
自分では使わなくなったけれど、まだまだ使えるものがありませんか？

※詳しい取扱い品は各店にお問合せください。

店舗 所在地 電話 主な取扱い品

ミングルパーティ 音羽1-26-10 03（3946）6208 ブランド品
（洋服・アクセサリー）

㈲リサイクルブティックル・マン 本郷2-18-12諸岡ビル１階 03（3815）1889 婦人衣料

リサイクルショップ富士中 本郷5-4-7　1F 03（3815）1451 家具・家電

相馬古道具店 本駒込1-7-16 03（3828）2344 中古品全般

もったいない精神で
お部屋すっきり大作戦！！

引越し
シーズン
特集！

「リサイクル推進協力店」のリサイクルショップを活用しよう1

衣類の拠点回収を活用しよう！2

「リサイクル推進協力店」とは？
文京区では、環境に配慮した商品の購入や簡易包装の推奨、資源の回収などの活動を行っているお店を
「文京区リサイクル推進協力店」と認定しています。その中でもお引越しの際に利用できそうなお店をご紹介します。

文京区では家庭で不要になった衣類を資源として回収しています。
ごみとして捨ててしまうのではなく、リサイクルしてみませんか？

衣類は洗うなどして、きれいな状態でビニール袋に入れ、
回収拠点に設置してある衣類回収ボックスに出してください。回収方法

文京シビックセンター、播磨坂清掃事業所、
勤労福祉会館、水道端図書館、各地域活動センター回収拠点

やむを得ず廃棄する場合、大型家具・布団・毛布
などの粗大ごみは「粗大ごみ受付センター」に
お申込みください。

上記の対象品目はリサイクルが義務付けられています。
【引き取り依頼方法】

粗大ごみの出し方 ※おおむね一辺が30㎝以上あるもの テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵（冷凍）庫について

☎０３－５２９６－７０００電話による申込
（月～土曜日（年末年始を除く。）午前８時～午後７時）

http://sodai.tokyokankyo.or.jp/インターネットによる申込
（２４時間受付）

新たにお買い求めになる電器店に回収を依頼買い替え

過去に購入した電器店に回収を依頼廃　棄

過去に購入した
電器店がわからない

「家電リサイクル受付センター」に回収を依頼
☎０３－５２９６－７２００
（月～土曜日　午前８時～午後５時）

ごみとして捨てる前に、
リサイクルできるものが
ないかもう一度
確認してみよう！

回収するもの

衣類全般
（シャツ・ジャケット・コート・ジーンズなど）
※布製品以外の衣類も回収します！

回収出来ないもの

汚れている衣類、寝具類（ふとん・毛
布・シーツ・マットレス・まくらなど）、
布切れ、タオル、かばんなど

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11号
2 0 1 4 ／ 3 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。



ステージ・エコ ～みんなのフリーマーケット～
平成26年度の開催日程が決まりました！

実施日時 会場 ブース
数

募集告知
（区報ぶんきょう）

出店申込
締切

おもちゃの
病院

ペット
ボトル

キャップ
回収

古本
回収

廃油
回収

陶磁器製
食器類

（未使用）
回収

小型家電
回収

5月24日（土） 教育の森公園 70 4月10日号 5月  2日 ― ○ ○ ○ ○ ○

7月26日（土） 区民ひろば 30 6月10日号 7月  4日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9月  5日（金） 区民ひろば 30 7月25日号 8月15日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月25日（土） 教育の森公園 100 9月10日号 9月26日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月19日（金） 区民ひろば 30 11月10日号 11月28日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月13日（金） 区民ひろば 30 12月25日号 1月23日 ○ ○ ○ ○ ○ ○

※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。

平成25年7月から使用済み小型家電のイベント回収を始めました！　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！

速報 平成25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！

☆ポリオワクチン 310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 1,950㎏ 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。

（約247,600個）回収ペットボトルキャップ 619ｋｇ

☆値段のついた古本は 248冊 でした。
☆売却金額合計は 3,775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。

古本 回収501冊

☆エコ燃料に再資源化した場合、トラックで855㎞の走行が可能です。
☆軽油と比較した場合、318㎏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。

回収廃油 150ℓ

☆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4g、銀11g、
銅1.5㎏、鉄2.8㎏、アルミ1.4㎏、レアメタル1.0㎏です。

（約69ｋｇ）回収小型家電 273点

教育の森公園でのフリーマーケットの様子→

7月26日（土）は親子出店のフリーマーケット、
10月25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♪



エコ先生の特別授業 ～ごみ・リサイクル出張講座～

春からはじめるエコライフ♪  ～リサイクル推進サポーター養成講座～

日　程 カリキュラム 内　容

　第１回　5月14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21日（水） 講義 ●何がエコなの？本当のエコを目指そう！
　第３回　5月28日（水） 施設見学 ●北清掃工場の見学（現地集合・現地解散）

　第４回　6月  4日（水） 講義、活動団体紹介 ●ラクチンお片付け術～片付け上手は暮らし方上手～
●区内リサイクル活動団体アピール

　第5回　6月11日（水） 講義、修了式 ●サポーターと地域との関わり
●修了証書授与

　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、エコライフについて学んでみませんか。
節約やおうちの片付けなど、身近なところから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。

日程：平成26年5月14・21・28日、6月4・11日（毎回水曜日）　午前10～12時（5/28のみ9～11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（水）までに下記担当課 へ

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

【一般区民及び学校対象】

№ 講座名 講師

1
てすきはがき・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 准教授）

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 准教授

9 私たちにできること NPO法人街ing本郷（まっちんぐほんごう）
10 環境とエネルギー 東京ガス株式会社（東部支店）

【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～

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、申請者へ利用承認通知を送付
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。 



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

集める資源の品目や収集の頻度、収集場所などは、団体と回収業者で相談して決めていただきます。
始めてみようと思われた方は、お気軽にリサイクル清掃課（TEL：5803-1184）までご相談ください。

集団回収とは

❶町会やマンションの管理組合などの１０世帯以上で構成した団体が
❷家庭から出る資源（古紙・びん・缶・古布・ペットボトルなど）を集めて
❸民間の資源回収業者に引き渡す
このように、団体が自主的に行う資源回収システムのひとつです。
区では、団体が回収した資源の重量１kgにつき、６円の報奨金をお支払いしています。

集団回収を始めてみませんか

↑マンションでは保管庫に資源置場を設置しています。 ↑みんなで協力して集めています。

総回収量が多かった団体 回収量

丸山町会 39,010㎏

富士前町会 32,830㎏

パークスクエア文京音羽管理組合 32,155㎏

和敬塾 29,960㎏

大塚四丁目協力会 29,920㎏

1世帯当たりの回収量が多かった団体 回収量

シェルゼ千駄木管理組合 392㎏

ミオカステーロ本駒込管理組合 369㎏

湯島会婦人部 368㎏

フェアロージュ目白台一丁目静凛館管理組合 357㎏

ザ・パームス本郷龍岡管理組合 353㎏
（数値は、２４年度１年間の回収量です。）

集団回収を通じて
ご近所の輪を
広げてみませんか！

昨年１２月１３日に行いました「ステージ・
エコ」の際、熱心に集団回収に取り組ま
れて回収実績が多かった次の団体に区長
から感謝状をお贈りしました。

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
くらしのガイド

「ごみとリサイクル」

「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 H0213015


