
正しい分別はコレ!!

ごみ出しルール守れていますか？

これからも正しい分別に
ご協力をお願いします。

実際に可燃ごみに混ざっていたものの例

ごみと資源の
分け方・出し方

年末は大掃除でごみが多く出るかも 
しれないから、しっかり分別しないと 
いけないわね！

清掃工場が停止すると、僕たちが出したごみを
処理できなくなっちゃうかもしれないよね。 
1人ひとりが気を付けないと！

　みなさんのご家庭から出されたごみはどこで処理されているかご存知でしょうか？ 文京区内には清掃
工場などのごみを処理する施設がないため、文京区のごみは他区の施設まで運ばれ、処理されています。
もし焼却に適さないごみが混ざっていると、清掃工場が故障・停止してしまうことがあります。

布団 金属製品・陶磁器 缶

　上記の例の他にも血圧計や体温計など水銀ごみが混入されることによる工場の操
業停止も発生しています。
　一度、工場が停止すると復旧までにたくさんの時間と費用がかかります。また、ご
み収集作業に遅れが出るなど、区のごみ処理にも影響を及ぼす可能性があります。
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粗大ごみ 

パソコン 

集団回収 事業系ごみ 

収集曜日一覧 

問い合わせ先 文京清掃事務所 TEL 03-3813-6661
文京区後楽1丁目7番29号 

その他のお知らせ 

不燃ごみ 

新聞・雑誌・雑がみ・ 
段ボール・びん・缶・ 
ペットボトル（資源） 

プラスチック製ボトル・ 
紙パック・乾電池・ 
食品トレイ・衣類・蛍光管・ 
インクカートリッジ（資源） 

テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、 
エアコン、冷蔵（冷凍）庫 

粗大ごみ処理手数料一覧表 

 

P3

P4

 

保存版文京区 
平成26年4月 

改定版 

曜日と 曜日 収集日の朝8時までに
ごみ集積所へ 

曜日 と第 第 収集日の朝8時までに
ごみ集積所へ 

曜日 収集日の朝8時までに 
ごみ集積所へ 

区施設やスーパーマーケットなどの店頭で回収 
しています。 

粗大ごみは、申し込み制で有料です。 
粗大ごみ受付センター TEL 03-5296-7000 
 http://sodai.tokyokankyo.or.jp/

各メーカーの受付窓口にお申し込みください。 
自作パソコンやメーカーの分からない場合はパソコン3R推進協会 
http://www.pc3r.jp/  TEL 03-5282-7685

お買い替えになる電器店、お買い求めになった電器店へお申し込みください。 
分からない場合は家電リサイクル受付センター TEL 03-5296-7200

詳しい分別については、
「ごみと資源の分け方・
出し方」をご覧くださ
い。リサイクル清掃課や
地域活動センターでお
配りしています。また、
区ホームページからも
ご覧になれます。 ↑ごみと資源の分け方・出し方

●布団→粗大ごみ
●金属製品・陶磁器・体温計など→不燃ごみ
●缶→資源

文京区資源環境部　リサイクル清掃課　〒112-8555 文京区春日1-16-21
TEL.5803-1135　FAX.5803-1362　文京区ホームページ▶http://www.city.bunkyo.lg.jp/

ごみダイエット通信
第14号

2 0 1 4 ／ 1 2 月

Bunkyo

★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。



回収実績が多かった団体に区長から感謝状をお贈りしました

総回収量が多かった団体 回収量

豊島ヶ岡町会 88,650㎏

曙町会 78,740㎏

千駄木小学校PTA 39,380㎏

湯島ハイタウン管理組合 38,138㎏

富坂二丁目町会リサイクル部 34,430㎏

品　　目 点数 重量
缶詰 48点 18.6㎏
インスタント・レトルト食品 36点 4.6㎏
調味料 31点 9.4㎏
嗜好品（お茶・コーヒーなど） 50点 9.4㎏
乾物 20点 16.0㎏
その他（飲料・離乳食・サプリメントなど） 45点 18.2㎏

合　　計 230点 76.2㎏

1世帯当たりの回収量が多かった団体 回収量

つぐみの会 658㎏

クローバー会 333㎏

センチュリーハイツ文京白山管理組合 312㎏

プラウド本郷壱岐坂管理組合 271㎏

千石シティハウス管理組合 261㎏
（数値は、２５年の回収実績です）

集団回収は資源の有効活用
が図れるほか、ご近所の輪
も広がります。ぜひ始めて
みませんか！

　開会式の後には、集団回収に熱心に取り組まれて
回収実績が多かった次の団体に感謝状を
お贈りしました。

第15回　文京エコ・リサイクルフェアレポート

「フードドライブ」を実施しました！
　10月25日（土）に教育の森公園で開催された文京エコ・リ
サイクルフェアにおいて、フードドライブを実施しました。フー
ドドライブとは家庭で余っている食品等を持ち寄り、広く地域の
福祉団体や施設等に寄付するボランティア活動です。
　文京区における食品ロス（未使用・未開封のまま廃棄されて
いる食品等）は、区の調査（26年度）で家庭から出るごみの約
3.1％を占めることが分かりました。
　区では、このような食品ロスの削減と食品等の有効利用を目
的として、ＮＰＯ法人セカンドハーベスト・ジャパンと連携し、
家庭にある缶詰やレトルト食品等の回収を行いました。
　集まった食品等は、セカンドハーベスト・ジャパンを通じて必
要とされる施設や団体等へ責任をもって届けられます。
　ご提供いただきました皆様、ご協力ありがとうございました。

❶今回の食品回収を何で知りましたか？（複数回答可） 
　区報……17人　　HP……2人　　チラシ……10人 
　ポスター……11人　　知人・家族からの紹介……6人

❷ご家庭で消費しなかった理由は？（複数回答可） 
　量が多い……23人　　好みに合わない……15人 
　季節に合わない……1人　　その他……9人

❸今後も未利用食品の回収があるといいですか？ 
　はい……44人　　いいえ……0人

集まった食品等の集計結果 来場者アンケートより（まとめ）

エコ・リサイクルフェア1日で49人の方から230点総重量76.2ｋｇの食品をご提供いただきました。
ごみ処理に要する経費は約4,420円の節減となります。（キロ当たりのごみ処理経費：約58円）



　ごみ・資源の処理にはたくさんの経費を必要とします。中でもごみ処理経費の負担が大きいため、分別の徹底や
３Rの実践によるごみ減量が経費削減につながり、　地球の環境や資源を守ることにもなります。

　モノ・プラン文京（平成23年策定）は、平成23年度から32年度まで10年間の区のリサイクル清掃事業の方向性
や取組み等を示した計画です。モノ・プラン文京では、ごみと資源量の目標値を掲げており、これらを達成するため、�
4つの「基本指標」を用いて進捗状況を管理しています。25年度の結果は次のとおりとなりました。

区民1人あたりでは14,573円

「ごみ・資源」の処理に
これだけのお金がかかりました

モノ・プラン文京（文京区一般廃棄物処理基本計画）
の進捗状況をお知らせします

25年度の人口とごみ・資源回収量は…

１トンあたりの経費は…

文京区の人口

203,711人
（平成25年10月1日現在）

24年度より、
2,458人増えました。

目標385gに向けて、
順調に減っています。

24年度にくらべて
大幅に増えました。

目標の3.6万トンには
まだまだ届きません。

目標41％への
道のりは険しいです。

ごみ回収量

44,437t
（区が収集したごみ）

資源回収量

8,549t（区の収集）
5,886t（集団回収）

24年度より、
344t減りました。

24年度より、区の収集で
961t増え、集団回収で
62t減りました。

ごみ処理経費

57,827円／ｔ

①区民１人１日あたりの
家庭ごみ排出量 ②家庭系リサイクル率 ③事業系ごみ量 ④事業系リサイクル率

区の資源回収関連経費

42,309円／ｔ
集団回収支援経費

6,349円／ｔ
ごみ・資源の処理経費

50,427円／ｔ
リサイクル

25年度

385ｇ 36％ 3.6万トン 41％平成27年度
中間目標値

分別の徹底・ごみの減量につきまして、区民の皆さんのご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。
平成27年度の中間目標に向けて、引き続きご協力をよろしくお願いします。
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❶今回の食品回収を何で知りましたか？（複数回答可） 
　区報……17人　　HP……2人　　チラシ……10人 
　ポスター……11人　　知人・家族からの紹介……6人

❷ご家庭で消費しなかった理由は？（複数回答可） 
　量が多い……23人　　好みに合わない……15人 
　季節に合わない……1人　　その他……9人

❸今後も未利用食品の回収があるといいですか？ 
　はい……44人　　いいえ……0人



●�年末年始はごみ量が増えるため、通常の収集時間と異なる可能性があります。ごみは必ず午前８時までに集積所
に出しましょう。
●年末最後の収集が終わると、集積所の看板に「年内終了」のステッカーを貼ります。年始最初の収集日まで、 
　ごみを出さないでください。
●コンビニエンスストアやスーパー等でのペットボトルの店頭回収は、12/31（水）～1/4（日）まで行いません。 
　この間はお店へ持ち込まないでください。

【申込先】〒112-8555　文京区リサイクル清掃課 リサイクル推進係　電話：03（5803）1135　FAX：03（5803）1362

粗大ごみは申込制（有料）です
毎年年末は粗大ごみの収集の申込みが多くなります。

早めのお申込みをお願いいたします。

粗大ごみ受付センター
●電話による申込み�☎０３（５２９６）７０００
年末は12月27日（土）午後7時まで、年始は1月5日（月）午前8時から受付

●インターネットによる申込み
　�http://sodai.tokyokankyo.or.jp/
年末は12月28日（日）まで、年始は1月4日（日）から受付

種別 収集日 年末とり納め 年始とり始め

可燃ごみ

月・木収集地区 12/29（月） 1/5（月）

火・金収集地区 12/30（火） 1/6（火）

水・土収集地区 12/27（土） 1/4（日）
※年始特別収集日

不燃ごみ 月２回 12/27（土）
まで曜日どおり 1/5（月）

から曜日どおり
資源 週１回 12/30（火）

まで曜日どおり

年末年始のごみ収集

小型家電のリサイクルとループづくり
～使用済み小型家電リサイクルの推進に向けて～

12月31日（水）から1月3日（土）はごみ収集をお休みします
出し忘れのないようご注意ください！

●日　　 時 ：平成２７年２月５日（木）午後２時～４時
●会　　 場 ：アカデミー文京学習室（シビックセンター地下１階）

●講　　 師 ：鬼沢良子氏（ＮＰＯ法人持続可能な社会をつくる元気ネット事務局長）

●内　　 容 ：小型家電のリサイクルについて講演など
●対　　 象 ：区内在住・在勤・在学者
●定　　 員 ：４０人（抽選）
●参  加  費 ：無料
●申込方法：電話またははがき・FAXで「モノ・フォーラム」・住所・
　　　　　　 氏名（ふりがな）・電話番号を（在勤・在学者は勤務先・学校名と所在地も）明記し、
　　　　　　 下記までお申込みください。
●締　　 切 ：平成２７年１月２２日（木）必着

昨年度の様子→

文京ecoカレッジ モノ・フォーラム参加者募集！

文京区ホームページトップページＵＲＬ
（http://www.city.bunkyo.lg.jp/)

ホームページでは創刊号から第13号までの
バックナンバーもお読みいただけます。

「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。

★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 H0214009


