都内区市町村における使用済小型電子機器等のリサイクル取組状況
回収方法及び概要
区市町村名

分別
回収

拠点
回収

ピック イベント
アップ
回収

窓口
回収

○

千代田区

○

概要

回収場所等

対象品目

千代田区役所２Ｆ総合窓口課、麹町出張
所、富士見出張所、神保町出張所、神田
公園出張所ストックヤード、和泉橋出張所
ストックヤード、ちよだパークサイドプラザ、
区施設に、回収ボックスを設置し、投入
スポーツセンター、九段生涯学習館、四番
口（30センチ×15センチ）に入る小型家
町図書館、昌平まちかど図書館、神田まち
電を、直接投函による回収（17か所）
かど図書館、西神田コスモス館ストック
ヤード、千代田清掃事務所、飯田橋車庫、
障害者福祉センター、いきいきプラザ一番 （主な品目）
携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラ、ビ
町
デオカメラ、電話機、カーナビ、携帯ゲーム機、
小型家電（回収ボックス投入口【30セン
千代田区役所５階安全生活課窓口、万世 電卓、携帯音楽プレーヤー、ＡＣアダプター、ド
チ×15センチ】を通るもの）を、窓口での
ライヤー、電気カミソリ、ＩＣレコーダー、ラジオ
橋出張所窓口
対面回収(2か所）
等
区イベント「環境まつり」、あおぞら・ふれ
あい相談回収において、会場内に回収
千代田区役所１Ｆ区民ホール、ほほえみプ
ボックスを設置し、投入口（30センチ×15
ラザ他
センチ）に入る小型家電を、直接投函に
よる回収を行った。

○

○

中央区

○

○

○

港区

その他

○

携帯電話 51.8㎏
その他 1,144.5㎏

携帯電話0.2㎏
その他8.3㎏

(常設)
リサイクルハウスかざぐるま明石町、リサ
イクルハウスかざぐるま箱崎町、区役所本
庁舎、中央清掃事務所、日本橋特別出張
区施設に設置したボックスの投入口（10
所、月島特別出張所 の6か所
センチ×25センチ）に入る小型家電を回
(土曜日のみ)
収するとともに、資源の拠点回収（毎週
城東小学校、泰明小学校、中央小学校、
土曜日）の対象品目としても同基準によ
明石小学校、京橋築地小学校、明正小学
り回収している。
校、銀座中学校、常盤小学校、日本橋小
学校、有馬小学校、久松小学校、阪本小
学校、日本橋中学校、佃島小学校、月島
第一小学校、月島第二小学校、月島第三
小学校、豊海小学校 の18か所

10cm×25cm以下の小型家電
【例】
携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、
ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、
ＡＣアダプター、タブレット端末、ＩＣレコーダー、
ＵＳＢメモリー・メモリーカード、電話機、ラジ
オ、ドライヤー、電気かみそり、リモコンなど

携帯電話
74.451kg
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ小型家電
1427,15kg

粗大ごみとして回収した後、区の中継所
月島粗大中継所
にてピックアップしている

電子レンジ、DVDプレーヤー、炊飯器等

粗大系小型家電
5,280kg

区イベント「エコまつり」にて、ボックスの
投入口（10センチ×25センチ）に入る小 区立あかつき公園
型家電の回収を行った。

10cm×25cm以下の小型家電
【例】
携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、
ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、
ＡＣアダプター、タブレット端末、ＩＣレコーダー、
ＵＳＢメモリー・メモリーカード、電話機、ラジ
オ、ドライヤー、電気かみそり、リモコンなど

各地区総合支所６、エコプラザ、みなとリ
区の施設にボックスを設置し、対象品目
サイクル清掃事務所、いきいきプラザ４、
を限定して、区民に直接投函してもらう
区民センター１ の合計13か所

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメ
ラ、ポータブルカーナビ、電子手帳、卓上計算
機、ＡＣアダプター等のコード類

携帯電話 241kg
その他 967kg

芝浦清掃作業所
不燃ごみ及び粗大ごみとして収集した
新堀粗大ごみ中継所
後、区の中継所にてピックアップしている
の２か所

携帯電話、デジタルカメラ、電子レンジ、プリン
ター、ビデオデッキ、掃除機、扇風機、炊飯器、
自転車 等

不燃ごみ 281.2ｔ
コード類 14.3ｔ
粗大ごみ 172.5ｔ

おまつりやイベントでブースやテントス
ペースを設け資源回収を実施

○

令和元年度
上半期
回収実績

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
各地区総合支所管内（５か所）での資源回 機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメ
収イベント会場
ラ、ポータブルカーナビ、電子手帳、卓上計算
機、ＡＣアダプター等のコード類

0kg

29.5kg

○

粗大ごみとして回収した後、中継所にて
ピックアップしている
豊島区東池袋粗大ごみ中継所
ピックアップは豊島区と協同で処理を
行っている

電子レンジ、プリンター、ビデオデッキ、掃除
機、扇風機、オーディオ機器 等

○

区内の資源・ごみ集積所から金属・陶器
新宿中継・資源センター
ガラスごみ（不燃系）を収集後、手作業
新宿清掃事務所
により選別している

小型家電リサイクル法に定める制度対象品目
全て

167,347.0 kg

四谷特別出張所、箪笥町特別出張所、榎
町特別出張所、若松町特別出張所、大久 携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルビデオカ
区役所本庁舎等の区施設（1２か所）に
保特別出張所、戸塚特別出張所、落合第 メラ、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機、
専用回収ボックスを設置し、対象品目を
一特別出張所、落合第二特別出張所、柏 ポータブルカーナビ、電子辞書、電卓、リモコ
限定して、区民に直接投函してもらう
木特別出張所、角筈特別出張所、区役所 ン・ケーブル・ACアダプター等の附属品
本庁舎1階、環境学習情報センター

1,057.6 kg

74,576.0 kg

新宿区

○

○

○

○

区の施設（7か所）の窓口に、区民に直
接持参してもらう

新宿区役所ごみ減量リサイクル課（本庁舎
7F）、新宿リサイクル活動センター、西早稲
田リサイクル活動センター、新宿清掃事務
所、新宿東清掃センター、歌舞伎町清掃セ
ンター、新宿中継・資源センター

○

263.4 kg

粗大ごみとして回収した後、区の中継所
小石川中継所（文京清掃事務所）
にてピックアップしている

179,020㎏
電子レンジ、小型プリンター、ビデオデッキ、掃 （小型家電以外の
除機、扇風機、オーディオ・アンプ類 等
金属製品も含む総
量）

小型家電回収モデル事業として、ステー
文京シビックセンター地下2階区民ひろば
ジエコ（みんなのフリーマーケット）開催
時（4回）にボックスを設置し、回収した

携帯電話、携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム
機、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、
ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、
ＡＣアダプター（9品目）

13.7㎏

平成28年8月からモデル事業として、移
携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機、デジタル
動拠点回収を開始し、区民に直接持って
区立公園16箇所（毎週土曜日1箇所ずつ） カメラ、ポータブルビデオカメラ、ポータブル
きてもらっている。29年度はこの事業は
カーナビ、卓上計算機、ＡＣアダプター（7品目）
廃止している

0kg

文京区

廃止

携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルビデオカ
メラ、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機、
ポータブルカーナビ、電子辞書、電卓、リモコ
ン・ケーブル・ACアダプター等の附属品

携帯電話・スマートフォン専用回収ボック
スを設置。平成29年8月から実施。平成 リサイクル清掃課窓口
31年4月から回収箇所を変更

携帯電話・スマートフォン

34.9㎏

回収方法及び概要
区市町村名

分別
回収

拠点
回収

ピック イベント
アップ
回収

台東区

概要

回収場所等

対象品目

令和元年度
上半期
回収実績

携帯電話131㎏
その他943㎏

粗大ごみとして回収した後、区のガレー
台東区北上野ガレージ
ジで選別している

ビデオデッキ、オーディオ、チューナー、オーブ
ン、トースター、電子レンジ、ミシン 等

○

区役所（１階アトリウム）、緑出張所、横川
出張所、文花出張所、墨田二丁目出張
所、東向島出張所、ひきふね図書館、緑
区の施設にボックスを設置し、対象品目
図書館、立花図書館、八広図書館、すみ
を限定して、区民に直接投函してもらう
だ清掃事務所、すみだ清掃事務所分室、
墨田区総合体育館、すみだ女性センター、
社会福祉会館

携帯電話、電話機、携帯音楽プレーヤー、携
携帯電話 168ｋｇ
帯ゲーム機、デジタルカメラ、ポータブルビデオ
バッテリー 11ｋｇ
カメラ、ＩＣレコーダー、コード類（ＡＣアダプター
小型家電 2,491ｋｇ
等含む）、電子辞書、電卓、ドライヤー、電気カ
コード類 792ｋｇ
ミソリ の１２品目

○

江東区役所、富岡出張所、小松橋出張
所、砂町出張所、南砂出張所、環境学習
情報館えこっくる江東、江東図書館、深川
図書館、東陽図書館、東雲図書館、亀戸
区施設に回収ボックスを設置し、投入口
図書館、東大島図書館、江東区文化セン
（15センチ×25センチ）に入る小型家電
ター、森下文化センター、古石場文化セン
に限定して、直接投函してもらっている
ター、総合区民センター、亀戸文化セン
ター、東大島文化センター、砂町文化セン
ター、深川江戸資料館、豊洲シビックセン
ター

○

江東区

395kg

15ｃｍ×25ｃｍ以下の小型家電
【例】
携帯電話・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ポータ
ブル音楽プレーヤー・小型ゲーム機・電子辞
書・電卓・カーナビ・ポータブルＤＶＤプレー
ヤー・携帯用ラジオ・携帯用テレビ・付属品類・
ハードディスクドライブ・リモコンなど

電子レンジ、ビデオデッキ、電気掃除機、扇風
粗大ごみとして回収した後、区の中継所 江東区粗大ごみ中継所（江東区清掃事務
機、オーディオ機器、プリンター(小型卓上型)
で選別している
所）
等

○

品川区

その他

台東区役所、台東清掃事務所、環境ふれ
携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
拠点回収として、区の施設にボックスを あい館ひまわり、生涯学習センター、谷中
機、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、
設置し、対象品目を限定して、区民に直 防災コミュニティセンター、台東地区セン
電子辞書、卓上計算機、ポータブルカーナビ、
接投函してもらう
ター
ＡＣアダプター
の６か所

○

墨田区

窓口
回収

-

214,570kg

○

拠点回収箇所：品川第一地域センター、台
場小学校、浅間台小学校、城南第二小学
校、第三日野小学校、日野学園、大崎第
一地域センター、第一日野小学校、品川
区清掃事務所、芳水小学校、三木小学
校、立会小学校、鈴ヶ森小学校、大井第二
地域センター、伊藤学園、品川区役所、大
拠点回収（毎月第２・第４土曜日）の対象
井第一小学校、大井第三地域センター、
品目として、使用済小型家電も回収31か
伊藤小学校、後地小学校、小山小学校、
所 常設箇所6か所
第二延山小学校、京陽小学校、延山小学
校、宮前小学校、旗台小学校、大原小学
校、豊葉の杜学園、八潮地域センター、源
氏前小学校、小山台小学校 全3１か所
常設箇所：総合庁舎2階、清掃事務所品川
庁舎・荏原庁舎、総合体育館・戸越体育
館、品川図書館、6か所

携帯電話・ＰＨＳ、デジタルカメラ、携帯ゲーム
機、電子辞書、デジタルオーディオプレイヤ、Ｃ
Ｄ／ＭＤプレイヤ、ＩＣレコーダ、カーナビゲー
ション、ＥＴＣユニット、ＶＩＣＳユニット、ＡＣアダ
プター、電卓、充電器、リモコン

1,985kg

○

総合庁舎本館１階西口、北部地区サービ
ス事務所、中央地区サービス事務所、南 携帯電話・スマートフォン、デジタルカメラ、電
区内の施設にボックスを設置し、対象品
部地区サービス事務所、西部地区サービ 子辞書、携帯音楽プレーヤー、ポータブルビデ
目を限定して、区民に直接投函してもら
ス事務所、清掃事務所、清掃事業所、目 オカメラ、卓上計算機、携帯ゲーム機、ポータ
う
黒区エコプラザ、 駒場住区センター、緑 ブルカーナビ、ＡＣアダプターなどのコード類
が丘コミュニティセンター本館の全１０か所

携帯電話 194㎏
その他 2,773kg

目黒区

粗大ごみとして回収した後、区の中継所
目黒区粗大中継所
で選別している

レンジ類、ビデオデッキ類、オーディオ機器類

42,923kg

区役所１階・８階、大森清掃事務所、調布
清掃事務所、蒲田清掃事務所、特別出張
所18か所（大森東、大森西、入新井、馬
込、池上、新井宿、嶺町、田園調布、鵜の
木、久が原、雪谷、千束、六郷、矢口、蒲
区内の施設等にボックスを設置し、対象 田西、蒲田東、糀谷、羽田）、入新井駐輪
品目を限定して、区民に直接投函しても 場、蒲田駅東口駐輪場、蒲田駅西口駐輪
らう
場、一部区立図書館（大田、大森南、大森
東、大森西、久が原、洗足池、羽田、六
郷、多摩川、蒲田）、その他区施設（消費
者生活センター、南馬込文化センター、池
上会館、雪谷文化センター、大田区民プラ
ザ、大田区産業プラザ）

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメ
ラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算
機、ＡＣアダプター、ＵＳＢメモリ

携帯電話 501㎏
その他 1,483㎏

○

収集又は自己持込みされた粗大ごみか
京浜島中継所、糀谷粗大中継所
ら回収

電子レンジ、ファクシミリ、ビデオデッキ、ＤＶＤ
レコーダ、ステレオセット、プリンター、電気ミシ
ン など

小型家電 250.49ｔ
その他鉄 377.05ｔ

○

収集した不燃ごみから回収

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、
ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、
ＡＣアダプター、ＵＳＢメモリ、その他小型家電

携帯電話 488㎏
その他 204,555㎏
その他鉄 269,080
㎏

区民イベント（おおたスポーツ健康フェス
タ、全国こどもチャレンジカップ、環境フェ
ア、ＯＴＡふれあいフェスタ、エコフェスタ
ワンダーランド）にて普及啓発及び回収
を実施予定

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、
ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、
ＡＣアダプター、ＵＳＢメモリ

携帯電話 0㎏
その他 0㎏

世田谷総合支所、北沢総合支所、砧総合
区内１０施設に回収ボックスを設置し、 支所、玉川総合支所、烏山総合支所、太
対象品目を限定し、区民に直接投函して 子堂出張所、松沢まちづくりセンター、喜
もらう
多見まちづくりセンター、エコプラザ用賀、
リサイクル千歳台

携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラ、携
帯音楽プレイヤー、ＩＣレコーダー、電子辞書、
卓上計算機、携帯ゲーム機器、ポータブルビ
デオカメラ、ポータブルカーナビ、電話機（ファッ
クス機能付きを除く）、ＡＣアダプター
※粗大ごみ対象品目は除く

対象品目5,300個
その他 3,435個

不燃ごみとして回収した後、区の不燃ご
希望丘中継所
み中継所で選別している

資源として売却可能な小型家電製品、金属類
等

資源化量731.07t

粗大ごみとして回収した後、区の粗大ご 船橋粗大ごみ中継所
み中継所で選別している
用賀粗大ごみ中継所

資源として売却可能な家電製品、金属類等

資源化量605.97t

○

○

大田区

○

○

区委託民間施設

世田谷区

○

回収方法及び概要
区市町村名

分別
回収

渋谷区

拠点
回収

ピック イベント
アップ
回収

窓口
回収

その他

概要

回収場所等

対象品目

○

区役所庁舎、渋谷区清掃事務所、第二美
竹分庁舎、本町リサイクルセンター、新橋
出張所、恵比寿社会教育館、代官山ス
ポーツプラザ、上原社会教育館、スポーツ
センター、本町図書館、本町出張所、幡ヶ
谷社会教育館、千駄ヶ谷社会教育館、中
区施設にボックスを設置し、投入口（13 央図書館、地域交流センター大向、長谷
センチ×28センチ）に入る小型家電に限 戸社会教育館、地域交流センター恵比
定して、区民に直接投函してもらう
寿、ケアコミュニティ原宿の丘、YCC代々
木八幡コミュニティセンター、西原出張所、
文化総合センター大和田、ひがし健康プラ
ザ、はつらつセンター参宮橋、地域交流セ
ンター代々木、勤労福祉会館、ホープ就労
支援センター、渋谷スポーツ共有プラザ＆
ラボすぽっとの全27か所

○

携帯電話（PHS、スマートフォンを含む）、携帯
区の施設に回収ボックスを設置し、対象 中野区役所１階ロビー、清掃事務所リサイ 音楽プレーヤー、携帯ゲーム機器、デジタルカ
品目を限定して、区民に直接投函しても クル展示室、中央図書館、区民活動セン メラ、ポータブルビデオカメラ、ポータブルカー
らう
ター（15か所） の全18か所
ナビ、電子辞書、卓上計算機、ACアダプター・
コード類

令和元年度
上半期
回収実績

13ｃｍ×28ｃｍ以下の小型家電
【例】携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯
ゲーム機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオ
カメラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計
算機、ＡＣアダプター等

携帯電話192㎏
その他2,764㎏

２，１７７㎏

○

粗大ごみとして回収した後、区の粗大ご
み中継所で、金属含有物と一緒に選別 丸山粗大ごみ中継所
している

資源として売却可能な家電製品、金属類等

○

不燃ごみについては、民間の資源化施
設において選別し、資源化している。
平成29年10月1日から「3分の1」を資源
化
平成31年4月1日から「全量」を資源化

区委託民間施設

携帯電話（PHS、スマートフォンを含む）、携帯
音楽プレーヤー、携帯ゲーム機器、デジタルカ
メラ、ポータブルビデオカメラ、ポータブルカー
ナビ、電子辞書、卓上計算機、ACアダプター・
コード類、その他小型家電

９５，３３６㎏

リネットジャパン株式会社と協定を締結
し、平成３１年４月１日から実施

宅配便による

重さ20kg以内・３辺合計140㎝以内のダンボー
ルに入る大きさの小型家電

13,840㎏

区施設で、対象品目を限定して、ボック
スによる回収を行っている。
なお、ボックスに入らない大きさのもの
（ファクシミリ、炊飯器等）は窓口で回収
している。

リサイクルひろば高井戸、柿木図書館

粗大ごみ、不燃ごみとして回収した後、
区内民間施設にて手選別後それぞれ
ピックアップしている。

区委託民間施設

２３６，２１９㎏

中野区

○

○

携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルビデオカ
メラ、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機、電
子辞書、ポータブルカーナビ、電卓、ACアダプ 7,294kg（イベント回
ター等コード類、電話機、ファクシミリ、ラジオ受
収47.17kg含む）
信機、ヘアードライヤー、電気かみそり、炊飯
ごみ減量対策課（区役所西棟７階）、杉並 器
区施設で、対象品目を限定して、対面で
清掃事務所・方南支所・高円寺車庫の4か
の回収を行っている。
所

○

杉並区

○

○

○

○
豊島区

○

○
北区

○

オーディオ機器、電子レンジ、掃除機、空気清
浄機、電話機等粗大ごみ及び不燃ごみとして
収集される小型家電リサイクル法対象品目全
て(パソコンを除く）

区内各所で開催されるイベントで回収。 永福和泉地域区民センターまつり

携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルビデオカ
メラ、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機、電
子辞書、ポータブルカーナビ、電卓、ACアダプ
ター等コード類、電話機、ファクシミリ、ラジオ受
信機、ヘアードライヤー、電気かみそり、炊飯
器

粗大ごみとして回収した後、金属系粗大
東池袋粗大ごみ中継所
ごみを中継所にてピックアップしている

電子レンジ、プリンター、ビデオデッキ、掃除
機、扇風機、オーディオ機器 等

粗大資源化量
427,370ｋｇ
不燃資源化量
320,390ｋｇ

47.17kg

91,017ｋｇ

30ｾﾝﾁ以下の小型家電
区内25ヶ所の施設に小型家電回収ボッ 区役所庁舎、地域区民ひろば、地域文化 【例】デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメ
クスを設置。対象品目を限定し、区民に 創造館、豊島清掃事務所、豊島リサイクル ラ、ゲーム機、電子辞書、ラジオ、電卓、リモコ
直接投函してもらう。
センター、みらい館大明 （全25ヶ所）
ン、電話機、形態型音楽プレーヤー、ACアダプ
ター・コード類

2,720ｋｇ

不燃ごみとして回収した後、民間の不燃
ごみ処理施設で選別している。（平成30 区委託民間施設
年４月から実施）

30ｾﾝﾁ以下の小型家電
【例】デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメ
ラ、ゲーム機、電子辞書、ラジオ、電卓、リモコ
ン、電話機、形態型音楽プレーヤー、ACアダプ
ター・コード類

762,981㎏

粗大ごみとして回収した後、中継所にて
自宅前等粗大ごみ収集場所
ピックアップしている

電子レンジ、プリンター、ビデオデッキ、掃除
機、扇風機、オーディオ機器等30㎤以上のも
の（金属系粗大ごみと併せて資源化）

224,040kg

区民には小型家電を含む金属系不燃ご
みとその他不燃ごみを別袋で出してもら
い、軽小型ダンプ車の荷箱を仕切り、分
集積所等不燃ごみ収集場所
別積載して収集する。
平成31年4月から分別収集後に民間の
資源化施設で選別している。

ドライヤー、時計、デジカメ、ゲーム機、電話機
等30㎤未満のもの

163,651kg

回収方法及び概要
区市町村名

分別
回収

拠点
回収

ピック イベント
アップ
回収

窓口
回収

○

その他

概要

対象品目

回収場所等

令和元年度
上半期
回収実績

区役所、あらかわエコセンター、あらかわリ
サイクルセンター、男女平等推進セン
ター、荒川山吹ふれあい館、荒木田ふれ
あい館、石浜ふれあい館、尾久ふれあい
区の施設にボックスを設置し、対象品目 館、汐入ふれあい館、西尾久ふれあい館、
を限定して、区民に直接投函してもらう 西日暮里ふれあい館、峡田ふれあい館、
東日暮里ふれあい館、町屋ふれあい館、
南千住駅前ふれあい館、南千住ふれあい
館、夕やけこやけふれあい館、ゆいの森あ
らかわ、全18か所

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメ
ラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算
機、ＡＣアダプタ

― kg
（平成31年3月
～令和元年9月）

3、6、9月開催フリーマーケット、3月開催
リサイクルフェスタ及び5月開催環境・清 各イベント会場
掃フェスタにて対面回収

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメ
ラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算
機、ＡＣアダプタ

携帯電話 3.25㎏
その他17.18㎏
（全5回）

荒川区

○

○

○

○

事前予約のうえ、区民が窓口へ持参

電子レンジ、掃除機、扇風機、プリンター、炊飯
あらかわリサイクルセンター、清掃リサイク
器等（概ね５０cm以内の電気コード付家電製
ル事務所
品）

区施設に、回収ボックスを設置し、投入
口（30センチ×15センチ）に入る小型家
電を、区民に直接投函による回収（14か
所）

区役所本庁舎地下１階入り口・7階清掃リ
サイクル課窓口、情報処理センター、板橋
東清掃事務所、板橋西清掃事務所、リサ
携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
イクルプラザ、エコポリスセンター、熱帯環
機器など、投入口に入る大きさの小型電子機
境植物館、赤塚支所、桜川地域センター、
器類全て
仲町ふれあい館、高島平地域センター、清
水地域センター、大東文化大学（学生及び
関係者専用）

○

○
練馬区

○

粗大ごみ中継所に搬入された小型家電全般
（こたつ、電気カーペット、電気毛布、オイル
ヒーター等を除く）

10月27日「富士見まつり」において回収
を行った。

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機器など、投入口に入る大きさの小型電子機
器類全て

携帯電話 0.8㎏
デジタル小型家電
3.2kg
その他小型家電
3.6kg
コード 3.2kg

不燃ごみとして回収した後、民間施設で
選別している（平成29年度から全量で実 区委託民間施設
施）

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、
ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、
ＡＣアダプター、ＵＳＢメモリ、その他小型家電

資源化量
155,343kg

区役所本庁舎、石神井庁舎、勤労福祉会
館、練馬区資源循環センター、豊玉リサイ
クルセンター、春日町リサイクルセンター、
区の施設にボックスを設置し、対象品目 関町リサイクルセンター、大泉リサイクル
を限定して、区民に直接投函してもらう センター、石神井清掃事務所、光が丘区
民センター、平和台図書館、大泉学園町
体育館、桜台体育館、貫井図書館、稲荷
山図書館、南大泉図書館の全16カ所

携帯電話、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機器、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメ
ラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算
機、ＡＣアダプター の９品目

携帯電話 563㎏
その他 1470㎏

粗大ごみとして回収した後、区の中継所 土支田中継所、資源循環センター
にてピックアップしている
の２か所

電子レンジ、ビデオデッキ、掃除機、扇風機、
ステレオ 等

家電分解品 37ｔ
鉄回収 398ｔ

平成29年10月から携帯回収ボックスに
おいて回収開始。(平成31年3月末で終
了）

〇
足立区

○

○

葛飾区

粗大ごみ、不燃ごみとして回収した後、
粗大ごみは中継所、不燃は民間施設に
民間施設３か所
て手選別後それぞれピックアップしてい
る

オーディオ機器、電子レンジ、掃除機、空気清
浄機、電話機等粗大ごみ及び不燃ごみとして
収集される小型家電リサイクル法対象品目28
分類全て(パソコンを除く）

粗大 ：676,390㎏
(小型家電を含む
金属類の総量)
不燃 ：223,640㎏

葛飾西粗大ごみ持込ステーション
粗大ごみとして回収した後、区の粗大ご
葛飾東粗大ごみ持込ステーション
み中継所にてピックアップしている
の２か所

掃除機、扇風機、DVレコーダー・ビデオデッキ
類、炊飯器類、プリンター、（ストーブ・ファン
ヒーター等暖房器具、空気清浄機・加湿器、電
子レンジ・オーブンレンジ、オーディオ機器類、
食器洗浄機、電話ファクシミリ類、電子調理器
具、ワープロ・スキャナー等ＯＡ機器類、アンテ
ナ類、ミシン、マッサージ類、ラジカセ、ポット、
その他

144,850㎏

北部粗大ごみ中継所
南部粗大ごみ中継所
粗大ごみ及び不燃ごみとして回収した
北部不燃ごみ中継所
後、区の中継所にてピックアップしている
南部不燃ごみ中継所
の４か所

○

○

〇

本体 251,182kg
コード 4,091kg

足立区役所ほか各区民事務所 区内計17
携帯電話
か所

「かつしかEcoエコフェスタ」を開催し、会
場内に回収ボックスを設置し、直接投函 かつしかエコライフプラザ
による回収を行う。

○

江戸川区

イベント会場

清掃事務所、南綾瀬地区センター、イトー
スーパーマーケット等に回収ボックスを
ヨーカドー金町店、亀有店、高砂店、西友
設置し、対象品目を限定して、区民に直
新小岩店、葛飾区役所、リサイクル清掃
携帯電話、携帯ゲーム機器、携帯音楽プレー
接投函してもらう
課、奥戸総合スポーツセンター
ヤー、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメ
ラ、電卓、ポータブルカーナビ、電子辞書、ＡＣ
アダプター及びコード類 の９品目

○

携帯電話 190㎏
デジタル小型家電
783kg
その他小型家電
991kg
コード 542kg

粗大ごみとして回収した後、区の粗大ご
西台粗大ごみセンター
み中継所にてピックアップしている

板橋区

○

4.08t
（平成31年4月
～令和元年9月）

区内イベント（環境フェア）にて回収

イベント会場

本庁舎・清掃事務所にて回収（アフター
メダルプロジェクト）

本庁舎・小岩清掃事務所・葛西清掃事務
所・小松川清掃分室の４ヶ所

※回収実績について、時期の記入の無い欄については平成31年4月～令和元年9月までの実績を記載

2,130kg

拠点回収に含まれ
る
（2.5kg）
粗大ごみ
電子レンジ、小型プリンター、ビデオデッキ、掃
除機、扇風機、オーディオ・アンプ類 等
不燃ごみ
携帯ゲーム機、携帯電話、デジタルカメラ 等

粗大ごみ
261,795kg
不燃ごみ
530,390kg

携帯電話（ＰＨＳ含む）・スマートフォン・タブレッ
ト端末・デジタルカメラ・携帯ゲーム機の５品目

86.63kg

