
ステージ・エコ ～みんなのフリーマーケット～

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

4月26日 ㈮ 区民ひろば 30 3月10日号 4月  5日 ○ ○ ○ ○

6月  2日 ㈰ 教育の森公園 70 4月10日号 5月  1日 ― ○ ○ ○

7月27日 ㈯ 区民ひろば 30 6月10日号 7月  5日 ○ ○ ○ ○

9月20日 ㈮ 区民ひろば 30 8月10日号 8月30日 ○ ○ ○ ○

10月26日 ㈯ 教育の森公園 100 9月10日号 9月27日 ○ ○ ○ ○

12月13日 ㈮ 区民ひろば 30 11月10日号 11月27日 ○ ○ ○ ○

2月21日 ㈮ 区民ひろば 30 12月25日号 1月24日 ○ ○ ○ ○

•●●25年度の年間計画が決まりました！●●•

※ 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。

↓教育の森公園でのフリーマーケットの様子

イクルちゃんイクルちゃん

教育の森公園でのフリマが今年は

6月2日（日）にもあるんだね！
マイバッグを持って行ってみよう♪

速 報 平成24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・廃油の量をお知らせします！

ペットボトル
キャップ

704㎏（約281,600個）回収
➡「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

529冊回収
➡「NPO法人JEN」で、売却益を教育支援事業に活用

162ℓ 回収
➡「株式会社ユーズ」による再資源化

古　本

廃　油

CO2 換算だと2,218ｋｇ
の削減効果となります。

値段のついた古本は
205冊でした。

軽油と比較した場合343㎏の
CO2 削減効果となります。

の
。 エコ燃料に再資源化した場合、

トラックで923㎞の
走行が可能です。

売却金額合計では
4,801円になりました。

。 ポリオワクチン
352人分

になりました。

皆さまからのご協力、ありがとうございました！ 今後も引き続きよろしくお願いいたします！

リサちゃん

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。



集団回収は、家庭から出た古紙などの資源物を、町会・自治会・マンションなどの皆さんで
協力して集め、民間業者に引渡し、活用していく優れたリサイクル手段です。

今回は、集団回収感謝状贈呈式のもようと、表彰団体の活動の様子をお届けします。

　昨年10月27日（土）に開催された「第１３回文京エコ・リサイクルフェア」で、平成２３年度の集団回収にお
いて多大なる実績をあげた団体に対し、感謝状を贈呈しました。

集団回収　　大特集！！地球にやさしい
地域活動

当日式典に出席された
６団体の皆さまです。
おめでとうございます。

ちなみに、３月１日現在、
５１8団体が

登録しているよ。

【感謝状贈呈の基準】

前年度の総回収量の上位５団体、1世帯あたりの回収量の上位
５団体、計１０団体を選出する。
（ただし、過去5年間に表彰していない団体から選出。）

団体名 総回収量(㎏) 団体名 1世帯あたりの
回収量(㎏)

本郷ハウス管理組合 33,615 東急アルス
本郷管理組合 461

ザ・ライオンズ上野の森 32,240 プラウド本郷壱岐坂
管理組合 446

小石川後楽園
パークハウス管理組合 31,466 センチュリーハイツ

文京白山管理組合 440

大塚窪町町会 31,250 グランスイート
文京千石管理組合 402

西原町会 29,910 千石シティハウス
管理組合 340

●平成２４年度表彰団体

表彰年度 団体名（５０音順）

２０年度
曙町会、社団法人大和郷会リサイクル部、千駄木小学校ＰＴＡ、
千駄木二丁目西町会、豊島ヶ岡町会、西片町会、根津宮永町会、原町西町会、
本郷二丁目元一会、湯島ハイタウン管理組合

２１年度
朝日白山マンション管理組合、上千駄木町会婦人部、菊坂町会婦人部、
小日水町会、関口町会、関水町会、千駄木二丁目東町会、
富坂二丁目町会リサイクル部、根津八重垣町会婦人部、春木会

２２年度
アトラスタワー小石川住宅管理組合、上富士婦友会、上真砂町会リサイクル、
小石川ザ・レジデンス管理組合、指ヶ谷町会、白山御殿町睦会、白山３丁目婦人の会、
久堅西町会、古川松ヶ枝町会婦人部、マンション小石川台

２３年度
赤門前町会いなり横丁、切通町会、クローバー会、小石川パークタワー管理組合、
後楽共栄会、つぐみの会、農学部前婦人会、林町町会、
パークスクエア小石川管理組合、向丘一丁目上町会リサイクル

●これまでの表彰団体

集団回収実践団体感謝状贈呈式が行われました



今年度表彰された団体の中から、2団体の様子をリポートします！

Q：どのくらいの頻度で回収していますか？

A：毎月第2・４土曜日に実施しています。いつも町会
役員8人くらいで力を合わせて回収します。よほ
どの荒天でない限りは、雨でもカッパを着て活動
しますよ！

Q：集団回収のPRはどのようにしていますか？

A：掲示板でPRしています。最初は宣伝が大
変でしたが、だんだん行き渡ってきて、協
力してくれる人が多くなりました。とても
助かっています。

Q：どのくらいの頻度で回収していますか？

A：倉庫が2か所あり、常に資源を出せるようになっ
ています。倉庫に資源をためておいて、週に一
回民間業者が回収に来ます。住民と清掃員とが
協力して分別しています。

Q：集団回収をやっていてよかったことはありますか？

A：集団回収をやることで、資源の分別などのルール
をみんながより意識するようになり、生活マナーが
向上しました。

Q：集団回収への意気込みをお願いします！

A：周辺に新しいマンションが増えましたが、この界隈
のマンションの模範になりたいです！

Q：報奨金はどのように
使っていますか？

A：町会費に繰り入れて、子供会やお祭り、レクリ
エーションなどに活用しています。みんなで集め
た資源が報奨金になり、それをまたみんなのた
めに使えるというのがやりがいになっています。

集団回収の現場をみてみよう！リサとイクルの
突撃リポート！

西原町会

本郷ハウス管理
組合

町会長の寺井常太郎さんにインタビュー！

理事長の沢瀬和久さんにインタビュー！

きれいに分別して
排出されているね！

みんなで力を合わせて
資源を回収します！

掲示板でPR!

集団回収が町会の交流になっています！

分別しやすいように
資源を出すところも
整理されているんだね！

☆リサとイクルの感想☆ ●リ　サ：団体によって、集団回収のやり方がずいぶん違うことが分かったわ。それ
ぞれのやり方で集団回収に協力してくれているんだね！地球にやさしい地
域活動である集団回収、皆さんも是非ご協力ください！

●イクル：西原町会さん、本郷ハウス管理組合さん、取材にご協力いただきありがと
うございました！

資源がたくさん
集まっているね！



エコ先生の特別授業 ～ごみ・リサイクル出張講座～

コンポスト化容器あっせん！ ～通年で申込みができるようになります～

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。

　家庭で毎日のように出る生ごみ。生ごみの多くはたくさ
んの水分を含んでいて、水を切るだけでかなり軽くできま
す。さらにコンポスト化容器を使うことで、生ゴミを手軽に
毎日処理できて、土に混ぜて堆肥化することもできます。
　区では、安価でコンポスト化容器をあっせんしています。
容器を購入する方には補助剤を支給します。ぜひ家庭から
の生ごみ減量にご協力ください。

■対　　象：区内在住者

■定　　員： 30人（ 先着順、平成25年4月1日～
 平成26年3月31日の期間内必着）

■申込方法： はがき、FAX、電話で容器の
 形式・住所・氏名・電話番号を下記へ連絡。
 ※申込み後のキャンセルは不可。
 ※申込者には10日以内に、容器と
　 補助剤を配送。
 ※商品のパンフレットを下記にて配布。

■ 申 込 先：〒112-8555 文京区リサイクル清掃課
                     TEL 5803-1135 / FAX 5803-1356

■申込先 　〒112-8555 文京区リサイクル清掃課　 TEL 5803-1135／FAX 5803-1356

●講座一覧表【一般区民及び学校対象】
№ 講座名 講　師 

1 手漉きはがき・しおりづくり ＮＰＯ法人 文京区消費者の会風呂敷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）
11 天ぷら油をリサイクル！ エコ・キャンドル工作教室 TOKYO油田　株式会社ユーズ
●講座一覧表【学校対象】
12 えこちょいす（環境ゲーム） 松本美智子（環境カウンセラー）
13 燃料電池って何だろう？～地球温暖化を防ぐために～ 東京ガス株式会社（東部支店）

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。

～申込方法～

●地上型コンポスターD70：
　70ℓ（一般家庭3～4人分）

●地上型

●ベランダ型

●地上型コンポスター130型：
　130ℓ（一般家庭4～6人分）

7070ℓℓ

1111ℓℓ

●ベランダ型EMサポートR11：
　11ℓ（2個セット）

【設置条件】

容器を2台置く場所が
あること。

【あっせん価格（税込）】
3,780円　2台1組

【区で支給する補助剤等】
ぼかし剤（500g×3個）

【設置条件】

地面を5～10㎝くらい掘っ
て埋め込むように設置する。
容器が満杯になったら引抜
き、別の場所に移して設置
できる場所があること。

【あっせん価格（税込）】
・コンポスターD70：　
　　　　　　  5,093円
・コンポスター130型：
　　　　　　  5,303円

【区で支給する補助剤等】
発酵促進剤等（パラコンポ
110ｇ×2個＋無臭元300ｇ）

高さ
686㎜

横450㎜

130130ℓℓ高さ
660㎜

直径600㎜

1111ℓℓ高さ
332㎜

直径307㎜

縦450㎜

※生ごみ密閉発酵容器

トップページ
（http://www.city.bunkyo.lg.jp/）
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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 H0212016


