2換算だと可燃ごみとして燃やした場合に比べて1,981ｋｇの削減効果となります。
　➡「NPO法人キャップの貯金箱」で、売却益によりワクチンを寄付しました。

【古本】520冊回収
　★値段のついた古本は189冊でした。
　★売却金額合計では4,519円になりました。
　➡「NPO法人JEN」で、売却益を教育支援事業に活用しました。

【廃油】268ℓ回収
　★エコ燃料に再資源化した場合、トラックで1,528ｋｍの走行が可能です。
　★軽油と比較した場合、568ｋｇのCO2削減効果となります。
　➡「株式会社ユーズ」による再資源化を行いました。

【小型家電】525点（約89ｋｇ）回収
　➡レアメタルなど有用金属をリサイクルしました。資源化できたおおよその量は、
　　金6g、銀17g、銅2.1kg、鉄2kg、アルミ2.2kg、レアメタル1.2kgです。



　リサイクル・環境保全に関する各分野のスペシャリストが出張し、身近なエコや3R実践のコツなど、
わかりやすく楽しい授業を行います。区民5人以上のグループであれば申込み可能です。

　大学キャンパスでの講義や清掃工場見学をとおして、エコについて学んでみませんか。家事に役立つエコの知恵や
ごみを出さない暮らし方など、身近でできるエコな取組みのヒントがあります！
　おひとりはもちろん、ご家族やお友達と一緒のご参加も大歓迎です。講座修了者のうち希望する方には、リサイクル
推進サポーターとして、区主催のリサイクル啓発活動や地域の活動に参加していただきます。

エコ先生の特別授業  ～ごみ・リサイクル出張講座～

エコで実現！シンプルライフ  ～リサイクル推進サポーター養成講座～

　講座一覧表【一般区民及び学校対象】
№ 講座名 講師

1
手すきはがき・しおりづくり

ＮＰＯ法人文京区消費者の会
ふろしきの包み方と日本手ぬぐいの利用

2
楽しいエコガーデニング

ＮＰＯ法人緑のごみ銀行
生ごみってえらい！－不思議な生ごみ－

3 先人の知恵に学ぶ（プチ講座＆体験） リサイクル イン 文京

4
学校ごみダイエット 東京大学けやきの会

小学校用務主事（小長谷　忠春）3Rによる資源の活用とごみ減量

5 リスリムライフのすすめ
～Ｒｅのために出来ること～

二木　玲子（環境カウンセラー）
（大谷清運株式会社）

6 びん・缶・ペットボトルのリサイクル 株式会社　トベ商事（文京支店）

7 日々の生活と環境問題の意外な関係 お茶の水女子大学環境科学倶楽部
（顧問　森　義仁　教授）

8 暮らしとエネルギー 東京大学生産技術研究所
岩船　由美子　特任教授

9 環境とエネルギー 東京ガス株式会社（東部支店）

10
牛乳パックを使った紙工作 ＮＰＯ法人エコ・シビルエンジニアリング

研究会森林資源とリサイクル
　講座一覧表【学校対象】

11 えこちょいす（環境ゲーム） 松本　美智子（環境カウンセラー）

12

くらしを支えるエネルギー
～都市ガスが家に届くまで～

東京ガス株式会社（東部支店）
燃料電池って何だろう？
～地球温暖化を防ぐために～

日　程 カリキュラム 内　容

第1回　5月13日（水） 開講式、講座ガイダンス、講義 ●文京区の清掃・リサイクルの現状について／
　リサイクル推進サポーターに期待すること

第2回　5月20日（水） 講義 ●３R推進・実践のための知識
第3回　5月27日（水） 施設見学 ●中央清掃工場の見学（現地集合・現地解散）
第4回　6月   3日（水） 講義 ●エコロジカルな知恵は家事に役立つ

第5回　6月10日（水） 講義、活動団体紹介、修了式
●ごみを出さない暮らしのためにできること
●区内リサイクル活動団体アピール
●修了証書授与

〈 申込み・問合せ先 〉〒112-8555　文京区リサイクル清掃課　TEL：03（5803）1135 ／ FAX： 03（5803）1362

申込方法

❶申請用紙
　申請用紙は、下記担当課にて配
布しています。区のホームページ
からダウンロードもできます。

❷申請
　申請方法は持参・郵送・FAX
のいずれでも結構です。
※実施日の一ヶ月前までに下記担当課必着。

　担当課が講師と日程調整したの
ちに、申請者へ日程決定通知を送
付します。

❸その他
　授業内容の詳細については、講
師と直接お打合せください。
　また会場確保及び設営の準備を
お願いします。 

●日程：5月13・20・27日、6月3・10日（水曜日）　10～12時　（5/27のみ9時30分～11時）
●会場：文京学院大学　本郷キャンパス（文京区向丘1-9-11）　南北線東大前駅すぐ
●対象：文京区在住・在勤・在学者　15名（超えた場合は抽選）
●費用：無料
●申込：はがき、電話またはFAXに｢リサイクル推進サポーター養成講座」・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番 
　　　　号（在勤・在学者は勤務先・学校名と所在地も）を明記し、5月7日（木）までに下記担当課 へ
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PIZZA

洗剤

カーボン紙
（宅配便の複写伝票など）

ティッシュ
ペーパー

銀紙のついた
紙パック

紙コップ・紙皿など
防水加工された紙

圧着はがきなど
粘着物を含む紙
（べりべりとはがれる親展はがき）

汚れや匂いの付いた紙
（ピザの箱、洗剤の箱、線香の箱、紙おむつなど）

感熱紙
（レシート・ファックス紙）

写真、写真用プリント紙、
アイロンプリント紙、
ビニールで加工した紙

酒

紙は大切な資源です 出すときは次のよう
にお願いします

●資源（新聞、雑誌、雑がみ、段ボール）回収は雨天でも行います。
●散乱しないように必ずひもでしばって出してください。
●束ねる時にガムテープは使用しないでください。
●油の付いたものや汚れたものは出さないでください。（可燃ごみに出してください）
●地域で集団回収を実施している場合は、集団回収※に出してください。

※�町会やマンションなどで行う集団回収で
は、回収量に応じて区から6円/kgの報
奨金を支払ううえ、ご近所の輪も広がり
ます。まだ活動していない町会、マンショ
ンの方々はぜひ、この機会に取り組んで
いただければと思います。

「雑がみ」は資源です

雑がみとは、「新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック以外の紙類全般」のことをいいます。
具体的には、紙袋、紙箱、包装紙、パンフレット、封筒、チラシ、コピー用紙、カレンダーなどです。

集積所の資源回収では、雑がみを資源として回収しています。

ひもでしばって
そのまま集積所へ！

紙袋・紙箱・包装紙・パンフレットなど
（フィルムなど紙以外の部分ははがす）

箱は開いて

出すときは雑誌と一緒にひもでしばってください。
紙以外のものが

混入していないということが
外からでも見えるように、

必ずひもでしばって
出してください！

新聞
（折込チラシも一緒に回収） 雑誌と雑がみ 段ボール

（伝票、粘着テープ、金具ははずす）

品目ごとに分けて束ねてください。

お願い・注意

資源として回収できないもの（可燃ゴミに出してください）

★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。 印刷物番号 Ｈ0214017

トップページ
（http://www.city.bunkyo.lg.jp/）

広報誌
Bunkyoごみダイエット通信

３Rの
推進

手続き・
くらし

リサイクルと
ごみ

「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ます。そのほか、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。


