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「刃物」や「とげがあるもの」は、紙に包むなどしてからごみ袋に入れてください

写真：目黒川みんなのイルミネーション 2021　（廃食用油をバイオディーゼル燃料にリサイクルして発電に使用）

東京港内の新海面処分場は、23区の最後の埋立処分場です。長く使うた
めにも、地球の温暖化を防ぐためにも、一人ひとりができることからはじ
めてみませんか。

ごみ減量で地球を守ろう！

杉並清掃事務所高円寺車庫
亀田統括技能長

スマートフォン用
アプリ「なみすけ
のごみ出し達人」
からもアクセスで
きます！

杉並区の粗大ごみ処理券を
貼ってお出しください。他区
の粗大ごみ処理券が貼ってあ
ると収集できません。

◆電　話（午前８時～午後７時）03－5296－5300
◆インターネット(24時間受付）
　https ://sodai.tokyokankyo.or. jp/
◆ファクス(24時間受付）03－5296－7001

▼ IOS版 ▼Android版
　現在、粗大ごみは、申し込みから収集まで、約
1カ月程度かかっています。早めの申し込みをお願
いします。
　また、粗大ごみ受付センターへの申し込みは、
電話のほか、インターネット又はファクスでも受
け付けておりますのでご利用ください。

粗大ごみ受付センター

マスター

注意

杉並清掃事務所・方南支所問

粗大ごみは、日にちに余裕をもって申し込みをお願いします

清掃事務所からのお願い清掃事務所からのお願い

　先がとがっているものをごみで出す場合、
そのままごみ袋に入れて出されてしまうと、
収集職員がケガをする恐れがあります。
　例えば、竹串なら折り曲げて短くし、紙に
包むなどしてから「可燃ごみ」に出してくだ
さい。刃物類は、厚手の紙などで包み、「危険」
と表記して「不燃ごみ」に出してください。

・バラのとげ（可燃ごみ）・みかんの木の枝のとげ（可燃ごみ）
・つまようじ（可燃ごみ）・カミソリ（不燃ごみ） 

< このようなものにもお気を付けください> とげのある植物は紙で包んで
ください。

刃物類のごみの出し方

杉並清掃事務所・方南支所問

会社名：株式会社 トーカンエクスプレス（3月31日（木曜日）まで）
電話：03-3364-8566  時間：午前 9時～午後 5時（土曜日・日曜日、祝日を除く）

配布に関する
問 合 せ 先

ごみ減量対策課事業計画係問

　2 月１日（火曜日）から 2 月 2１日（月曜日）まで、令和4 年度
（2022年度）版「ごみ・資源の収集カレンダー 分け方・出し方」
を全戸配布しました。表紙は、黄色です。他の広告に紛れている
場合があるのでご確認ください。
　収集曜日等に変更はありませんが、この機会に、もう一度ごみ・
資源の分別をご確認の上、正しい分け方・出し方にご協力をお願
いいたします。

「令和4年度 （2022年度）版ごみ・資源の収集カレンダー
分け方・出し方」を2月に全戸配布しました。

届 い て
いますか？

発　行　日　令和 4 年 3 月５日
編集・発行　杉並区環境部ごみ減量対策課・
　　　　　　杉並清掃事務所・方南支所

☆この「清掃情報紙ごみパックン」を読み終わって処分する時は、古紙（雑がみ）としてお出しください。 【問い合わせ先】　●ごみ減量対策課  阿佐谷南 1-15 -1（杉並区役所）  電話 03-3312-2111（代表）  →次頁へ 

・令和4 年4 月から廃食用油・小型充電式（二次）電池・
　インクカートリッジの回収拠点が増えます
・令和4 年度版カレンダーを全戸配布しました

今 号 の
主な記事

年4回（6・9・12・3月）各5日発行

廃食用油や小型充電式（二次）電池などは大切な資源です。区では、ごみの減量
と資源化を進めるため、令和 4 年 4 月から回収拠点を増やします。
ごみの減量・リサイクルにご協力をお願いします。　　　　　 → 詳細は中面へ

令和4年4月から、各地域区民センター（高円寺
を除く）でも家庭から出る廃食用油・小型充電式
（二次）電池、インクカートリッジを回収いたします。

令和4年4月から、各地域区民センター（高円寺
を除く）でも家庭から出る廃食用油・小型充電式
（二次）電池、インクカートリッジを回収いたします。
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→続き【問い合わせ先】　●杉並清掃事務所  成田東5-15-20  電話 03-3392-7281  ●杉並清掃事務所方南支所  方南1-3-4  電話 03-3323-4571

ごみパックン配布協力店舗（順不同）：サミットストア（和泉店、久我山店、高井戸東店、西永福店、妙法寺前店）生活協同組合コープみらい（荻窪店、上井草店、松庵店、成田東店、 　　　　　　 西荻店）ピーコックストア（阿佐谷店、井荻店、久我山店）東急ストア（高円寺店）西友（阿佐ヶ谷店、高円寺店、下井草店、浜田山店、富士見ヶ丘店、高井戸東店、西荻窪店）無印良品 西友荻窪

［出し方］

［出し方］

リサイクルボックス

　家庭で使い終わった天ぷら油等の処分は、どうしていますか？可燃ごみとして排出されたものは、
ごみとして処分されてしまいますが、適切な処理をすれば立派な資源に生まれ変わります！回収した
廃食用油は、ほぼ100％飼料・せっけん・バイオディーゼル燃料などにリサイクルされます。区では
使用済みの食用油だけでなく、棚の奥などから出てきた賞味期限切れの食用油も回収しています。
　特に、バイオディーゼル燃料は、CO₂の排出を抑えるなど環境にもやさしい燃料として発電にも
利用され、イベントなどでも使用されています。（表紙写真参照）

　小型充電式（二次）電池には、ニッケル・カドミウム・コバルトなど希少な金属
が使われています。そのため、一般社団法人JBRCでは、2001年に施行された「資
源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、協力店（電気店やスーパーマー
ケットなど）での回収を開始しました。区でも2020年2月より協力団体として、「小
型充電式電池リサイクルボックス」（右の写真）を設置し、回収をしています。可燃
ごみやプラスチック製容器包装に混入すると発火の恐れもあり危険です。適正な
排出及び資源の再利用のため、回収拠点への持ち込みをお願いします。
　小型充電式（二次）電池は、下記のリサイクルマークが目印です。

回収された小型充電式（二次）
電池は、電池、ステンレス製品、
耐熱合金などに再利用されます。

＜再利用製品の例＞

ショートの恐れがありますの
で　 極、　極の金属端子部に
ビニールテープ（絶縁テープ）
を貼り、出してください。

　区は、キャノン、エプソン、ヒューレット・パッカード、ブラザー 4社と郵便局が
実施している「里帰りプロジェクト」に協力し、使用済みインクカートリッジを回
収しています。上記4社以外のインクカートリッジやコピー機・プリンターのトナ
ーは回収できません。可燃ごみに出してください。
＊下記受付窓口の他、区内図書館（成田・高円寺除く）
　でも回収しています。

家庭から出る廃食用油 小型充電式（二次）電池

使用済みインクカートリッジ

回収できる油

灯油やエンジンオイ
ルなどの鉱物油、
飲食店などから出る
業務用油（事業系）

【一般社団法人 JBRC】
https://www.jbrc.com

＊区立施設以外の回収協力店の場所・対象電池など、
　右記ホームページで検索できます。

※阿佐谷地域区民センターは、移転のため、4月から上記住所・電話番号に変更（3月中は休館）
※高円寺地域区民センター（セシオン杉並）は、施設改修工事のため、令和5年4月まで休館予定

回収できない油

ごみ減量対策課（杉並区役所西棟 7階） 阿佐谷南 1丁目 15番 1号 03‒3312‒2111（代表）

杉並清掃事務所 成田東 5丁目 15番 20号 03‒3392‒7281

杉並清掃事務所　方南支所 方南 1丁目 3番 4号 03‒3323‒4571

杉並清掃事務所　高円寺車庫 高円寺南 2丁目 36番 31号 03‒3317‒6771

環境活動推進センター 高井戸東 3丁目 7番 4号 4 階 03‒5336‒7352

阿佐谷地域区民センター（4月1日オープン） 阿佐谷北 1丁目 1番 1号 03‒5356‒9501
井草地域区民センター 下井草 5丁目 7番 22号 03‒3301‒7720
永福和泉地域区民センター 和泉 3丁目 8番 18号 03‒5300‒9411
荻窪地域区民センター　 荻窪 2丁目 34番 20号 03‒3398‒9125
高井戸地域区民センター（建物名：高井戸市民センター） 高井戸東 3丁目 7番 5号 03‒3331‒7841
西荻地域区民センター 桃井 4丁目 3番 2号 03‒3301‒0811

受付窓口（回収拠点）一覧

回収拠点 リサイクル工場

中間処理施設

回収

石けん

バイオ
ディーゼル
燃料

廃食用油をリサイクルしたキャンドル

肥料
飼料

高井戸東店、西荻窪店）無印良品 西友荻窪

リサイクルボックス

ドミウム・コバルトなど希少な金属
年に施行された「資

源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、協力店（電気店やスーパーマー
月より協力団体として、「小

を設置し、回収をしています。可燃
。適正な

施設名 住所

住所 電話番号

電話番号

令和4年4月から受付開始の施設

家庭から出る廃食用油
（サラダ油、オリーブ油、
 ごま油、ラードなど）
※未開封の賞味期限切れも
　回収します

ショートの恐れがありますの

「インクカートリッジの
出し方」区HP

※一般社団法人 JBRC小型充電式電池のリサイクルより引用

ニカド電池など ステンレス製品など

・耐熱鋼等特殊鋼
・銅製品など
  飛行機のジェット
  エンジンの耐熱鋼使用
  部品など

「家庭から出る
廃食用油を
回収します」
区HP

絶縁の
お願い

※ペットボトルを使用する場合は、しっかりと水気を切って使用
※びんは割れる可能性があるため使用不可（ただし、オリーブ油などびんに入っている未開封の油は除く）
※油かすなどの固形物は入れない

回収拠点が
増えます！

リサイクルイメージ

リサイクルマーク

ごみ減量対策課事業計画係問
※受付時間は、各施設の開館時間です。
※休業日等の詳細は、ホームページ等をご覧ください。

( )
業
務
用

菜
種
油


