
回収拠点へ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、スマートフォン・携帯電話、水銀使用計器類【資源】

●紙パック
中をすすぎ、切り開いて、乾かしてから出してください。
※回収するものは、500ml 以上で飲料用のものに限ります。
※内側が銀色のものは可燃ごみへお出しください。

※つまようじでささるやわらかい素材のものです。

●プラスチック製ボトル
プラマークが入っているシャンプー、洗剤、ソースなどの容器として使用されているボトル容器を回収します。
キャップ・ポンプなどは外して、ボトル内を洗ってから出してください。
※チューブタイプ（マヨネーズなど）、油の入った容器など汚れの激しいものや、キャップ・ポンプは可燃ごみに出してください。

回収 
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●食品トレイ
軽く洗って、乾かしてから出してください。

●インクカートリッジ
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拠点へ

●乾電池
使い捨ての筒型乾電池（一次電池）とコイン型リチウム電池
を回収します。コイン型リチウム電池はセロテープやビニー
ルテープを貼って絶縁してからお出しください。
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●衣類（着物・帯は除きます）

●蛍光管
購入時に入っていた箱に入れるか、紙に包んで出してください。
※割れているものや白熱電球などは不燃ごみの日に他の不燃ごみ
とは分けて出してください　。

●スマートフォン・ 携帯電話
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フォン・ 携

※回収拠点までお持ちいただくのが困難な場合は、携帯電話はリチウムイオン電池をとり出した上で不燃ごみへ、スマートフォンは販売店
にお問い合わせください。乾電池、蛍光管、水銀使用計器類は不燃ごみの日に他の不燃ごみとは分けて出してください　。
その他の品目は可燃ごみに出してください。

●水銀使用計器類
購入時に入っていた箱やケースに回収ボックス（横10cm×縦4cmの投入口）に入れて

ください。
※タブレットは不可
※個人情報が含まれるデータは、削除してください。

入れてお持ちください。

プリンターメーカー 4 社（ブラザー、キヤノン、エプソ
ン、ヒューレットパッカード）が共同で実施しているイン
クカートリッジ里帰りプロジェクトに参画し、ご家庭で使
用済みのインクカートリッジを回収します。
※トナーカートリッジは不可

※大量に持ち込む場合は、文京シビックセンターで月～金の9時～
16時で受け付けます。持込み日時を決めて事前にリサイクル清
掃課までお電話ください。

※ボタン電池や充電式電池は回収できませんので、リサイクル協
力店等にある回収ボックスに出してください

※家庭から出たものに限ります。
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回収拠点一覧
施設名 所在地 紙パック 衣類 蛍光管

乾電池・
発泡スチロール食品トレイ・
インクカートリッジ・
プラスチック製ボトル

携帯電話・
スマート
フォン

水銀使用
計器類

小石川運動場 後楽 1-8-23 ●

文京シビックセンター 春日 1-16-21

● ● ● ● ● ●

1階　礫川公園側入口　 7：30～ 22：00
（年末年始 12/29 ～ 1/3 と 5月第 3日曜日を除く）

※令和 3年度のみ 5月第 3土曜日も除く

17階
リサイクル清掃課窓口
平日 8：30～ 17：00

礫川地域活動センター 小石川 2-18-18 ● ● ● ●

小石川図書館 小石川 5-9-20 ●

播磨坂清掃事業所 小石川 5-40-21 ● ● ● ●

白山東児童館 白山 1-29-10 ●

白山交流館 白山 4-27-11 ●

東都無線株式会社 千石 1-16-14 ●

千石図書館 千石 1-25-3 ●

大原地域活動センター 千石 1-4-3 ● ● ● ●

水道児童館 水道 1-3-26 ●

水道端図書館 水道 2-16-14 ● ●

文京総合福祉センター 小日向 2-16-15 ● ● ●

大塚地域活動センター 大塚 1-5-17 ● ● ● ●

スポーツセンター 大塚 3-29-2 ●

大塚公園みどりの図書室 大塚 4-49-2 大塚公園内 ●

フジ特販 大塚 5-7-11 ●

コモディイイダ江戸川橋店 関口 1-47-12 ●

目白台図書館 関口 3-17-9 ●

音羽地域活動センター 音羽 1-22-14 ● ● ● ●

目白台交流館 目白台3-18-7 目白台総合センター内 ●

湯島総合センター 本郷 3-10-18 ●

男女平等センター 本郷 4-8-3 ●

区民センター 本郷 4-15-14 ●

湯島地域活動センター 本郷 7-1-2 文京総合体育館内 ● ● ● ●

教育センター 湯島 4-7-10 ●

向丘地域活動センター 向丘 1-20-8 ● ● ● ●

根津交流館 根津 1-14-3 根津総合センター内 ●

根津地域活動センター 根津2-20-7 不忍通りふれあい館内 ● ● ● ●

汐見地域活動センター 千駄木 3-2-6 汐見地域センター内 ● ● ● ●

千駄木交流館 千駄木 3-42-20 ●

保健サービスセンター本郷支所 千駄木 5-20-18 ●

東京ガスライフバル文京白山店 本駒込 1-13-1 ●

駒込地域活動センター 本駒込3-22-4 本駒込地域センター内 ● ● ● ●

勤労福祉会館 本駒込 4-35-15 ● ● 〇（乾電池のみ）

令和 3年 4月現在

（令和5年３月２８日まで）※

※大塚地域活動センターは、令和5年4月1日より大塚1-4-1に移転します。
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