
練馬区わたしの便利帳

リサイクル、ごみ

リサイクル、ごみ、環境

資源として回収しているもの
容器包装プラスチック　週1回
　プラスチック製の「容器（入れもの）」や「包装（包み、袋）」で、中
身（商品）を取り出したり、使い切ったりした後に不用となるもの。
　目印として （プラマーク）が表示されています。
【例】シャンプー・リンス・洗剤のボトル、カップ麺の容器、卵・イ
チゴのパック、菓子袋・レジ袋など。
【出し方】汚れのあるものはすすいで、ふた付きのごみ容器ま
たは透明や半透明の袋で、回収日当日の午前8時までに集積
所に出してください。
※�すすいでも汚れやにおいの落ちない容器包装プラスチックは、可燃ご
みに出してください。
※回収後、異物を手作業で取り除くため、二重袋にはしないでください。
※ペットボトルはペットボトル回収に出してください。
問 管轄の清掃事務所 ⇨28・146p参照

古紙（新聞（折込チラシ）、雑誌・雑紙、ダンボール、  
紙パック（アルミ付も可））　週1回
　「集団回収」（⇨103p参照）に参加されている方は、集団回
収にお出しください。
　「集団回収」に参加されていない方は、週1回「古紙回収の日」へ
【出し方】ひもで束ねて、回収日当日の午前8時までに、集積
所に出してください。
※�本・パンフレット・メモ用紙・菓子箱なども古紙として出してください。
問 清掃リサイクル課リサイクル推進係 ☎5984-1097
問 管轄の清掃事務所 ⇨28・146p参照

資源・ごみの分け方と出し方

古着・古布
　「集団回収」に参加されていない方は、毎月決められた日時
に下表のとおり、区立施設などの指定された場所までお持ち
ください（洗うなどして、透明か半透明の袋に入れてください）。

回収日 回収場所 回収時間

毎週
日曜

資源循環センター 午前9時〜正午

大泉ケアハウス
（大泉特別養護老人ホーム）

午後1時〜午後3時

毎週
土曜

春日町リサイクルセンター
関町リサイクルセンター
豊玉リサイクルセンター
大泉リサイクルセンター
石神井清掃事務所（駐車場）
区役所本庁舎（正面玄関）

午前9時〜正午

石神井庁舎（駐車場） 午後2時〜午後3時

5日
15日

南大泉地区区民館（北側）
大泉北地域集会所（南側）
桜台地域集会所（北側）
練馬文化センター（北側）※1
高松地区区民館（北側）

午前8時30分〜午前9時30分
午前10時〜午前11時
午後0時30分〜午後1時30分
午後2時〜午後3時
午後3時30分〜午後4時30分

6日
16日

稲荷山図書館（南側）
南大泉地域集会所（駐車場）
大泉学園地区区民館（北側）
三原台地域集会所（北側）
田柄ストックヤード（田柄3-13-8）

午前8時30分〜午前9時30分
午前10時〜午前11時
午後0時30分〜午後1時30分
午後2時〜午後3時
午後3時30分〜午後4時30分

10日
20日

勤労福祉会館（北側）
西大泉地区区民館（駐車場）
開進第三中学校（北門前）
練馬区立美術館（業務用駐車場）
北町福祉作業所（西側）※2

午前8時30分〜午前9時30分
午前10時〜午前11時
午後0時30分〜午後1時30分
午後2時〜午後3時
午後3時30分〜午後4時30分

11日
21日

平和台体育館（東側）
旭町南地区区民館（北側）
谷原地域集会所（西側）
南田中図書館（北側）
三原台温水プール（北側）

午前8時30分〜午前9時30分
午前10時〜午前11時
午後0時30分〜午後1時30分
午後2時〜午後3時
午後3時30分〜午後4時30分

※1��練馬文化センターの改修工事に伴い、令和6年春頃（予定）まで、回
収を休止します。

※2��北町福祉作業所の改修工事に伴い、令和5年3月（予定）まで、田柄
地域集会所で回収します。

※回収場所の所在地は、テレホンガイド（132p〜146p）をご覧ください。
※�お近くに回収場所がない方や集団回収に参加されていない方は、可
燃ごみ（毛布は粗大ごみ）に出してください。

飲食用のびん・缶・ペットボトル　週1回
　回収日当日の午前6時半までに回収コンテナ（びんは赤、
缶は緑）と青い回収袋（ペットボトル）を設置します。回収が始
まる午前9時までに出してください。
※中身は空にしてください。静かに出してください。
※回収場所が分からない方は、お問い合わせください。
問 清掃リサイクル課リサイクル推進係 ☎5984-1097
問 管轄の清掃事務所 ⇨28・146p参照

ごみを減らすための3つのR
　3つのRは、リデュース、リユース、リサイクルの英語の
頭文字をとったものであり、ごみを減らし、資源を有効に使
うための大切なキーワードです。
　その中でも、ごみの発生を抑制するリデュースや、繰り
返し使用するリユースに取り組むことが優先です。

1．Reduce（リデュース）・発生抑制
必要のないものは買わない、マイバッグを持参する、
残さず食べるなどに取り組み、ごみの発生を抑えよう。

2．Reuse（リユース）・再使用
修理して長く大事に使う、必要としている人に譲る、詰め
替え商品を選ぶなどに取り組み、ものを繰り返し使おう。

3．Recycle（リサイクル）・再生利用
資源を正しく分別し、集団回収を利用する、再生品を
利用するなどに取り組み、資源として利用しよう。
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

※�キャップとラベルは取って容器包装プラスチックの回収に出してください。
※一部のイラストは「経済産業省HP」より引用しています。

集団回収
　古紙、古着、アルミ缶など家庭から出る資源を、町会、自治
会などが自主的に回収しています。地域で回収している団体
や回収品目が分からない方は、お問い合わせください。
問 資源循環センター� ☎3995-6711

電池
�乾電池
　区役所、リサイクルセンター、図書館などの39の区立施設
と、スーパーマーケットなど約50店で回収ボックスを常設し
て回収しています。
�充電式電池
　「充電式電池リサイクルボックス」のある回収協力店へお
持ちください。なお、区立施設では次の施設に設置していま
す。区役所本庁舎1階南側入口、リサイクルセンター、資源循
環センター

使用済み食用油
　家庭で不用になった天ぷら油、サラダ油などの植物性油を
地区区民館など44か所の区立施設で回収します。回収場所、
日時はチラシや区ホームページでご確認ください。
※�使用済み食用油の回収に出せない場合は、紙や布に染み込ませるか、
凝固剤で固めて可燃ごみに出してください。

ごみとして収集するもの
可燃ごみ（燃やせるごみ）　週2回
【種類】生ごみ、紙くず（古紙に出せない紙）、草・木、紙おむつ
（汚物は取り除く）、たばこの吸い殻、容器包装以外のプラス
チック（プラマークの表示のないもの）、すすいでも汚れが落
ちない容器包装プラスチック、ゴム・皮革製品など� �
【出し方】ふた付きのごみ容器または透明や半透明の袋で、
収集日当日の午前8時までに集積所に出してください。
※生ごみは水切りをして出してください。
※枝は50cm以下に切ってひもで縛って出してください。

不燃ごみ（燃やせないごみ）　月2回
【種類】ガラス・陶器類、蛍光管・電球、金属類など� �
【出し方】ふた付きのごみ容器または透明や半透明の袋で、
収集日当日の午前8時までに集積所に出してください。
※�スプレー缶・カセット式ガスボンベ・ガスライター（いずれも中身を使
い切った物）を出すときは、他の不燃ごみと分けて別の袋に入れて出
してください。
※�蛍光管を出すときは、購入時の箱に入れるか、新聞紙などに包んで他
のごみとは別の袋で出してください。
※�包丁やガラスなど危険な物を出すときは、厚紙などに包んで「キケン」
と書いて出してください。
※�水銀を含む体温計や血圧計などは職員に手渡しするか、管轄の清掃
事務所にお持ちください。また、管轄の清掃事務所にご連絡いただけ
れば、日程を調整の上、職員が収集に伺います。

①�ふたをはずします。
※�金属製のふたは不燃ごみ
へ、プラスチック製のふた
は容器包装プラスチック
の回収に出してください。

②�中を空にしてすす
ぎ、水をきります。

③�赤色のコンテナに
入れます。袋は持ち
帰ってください。

飲食用缶

ペットボトル

①�中を空にしてすすぎ、水をきり
ます。

②�緑色のコンテナに入れます。袋
は持ち帰ってください。

①�キャップをはずして
中をすすぎます。

②��ラベルをはがして軽
くつぶします。

③�青色の回収袋に入れま
す。袋は持ち帰ってく
ださい。

〈ペットボトルの表示〉

飲食用びん
（飲み薬および化粧品の空きびん（乳白色除く）も回収します）

小型家電
　家庭で不用になった小型の家電製品（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、タブレット型情報通信端末、ICレコーダー、補助
記憶装置（ポータブルハードディスク・USBメモリ・メモリーカー
ド）、電気かみそりの13品目に限る）を区内16か所の回収場
所に設置した回収ボックスで回収しています。
※投入口（縦12cm、横25cm）に入るものが対象です。
※携帯電話などの個人情報は消去してからお出しください。

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
　その製品を購入した小売店か、買い換えをする小売店に引
き取ってもらってください。その際、収集・運搬料金とリサイ
クル料金がかかります。
【小売店が不明の場合】
家電リサイクル受付センター  
 ☎0570-087200（ナビダイヤル）
https://kaden23rc.jp

家庭用パソコン
　各メーカーがパソコンの回収・リサイクルを行います。パソ
コンを処分する場合は、メーカーに申し込んでください（リサ
イクル料金がかかります）。ＰＣリサイクルマークのついた製
品は、購入時の価格にリサイクル料金が含まれていますので、
無料で回収されます。
【自作パソコンのような製造メーカーのないパソコンの場合】
一般社団法人パソコン3Ｒ推進協会� ☎5282-7685
https://www.pc3r.jp/
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練馬区わたしの便利帳

高齢者や障害者の方へ（ごみの戸別訪問収集）
　次の条件をすべて満たす世帯を対象に、玄関先まで可燃
ごみ、不燃ごみなどの収集に伺います。
①65歳以上の方のみの世帯または障害のある方のみの世帯
②集積所まで自らごみを運び出せない方
③身近な人の協力を得られない方
　詳しくはお問い合わせください。
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照

防鳥用ネットの貸し出し
　集積所のごみの散乱を防ぐため、防鳥用ネットを貸し出し
ます。希望する方は管轄の清掃事務所・資源循環センターま
たは清掃リサイクル課へお越しください。
※�管轄の清掃事務所では、防鳥用ネットの宅配、立体型防鳥用ネットの
貸し出しも行っています。立体型防鳥用ネットの貸し出しについては、
要件がありますので、詳しくは管轄の清掃事務所にお問い合わせくだ
さい。
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照

コンポスト化容器のあっせん
　生ごみを減量・資源化するため、コンポスト化容器のあっ
せんをしています。
　詳しくは、お問い合わせいただくか区ホームページでご確
認ください。
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059

事業者の方へ
　お店や事務所・会社などの事業活動に伴って出る資源・ご
みは、事業者が自己処理（許可業者への委託を含む）するこ
とが原則です。
　ただし、排出量が少ない小規模事業者で、自己処理や許可
業者への処理委託が困難な場合には、有料で区がごみ収集・
資源回収を行います。詳しくは、管轄の清掃事務所にお問い
合わせください。

出し方
　区の分別方法に従って分別し、次のとおり出してください。
ごみ容器で出す場合
　容器の中のごみ量に見合う事業系有料ごみ処理券を容器
の中の一番上のごみに貼って集積所に出してください。
ごみ袋で出す場合
　ごみの量に関わらず、袋の容量（ℓ）にあった事業系有料ごみ
処理券を確認しやすい場所に貼って集積所に出してください。
古紙の場合
　次の基準で10ℓの事業系有料ごみ処理券を1枚貼って集
積所に出してください。
　・新聞　Ａ4判程度に折った状態で高さ20cm程度
　・雑誌　高さ10cm程度
　・ダンボール　�みかん箱程度の大きさ（35×55×35cm）

2枚
飲食用のびん・缶・ペットボトル
　透明や半透明の袋に、それぞれ分別し、袋に入れた量に関
わらず、袋の容量（ℓ）分の事業系有料ごみ処理券を貼って、
回収場所（回収用コンテナ・ネットの脇）に出してください。
【有料ごみ処理券販売場所】「練馬区有料ごみ処理券取扱
所」の標識のあるお店、コンビニエンスストア、清掃事務所、
清掃リサイクル課
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照
※�古紙については、練馬区リサイクル事業協同組合が実施している「商
店街・オフィスリサイクル・ねりま」でも回収しています。詳しくは、お問
い合わせください。
問 練馬区リサイクル事業協同組合� ☎5984-7620

多量のごみ　有料
　一度に多量のごみが出るときは、事前にご相談ください。
問 管轄の清掃事務所�⇨28・146p参照

粗大ごみ　申込制・有料（収集・持込み）
　家具や布団などのおおむね30cm角以上のごみは、粗大
ごみです。粗大ごみ受付センターに収集か持込みかを選択
の上お申し込みください。
【出し方】指定日に有料粗大ごみ処理券を貼って収集に出す
か、資源循環センター（⇨146p参照）に持ち込んでください。
【有料粗大ごみ処理券販売場所】「練馬区有料粗大ごみ処理
券取扱所」の標識のあるお店、コンビニエンスストア、清掃事
務所、清掃リサイクル課
※�エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、パソコンは粗
大ごみに出せません。⇨103p参照
問 �粗大ごみ受付センター� ☎5703-5399�
受付時間：月～土曜�年末年始を除く�午前8時～午後7時

�　【インターネット申し込み】（24時間受付）
�　区ホームページ「粗大ごみ」で検索

収集できないもの
　次にあげるものは、区では収集できません。メーカーまた
は購入店に引き取ってもらうか、専門の業者に処理を依頼し
てください。
①�有害性・危険性・引火性のあるものや著しく悪臭を発する
もの（カセット式以外のガスボンベ、バッテリー、薬品類、塗料、
灯油など）
②�処理が困難なもの（オートバイ、タイヤ、ピアノ、消火器、耐
火金庫、土、石など）

104

リ
サ
イ
ク
ル
、ご
み
、環
境

２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   104２２０９練馬区8(SG40)行政最終_後半.indd   104 2022/08/01   15:36:322022/08/01   15:36:32
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生活用品の再使用
リサイクル・マーケット
　出店販売、委託販売を自主開催する登録団体への支援を
行っています。マーケットの開催、出店・出品の申し込みにつ
いては、ねりま区報の「情報あらかると」でお知らせします。
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059

大型生活用品リサイクル情報掲示板
　家具・電化製品など、粗大ごみとなる大型生活用品の再使
用を進めるため「譲ります」「譲ってください」という情報を、
区役所、リサイクルセンターなど17施設で掲示しています。
　詳しくは、区役所、リサイクルセンターなどにあるチラシや
区ホームページでご確認ください。
問（掲示の申し込み）資源循環センター�☎3995-6711
問 清掃リサイクル課清掃事業係� ☎5984-1059

アライグマ・ハクビシン対策
　アライグマやハクビシンによる天井裏への侵入や庭木の
果樹の食べ荒らしなどの被害を受けた場合は、お問い合わせ
ください。専門業者が現地調査を行い、無料でわなを設置し
ます。
※�設置には一定の条件があります。
問 環境課美化啓発係� ☎5984-4709

カラス被害の対策
　区では、カラスが繁殖期（4～7月）に人を威嚇・攻撃する場
合に限り、巣やヒナを撤去・捕獲しています。
※�人が巣のそばを通ったときに攻撃を受けることがあります。その時は、
帽子をかぶったり傘をさすなど頭部を保護してください。
問 環境課美化啓発係� ☎5984-4709

歩きたばこ・ポイ捨て・落書きの防止
歩きたばこ・ポイ捨て防止
　区では、条例により公共の場所での歩きたばこや吸い殻・
空き缶などのポイ捨てを禁止しています。また、防止を呼び
掛ける看板やシールなどの啓発グッズを配布しています。
清掃活動の支援
　地域で清掃活動に取り組んでいる団体に対し、ごみ袋やほ
うきなどの清掃用具を毎年1回配布しています。
　対象は、地域で定期的に清掃活動をしている町会、自治会、
区在住（在勤・在学）の方で構成された5世帯以上もしくは5
人以上の団体です。
落書き消し
　自宅の塀や壁に落書きされた場合、被害者からの申請に応
じて、無料で落書き消しを行っています。同時に警察署にも
被害届を出してください。
問 環境課美化啓発係� ☎5984-4709

環境美化

リサイクルセンター
開館時間
午前9時～午後5時
※施設の貸し出しは午後10時まで

�休館日
　毎週水曜（祝休日は開館し、その直後の祝休日ではない日
に休館）、年末年始

環境・リサイクルの講座など
　リサイクルに関する手作り教室や講座、環境教室などを開
催しています。開催日程・申し込み方法は情報誌「ゆずりは」
およびリサイクルセンターホームページでお知らせします。

環境・リサイクル情報誌「ゆずりは」の発行
　区役所、図書館、体育館、はつらつセンター、地区区民館な
どで配布しています。

粗大ごみからの再使用品の展示・販売
　収集した粗大ごみの中から再使用可能な家具などを清掃、
簡易修繕して、リサイクルセンターで展示・販売（即売または
抽選）しています。
※小物の展示・販売も行っています。
問 関町リサイクルセンター� ☎3594-5351
問 春日町リサイクルセンター� ☎3926-2501
問 豊玉リサイクルセンター� ☎5999-3196
問 大泉リサイクルセンター� ☎3978-4030

生活環境
害虫や野生動物の被害で困った時は

　自宅のネズミとハチ・害虫の相談を行っています。
問 生活衛生課環境衛生監視担当係�☎5984-2485

ネズミ・ハチ・害虫対策
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練馬区わたしの便利帳

アスベスト調査費用の助成
　柱や梁などの吹付け材（建築用仕上塗材を除く）について、
成分分析などアスベスト調査費用の助成を行っています。助
成額・申請手続きなど、詳しくはお問い合わせください。
対象
　区内の民間建築物
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

事業者などの規制
　事業活動や建設作業などは、法律や条例で各種の規制を
受けます。該当者は、次のような認可申請や届出が必要です。
東京都環境確保条例による届出
①工場を設置、変更するとき（認可申請）
②�自動車駐車場（20台以上）、ガソリンスタンド、材料置場
などの指定作業場を設置、変更するとき（届出）
③�健康に影響をおよぼす化学物質を取り扱う工場、指定作
業場を廃止または施設の除却をするとき（土壌汚染状
況調査の結果報告）
�法律による届出
　騒音・振動規制法に規定する特定施設の設置および変更
を行うとき、特定建設作業を行うときは事前に相談の上、届
出をしてください。
�アスベストに関する工事の手続き
　アスベストを含有する建材の除去等を伴う建築物等の解体・
改修工事を行うときは、工事規模、該当の建材種類等に応じ
て、法令、条例に基づき、事前届出などが必要です。また、工
事の発注者、元請業者、自主施工者、下請負人それぞれの責
務が規定されています。詳しくは、区ホームページをご覧く
ださい。
練馬区まちづくり条例による届出
①�面積300㎡以上の自動車駐車場、材料置場、ウエスト・ス
クラップ処理場を設置するとき
②�面積300㎡以上の既存自動車駐車場の形式変更または
路面舗装工事を行うとき
③ペット火葬施設などを設置するとき
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

光化学スモッグ
　5～9月頃の、日差しが強く、風があまり吹かない暑い日に
は、光化学スモッグが発生しやすくなります。健康被害があっ
たときはその状況を連絡してください。
問 保健予防課予防係� ☎5984-2484
光化学スモッグ注意報が発令されたとき
　防災無線放送・区ホームページなどで、情報を提供します。
注意報が発令されたら次のことに注意してください。
　①なるべく外に出ない。
②屋外での運動は差し控え、特に過激な運動はしない。
③車の使用は控える。
④目やのどに刺激を感じたら、すぐに洗眼やうがいをする。
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712
問 東京都大気汚染テレホンサービス� ☎5640-6880

相談、指導
騒音、振動、悪臭、ばい煙など、公害でお困りの方の
相談、騒音計・振動計の無料貸し出し
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

飲食店の深夜営業騒音（カラオケなど）の指導
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712
問 警察署�⇨146p参照

公�害

再生可能エネルギー・省エネルギー設備� �
設置等補助制度

　地球温暖化対策の一環として住宅や事業所、管理組合に
太陽光発電設備などを設置した費用の一部を補助します。
対象設備や申請要件などは、区ホームページや補助金リーフ
レットをご覧ください。
問 環境課地球温暖化対策係補助金担当
� ☎5984-4706

再生可能エネルギー・省エネルギー

空き家などの適正管理
　適正な管理がなされていない空き家やいわゆる「ごみ屋敷」
と呼ばれる家屋が、地域の問題となっています。区では、専門
家団体などと連携して相談体制を整備するとともに、発生予
防や適正管理に関する取り組みを進めています。
問 環境課空き家等対策係� ☎5984-1192

あき地の適正管理（除草）
　あき地に雑草が生い茂ると、害虫が発生したり、ごみやあ
き缶などが捨てられ、近所の方々の迷惑になります。所有者・
管理者は、あき地の管理に常に注意してください。
問 環境課空き家等対策係� ☎5984-1192
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練馬区役所　 ／ 休日・夜間窓口　  03-3993-110103-3993-1111㈹

アスベスト除去工事費用の助成
　アスベスト含有吹付け材（建築用仕上塗材を除く）の除去
工事費用の助成も行っています。調査費の助成と併せて利
用できます。助成額・申請手続きなど、詳しくはお問い合わせ
ください。
�対象
　区内の民間建築物で、除去工事後5年間継続的に使用す
るもの。
対象工事
①露出したアスベスト含有吹付け材の除去。
②�修繕・模様替えおよび増築に伴って行われる、既に囲い
込みまたは封じ込められたアスベスト含有吹付け材の
除去。

問 環境課環境規制係� ☎5984-4712
※�工事費用は、住宅修築資金融資あっせんや、産業融資あっせんが受け
られる場合があります。住宅修築資金融資あっせんについては�
⇨99p参照� �
産業融資あっせんについては�⇨94p参照

伐採の届出
　地上高1.2mの幹の周囲が100cm以上の樹木、または
100㎡以上の樹林を伐採するときは、所有者は伐採する日の
30日前までに届け出てください。
問 開発調整課緑化審査係� ☎5984-2406

廃棄物の焼却の規制
　焼却炉以外での廃棄物の焼却は、原則として禁止されて
います。
焼却禁止の具体例
　・�小規模の廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡未満、焼却能力
50kg/h未満）による焼却

　・�焼却炉を用いない（野焼き、ドラム缶・一斗缶など）野外
での焼却

※��なお、伝統的・風俗習慣上の行事、学校教育・社会教育活動上の焼却、
農業経営上でやむを得ない野焼きなどは、例外として認められます。
ただし、いずれの焼却についても、風向きや時間帯など近隣への配慮
が必要です。
問 環境課環境規制係� ☎5984-4712

樹木、樹林の保護
保護樹木・樹林
　区民の皆さんが所有する樹木や樹林の中で、貴重なもの
やまちのシンボルとなる樹木（地上高1.2mにおける幹周が
1.5m以上）を保護樹木、樹林地（300㎡以上）を保護樹林に
指定しています。指定された樹木・樹林地には、せん定費用
などの助成を行っています。
憩いの森
　所有者から1,000㎡以上の良好な樹林地を無償でお借りし、
「憩いの森」として区民の皆さんに開放しています。所有者は、
固定資産税と都市計画税の非課税措置を受けることができ
ます。詳しくは、お問い合わせください。
問 みどり推進課保全係� ☎5984-1683

みどり

緑化費用の助成
（生け垣の設置、低木等緑化、壁面・屋上などの緑化）
　道路沿いの生け垣設置や低木等緑化、フェンス・壁面・屋上
を緑化する費用の一部を助成します。生け垣化や緑化のた
めにブロック塀などを撤去する費用も助成対象となります。
希望する場合は、事前にお問い合わせください。要件など詳
しくは、助成のパンフレットや区ホームページの案内をご覧く
ださい。
（その他のブロック塀などの撤去費用の助成・融資あっせん
については�⇨97p参照）
問 みどり推進課協働係� ☎5984-2418

園芸相談
　「植物の育て方が知りたい」、「植物の名前が知りたい」など
植物に関する電話でのお問い合わせに専門の相談員がお答
えします。相談は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。
【利用時間】午前9時30分～正午、午後1時～午後4時30分
【定休日】火曜（火曜が祝休日の場合、その日以降直近の祝休
日でない日）、年末年始
問 �花とみどりの相談コーナー� �
（四季の香ローズガーデン内）� ☎3976-8787

練馬みどりの葉っぴい基金
　練馬のみどりを未来へつなぐため、区民の
皆さんなどから寄付を募り、みどりの保全や緑
化事業を推進しています。練馬のみどりを守
り育てる活動の中から使いみちを選んで寄付
することができます。詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.happykikin.com/
問 みどり推進課協働係� ☎5984-2418
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