
使い終わった蛍光管は
拠点の回収ボックスに！！
年末は、蛍光管の取り換えやＬＥＤ電球に交換されるご家庭も多いと思います。使用済みの蛍光
管を回収拠点にお持ちいただければ、水銀やガラス、アルミニウムなどを資源としてリサイクル
することができます。ぜひご利用ください。

【回収できないもの】
・割れた蛍光管 
・白熱電球など、蛍光管以外のもの
これらの回収できないものや、回収拠点まで
持って行けずに廃棄する場合には、これまで
通り「不燃ごみ」の日に出してください。

対象はご家庭から排出された
直管型、環型、電球型の蛍光管

※回収は、施設の営業時間中に限ります。※各施設とも、年末年始については休業となる場合があります。また、臨時で休業となる場合があります。
※回収ボックスを設置する協力店を募集しています。詳しくはリサイクル清掃課（5803-1184）までお問い合わせ下さい。

※事業所から排出された蛍光管は回収していません。

蛍光管が割れないように、買った時に
入っていた箱に入れるか、紙に包んで
から回収ボックスに入れてください。

大掃除の季節となりました！

民間施設（5か所）
施設名 所在地 店舗形態 定休日 営業時間

グルメシティ小石川店 小石川 3-27-16 スーパー 無 24時間

増屋電気商会 大塚 2-16-8 電器店 第1・3土、日、祝 9：00～18：00

フジ特販 大塚 5-7-11 電器店 日、祝 10：00～19：30

コモディイイダ江戸川橋店 関口 1-47-12 スーパー 無 9：00～23：00

ユニーク社 本郷 1-35-30 電器店 土、日、祝 12：00～19：00

区の施設： 文京シビックセンター、 各地域活動センター、播磨坂清掃事業所のほか回収拠点

蛍光管回収ボックス

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.5803-1356　文京区ホームページ▶http://www.city.bunkyo.lg.jp/
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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。



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年度から平成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。平成24年度の結果は次のとおりとなりました。

1人あたりでは15,361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

24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

201,253人
（平成24年10月1日現在）

23年度より、
1,076人増えました。

順調に減って
います。

目標への道のりは
険しいです。

ごみ量が
増えています。

順調に改善
しています。

ごみ回収量

44,781t
（区が収集したごみ）

資源回収量

7,588t（区の収集）

5,948t（集団回収）

23年度より、
439t減りました。

23年度より、区の収集で
133t増え、集団回収で
67t減りました。

ごみ処理経費

60,038円

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

48,314円

集団回収支援経費

6,076円

ごみ・資源の合計物の経費

53,009円

リサイクル

24年度

385ｇ 36％ 3.6万トン 41％平成27年度
目標

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・ご協力を重ねてお願いいたします！！
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文京区のごみ減量に貢献したい！ だけど何をすればよいのかわからない…。
そんなあなたに今日から取り組める「生ごみダイエット」の方法を伝授します！

【可燃ごみの中身】

生ごみを減らすことが、
文京区のごみ減量への
近道なんです！

その他の可燃物
生ごみ

紙くず

プラスチック 紙類

生ごみダイエット講座

なぜ生ごみなの？

生ごみダイエット 〜６つのオキテ〜

食べ残しはNG

食べ切れる分だけ

盛り付けよう！
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捨てる前に『ギュッ！』とひと絞りせよ！オキテその１

できるだけ濡らさないようにせよ！オキテその2

できるだけ乾かしてから捨てよ！オキテその3

食べ物を買いすぎないようにせよ！オキテその4

料理を作りすぎないようにせよ！オキテその5

食べ物を残さないようにせよ！オキテその6

ダイエットポイント

生ごみが水に濡れていると、燃やすのに
時間がかり、二酸化炭素もたくさんでて
しまいます。もちろんごみを燃やす経費
だって余計にかかってしまいます。

例えば…文京区の生ごみは年間1万トン
と推計していますが、みんなが生ごみを
ひと絞りし、重さを10％減らすと…

年間約6,000万円の
ごみ処理経費を削減することができます。
つまり、『ギュッ！』とひと絞りのひと手間
を加えるだけでも、立派な生ごみダイエッ
トになるんです！

※平成２４年度のデータを元に試算しています。

つまり…

生ごみは
可燃ごみの

約４０％を

占めています。

ギュッ！

カップルでエコクッキング教室 参加者募集バレンタイン直前！ 夫婦や恋人と一緒に！

皆様のご応募お待ちしてます！

今日からできる！

日　時� ��平成26年２月８日（土）
�10時30分～13時30分

会　場 �アカデミー茗台（文京区春日2-9-5）
講　師� �東京ガス　エコ・クッキングインストラクター
対　象 �男女２人１組のカップル
定　員 �１２組（抽選）
参加費 �１組１２００円（材料費・保険料込）

申込方法 ��はがきまたはＦＡＸに「エコクッキング教
�室」・２人の住所・氏名（ふりがな）・年齢・�
�電話番号を明記して下記へ

　　　　　　 ※ 保育あり（２歳以上の未就学児・５名程度）保育
希望者は応募の際、「保育希望・保育する子ど
もの氏名（ふりがな）・生年月日」を明記

締　切 ��平成26年１月２３日（木）必着

【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)1356

メ
ニ
ュ
ー

いろいろ入れてドライカ
レー

ピッツァ春巻き

イタリアン卵スープ

キャロットオレンジ寒天

エコな買い物方法や
生ごみの上手な

処理方法も学べます！

実習＆
試食あり



●�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てください。

●�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（火）～1/3（金）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。

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 12/30（月） 1/6（月）

火・金収集地区 12/27（金） 1/5（日）
※年始特別収集日

水・土収集地区 12/28（土） 1/4（土）

不燃ごみ 月２回 12/28（土）
まで曜日どおり 1/4（土）

から曜日どおり
資源 週１回 12/30（月）

まで曜日どおり

モノ・フォーラム

ＴＯＫＹＯ油田
天ぷら油で車が走る

公開講座

都市鉱山を掘り起こせ
携帯電話のリサイクル

日時 平成26年1月30日（木）
14：00～16：00

平成26年2月13日（木）
14：00～16：00

会場 アカデミー文京学習室
（シビックセンター地下１階） シビックホール3階会議室

講師 染谷 ゆみ 氏（株式会社ユーズ代表取締役） 矢橋 康雄 氏（一般財団法人�電気通信事業者協会）

内容 区のフリーマーケットイベント（ステージ・エ
コ）などで回収する廃油のリサイクルについて

使用済みの携帯電話を回収し、リサイクルする活動「モ
バイル・リサイクル・ネットワーク」について

対象 区内在住・在勤・在学者

定員 40人（抽選） 50人（抽選）

参加費 無料

申込方法 電話またははがき・FAXで講座名・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、下記へ

締切 平成26年1月17日（金） 平成26年２月３日（月）

年末年始のごみ収集
12月31日（火）から1月3日（金）はごみ収集をお休みします

リサイクル講座のお知らせ

僕も自分の部屋を
大掃除しようかな！ 

紙袋や包装紙は「雑がみ」として、
資源に出せるのよ！

〒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)1356申込先

リサ＆イクルからのお願い

ごみの分別を
よろしく

お願いします！※ 紙以外の 
持ち手は 
可燃ごみへ

活動団体
向けの講座を

一般公開！

リサちゃんイクルちゃん

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 Ｈ0213011 


