ごみ／環境／リサイクル
資源・ごみの分け方と出し方
資源・ごみ集積所で、古紙・容器包装プラスチック・びん・缶・ペットボトル・スプレー缶・カセットボン
ベ・乾電池は週1回、燃やすごみは週2回、金属・陶器・ガラスごみは月2回収集しています。
「資源・ごみの正
しい分け方・出し方」をご覧いただき、資源・ごみの正しい分別と排出にご協力ください。
※転入・転居などで、資源・ごみ集積所についてご不明な点がある場合は、以下の清掃事務所・清掃センターへご相談
ください。
お住まいの住所

所在地

問い合わせ

大久保2・3丁目／上落合／北新宿4丁目／下落合／高田馬場／ 新宿清掃事務所
戸塚町／戸山／中井／中落合／西落合／西早稲田／百人町3・
（下落合2-1-1） 地図▶P60・61
4丁目

☎3950-2923
3950-2932

大久保1丁目／歌舞伎町／北新宿1〜3丁目／新宿3〜7丁目／ 歌舞伎町清掃センター
（歌舞伎町2-42-7） 地図▶P53・60
西新宿／百人町1・2丁目

☎3200-5339
5272-3494

新宿東清掃センター
（四谷三栄町10-16） 地図▶P58

☎3353-9471
3353-9505

上記以外の住所

資

源
古

週1回

紙

容器包装プラスチック

ごみ／環境／リサイクル

雑誌・本・雑紙

新聞

(4つ折･A4サイズにして
出してください｡)

（雑誌､本､ノート､チラシ､
菓子箱､包装紙､封筒、
トイレットペーパーの芯など）

カップ

ポリ袋・フィルム

ふた・とめ具

トレイ・パック

紙パック

ダンボール

ボトル

（ペットボトルは除く）

種類別にひもでしばって､出してください｡

※商品を入れたり
【容器】、包んでいる
【包装】
プラスチックのことです。

汚れが取れないものは燃やすごみへお出しください｡
危険物（P141区で収集できないもの参照）や医療廃

発泡スチロール
棄物は混ぜないでください。
果物のネット
容器包装プラスチック以外は入れないでください｡
気泡緩衝材（プチプチ）

資源・ごみの分け方と出し方

びん､缶､ペットボトル､スプレー缶・カセットボンベ・乾電池は中身の見える
ポリ袋に入れてお出しください｡
※資源回収容器
（コンテナ・ネット）
を貸し付けている集合住宅等は、コンテナ・ネットにバラで入れて出してください。
※品目ごとに回収時間が前後します。

缶

び ん

・飲料・食品用
・化粧品用
・飲み薬用

・飲料
・食品用のアルミ缶、スチール缶

水で軽くすすいでください｡

水で軽くすすいでください｡

ペットボトル

水で軽くすすいでください｡

スプレー缶・カセットボンベ・乾電池

・スプレー缶
・カセットボンベ
・マンガン乾電池
・アルカリ乾電池
・リチウム一次電池
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新宿清掃事務所☎3950-2923／新宿東清掃センター☎3353-9471／歌舞伎町清掃センター☎3200-5339

燃やすごみ

週2回

容器包装プラスチック以外のプラスチック製品

衣類･紙おむつなど

食用油

少量の植木
の枝･葉
ゴム･皮革製品

剤

汚物は
取り除いてください｡

紙や布にしみ込ませるか
凝固剤で固めてください｡

50cm以下の長さに
してください｡

金属・陶器・ガラスごみ

月2回

35

6

1

42

水銀体温計･
水銀血圧計

42

40

8

体温計
血圧計
1

9
37

40

蛍光ランプ

1112 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

中身の見える小袋に入れ､
水銀が漏れないようにしてお出しください｡

購入時のケースに
入れるか､厚紙などで
包んでください｡

割れたガラス･陶器･刃物は厚紙などで
包み｢危険｣と表示してください。

ライター

粗大ごみ（有料）

中身の見える別袋に
入れてください。

下図の立方体の
中 に 入らな い も
の が 粗 大 ご みに
なります。

※解体・分解しても
粗大ごみです。

粗大ごみ受付センター
粗大ごみ受付センター

検索

インターネット
（24時間）

30㎝

https://sodai.tokyokankyo.or.jp/Sodai/V2Index/0/0/0/0/

☎5296-7000（月～土､午前8時～午後7時）

30㎝

30㎝

ごみ／環境／リサイクル

事前申込制

家庭から出る家具･寝具･自転車など一辺の
長さがおおむね30cmを超える大型ごみは､
粗大ごみ受付センターへの申し込みが必要
です｡
（大きさや重さが一定限度を超える場
合は収集できないことがあります｡）

申し込みは

他のごみとは別にしてお出しください｡

9

水銀使用製品

家庭用

ふたつきの容器または
中身の見えるポリ袋に
入れてお出しください｡

8

金属､陶器､ガラス､小型の家電製品など

37

水切りをして
お出しください｡

6

固化

紙くず

35

生ごみ

ふたつきの容器または
中身の見えるポリ袋に
入れてお出しください｡

汚れの取れない
容器包装プラスチック

家庭から一度に多
量のごみを出す場
合は有料になりま
す｡
事前に上記の清掃
事 務 所・清 掃セン
ターにご相談くだ
さい｡

エアコン､テレビ､冷蔵庫､
冷凍庫､洗濯機､衣類乾燥機
販売店､または家電リサイクル受付
センター（連絡先は区HPをご覧く
ださい）
へお申し込みください｡

家庭用パソコン
廃棄する機種のメーカーに
直接お申し込みください。

メーカーの連絡先は､
パソコン3R推進協会(☎5282-7685)
でご確認ください｡
https://www.pc3r.jp/

小型家電リサイクル法に基
づく認定事業者が宅配便に
よる回収を行っています。

資源・ごみの分け方と出し方

区で収集できないもの
危険性のあるもの･処理が困難なもの
石油類､塗料､薬品類､印刷用インク､花火､
多量のマッチ･ライター､土､砂､石､ブロッ
ク､汚泥､消火器､バッテリー､タイヤ､オート
バイ､ピアノ､耐火金庫など
専門の収集業者を紹介しますので､上記
の清掃事務所・清掃センターへお問い合
わせください｡

リネットジャパンリサイクル株式会社
へお問い合わせください｡ https://www.renet.jp/
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新宿清掃事務所☎3950-2923／新宿東清掃センター☎3353-9471／歌舞伎町清掃センター☎3200-5339

事業者が排出する資源・ごみは、自己処理が原則です
会社、お店、事業所やその他の事業活動に伴って排出される資源・ごみは、排出事業者自らの責任で適正に処
理することが法律（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条第一項）により定められています。自ら処理でき
ない場合には、許可業者※へ委託して適正に処理しなければなりません。
※許可業者については、区のホームページから「事業系のごみ」で検索してください。
⃝事業系の資源・ごみとは、商店や会社などの事業活動だけではなく、営利を目的としない教育、福祉などの公
共公益事業などから排出される資源・ごみも含まれます。従業員等が飲食した後に出る弁当がら、びん、缶、
ペットボトルなども事業系の資源・ごみとなります。
自ら処理することができず、許可業者への委託も困難な小規模事業者は下記の清掃事務所・清掃センターへ
お問い合わせください。
新宿清掃事務所 ☎3950-2923 新宿東清掃センター ☎3353-9471 歌舞伎町清掃センター ☎3200-5339

資源・ごみ集積所のカラス・猫被害
問

新宿清掃事務所

☎3950-2923



3950-2932

新宿東清掃センター



☎3353-9471

3353-9505

☎3200-5339

5272-3494

☎5273-3318

5273-4070

歌舞伎町清掃センター



ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係

資源集団回収








ごみ／環境／リサイクル

カラスや猫による生ごみの散乱被害を防ぎ、資源・
ごみ集積所をきれいに保つため、防鳥ネットを貸し
出しています。

問

新宿清掃事務所事業係 

☎3950-2962

3950-2932



ごみの減量と資源の再利用を図るため、地域団体
（町会・自治会・マンションの管理組合等）が主体とな
り、新聞・雑誌・ダンボール・アルミ缶等を集め、回収
業者に引き渡す自主的なリサイクル活動です。
区では、実施団体として登録された団体に活動支
援として回収量に応じた報奨金を支払うほか、回収
作業に必要な物品等を支給しています。

資源・ごみの分け方と出し方
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住所を変更する方はご確認ください

環境／リサイクル
ごみ減量リサイクル課まち美化係

☎5273-4267

5273-4070

問



区内全域で条例により、路上喫煙・ポイ捨てを禁止
しています。
路上喫煙はポイ捨ての原因となるだけでなく、タ
バコの火によるやけど・衣服の焼け焦げや、受動喫煙
による被害をもたらします。安全で快適なまちづくり
のため、路上喫煙・ポイ捨て禁止にご協力ください。
また、
「 路上喫煙禁止」や「ポイ捨て禁止」のポス
ターなどをごみ減量リサイクル課の窓口や各特別出
張所で配布していますのでご活用ください。
なお、地域で清掃活動を行う団体には清掃用具を貸
し出すほか、コミュニティ活動補償制度が適用され、
保険料を区が負担します。事前にご相談ください。

新宿リサイクル活動センター
 5330-5374 5330-5371
☎
高田馬場4-10-2
（地図▶ P60
）



 曜 日（ 祝 日 の 場 合 は 翌 日 ）、年 末 年 始
月
（12月29日〜1月3日）

西早稲田リサイクル活動センター
問 ☎5272-5374

5272-5384

西早稲田3-19-5
（地図▶ P60

）



区内の家庭で不用となった家具を無料で引き取り、
清掃・修理後にリユース家具として展示・販売してい
ます。また、掲示板を利用して家庭で不用になった家
具・電気製品等の情報交換ができます。
月2回フリーマーケット及び月1回フー
ドドライブを開催しています。
http://www.shinjuku-rc.org/nishiwaseda/
◦休館日 月 曜 日（ 祝 日 の 場 合 は 翌 日 ）、年 末 年 始
（12月29日〜1月3日）



）

環境に関する情報収集・発信を行っています。研修
室と展示室は、活動の場として有料で利用できます。
環境について楽しみながら学ぶことがで
きるイベントや講座なども開催していま
す。
https://www.shinjuku-ecocenter.jp/
◦開館時間 午前10時〜午後9時
◦休 館 日 第4月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
始（12月29日〜1月3日）

環境・公害についての相談
問

環境対策課公害対策係

☎5273-3764



5273-4070

騒音、振動、悪臭などの公害でお困りの方は、ご相
談ください。

環境対策課環境計画係

☎5273-3763



5273-4070

環境についての調査・資料・測定結果、地球温暖化
対策等に関する問い合わせに応じています。

都 大気汚染情報
（テレホンサービス）
問

☎5640-6880

環境／リサイクル

◦休館日

☎3348-6277

3344-4434
西新宿2-11-4 新宿中央公園内（地図▶ P62
〔併設施設：新宿区立区民ギャラリー〕

問

3Rの推進拠点として、リサイクルに関する講座や
家庭で不用になった生活用品の展示・販売をしてい
ます。また、掲示板を利用して家庭で不用になった家
具・電気製品等の情報交換ができます。
月2回フリーマーケット及び月1回フー
ドドライブを開催しています。
http://www.shinjuku-rc.org/shinjuku/index.html

エコギャラリー新宿

ごみ／環境／リサイクル

問

地区別施設の連絡先

環境学習情報センター

路上喫煙・ポイ捨て禁止
問

関連ページ

光化学スモッグ注意報の発令状況など、健康に影
響を与える可能性のある大気汚染情報をご案内しま
す。

ワットモニター
（電気使用量測定器）の貸し出し
問

環境対策課環境計画係

☎5273-3763

5273-4070



個別の電気製品の電気使用量を表示する「ワット
モニター」を無料で貸し出しています。いつでも電気
使用量をチェックできるようになり、ご家庭や事業
所の省エネに最適です。
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