
駒場キャンパスの環境整備について

※パソコン等を廃棄する場合は、個人情報等の重要情報が
含まれている場合がありますので、必ずハードディスク
及びメモリーを消去・破壊し、再生不可能な状態で
１号館中庭に廃棄して下さい。

日時：２０２０年１２月８日（火）１４：００～１５：３０
（雨天の場合は、１２月９日（水）に延期）

※マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保って実施します※

普通ゴミ：決められた分別をして、最寄りのゴミ集積所へ
粗大ゴミ：図書館書庫東側、18号館西側

（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾘｻｰﾁ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ前広場）へ
パソコン： 1号館中庭（12月8日（火）のみ）
枯 葉 ：道路や通路上に散在する落葉は集めて木の下

や生け垣の周辺へ (腐葉土化します）

※液体が入ったままの容器、ガスが入ったままの
スプレー缶は破棄しないで下さい。
※トナーカートリッジは回収できません。



令和 2 年 11 月 11 日 
 

各  位 
研 究 科 長 

 
駒場キャンパスの環境整備について（通知） 

 
 日頃から、駒場キャンパス内の環境美化に、それぞれが努めていただいているところですが、例年の
とおり、教職員、学生各位のご協力を得て駒場キャンパス内の自然環境を保持し環境美化のために、次
のとおりキャンパスの清掃等を行いたいと思います。 つきましては、ご多忙中恐縮ですが趣旨にご賛
同頂きご協力下さるようお願いいたします。 
なお、新型コロナウイルス感染症が収束していない状況下での実施となりますので、無理のない範囲

でご協力いただき、参加に当たっては感染防止のため、マスク着用・ソーシャルディスタンスの保持・
手洗いを徹底していただくようお願いいたします。 

 
記 

 
 １ 日 時  令和 2 年 12 月 8 日(火)14：00～15：30 
           （雨天の場合は、12 月 9 日（水）に順延） 
 
 ２ 清 掃 範 囲 

 教員、教室系職員は、勤務している研究室及び事務室のある建物周囲。 
 上記以外の職員は、勤務している事務室のある建物の周囲又は指定された区域。 
 文化系サークル所属学生は、キャンパス・プラザ、学生会館及びサークル使用施設の周囲。 
 体育系サークル所属学生は、体育館及びグランドの周囲。 
 一般学生は、講義棟及び講義棟周囲。 
 生活協同組合の職員は、生協の建物の周囲。 

 
 ３ ゴミ集積所 

 ビニール片、紙屑、空き缶、空きビン等の普通ゴミ 
必ず、可燃ゴミ・不燃ゴミ・ペットボトル・飲料かん・飲料びん（5 種類）に分別して下さい。 
集積所 A：計 6 箇所（別紙１参照） 

 机、書棚、実験台、冷蔵庫等 
 集積所 B：図書館書庫東側、18 号館西側（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾘｻｰﾁ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ前広場）の 

計 2 箇所（別紙 2 参照） 
 パソコン、モニター、プリンタ、コピー機、その他 OA 機器等 

集積所 C：1 号館中庭 の 1 箇所（別紙 2 参照） 
  ＜注意事項＞ 

・パソコン等は、12 月 8 日(火)集積所 C：1 号館中庭のみでの回収となります。 
(集積所 A、B には廃棄できません。雨天の場合も、12 月 8 日（火）に回収します） 

・パソコン等を廃棄する場合は、個人情報等の重要情報が含まれている場合がありますので、必ず
ハードディスク及びメモリーを消去・破壊し、再生不能な状態で１号館中庭に廃棄して下さい。 

・危険物は置かないでください。 
・液体が入ったままの容器、ガスが入ったままのスプレー缶は廃棄しないで下さい（業者が回収で

きません）。 
・プリンタのトナーカートリッジは回収できません。 
・当日廃棄が原則ですが、図書館書庫東側、18 号館西側（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾘｻｰﾁ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ前広場）は、前
日 12 月 7 日(月）午後(13：00～17：00)から置くことができます。 

・落葉は可燃ゴミとして扱いません。道路や通路上に散らばっている落葉は集めて（木の下など土
の上の落葉は集めない）、木の下や生垣の周りなどに捨ててください（腐葉土化する）。 

 
 ４ 清 掃 方 法 
   担当区域内の屋外のビニール片、紙屑、段ボール屑、発泡スチロール、鉄屑、空き缶、空きビン、

屑材等を回収し、ゴミ袋（5 種類に分けて）に入れて下さい。また、ゴミ袋に入らない大型のもの



は、上述のＢのゴミ集積所に搬送して下さい。 
 
 ５ 清 掃 用 具 
   清掃のために必要な用具等（ゴミ袋と軍手等）は、清掃当日に各課、各専攻、各系等の事務担当

者が経理課用度係で受領して下さい。 
 
６ そ の 他 

   当日は、事務部職員により、構内に無許可及び放置されている自転車の整理を行います。 



集積所 A（6箇所） 別紙１
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別紙2集積所B（2箇所） ：机、書棚、実験台、冷蔵庫等 別紙２
集積所C（1箇所） ：パソコン、その他OA機器等



11 November 2020 
  

Dean, Graduate School of Arts and Sciences 
 
To Students and Staff 

                                                                    
 

Notice – Campus clean-up at Komaba 
 
As in previous years, there will be a campus clean-up by staff and students to maintain the natural 
environment of Komaba Campus and keep the campus clean.  
Your co-operation will be greatly appreciated.  
Please join us if you feel OK since the novel coronavirus hasn’t been under control yet.  Please make 
sure to wear a face mask, maintain social distancing and wash your hands in order to prevent its 
spread. 
 
Details 
 

1. Date 
Tuesday 8 December 2020 14:00-15:30 
(Will be postponed to Wednesday 9 December in case of rain) 
 

2. Areas to be cleaned 
 Teaching staff and classroom staff – areas surrounding the building where your 

office/laboratory is located.  
 Other staff – areas around the building where you work, or other designated areas.  
 Students in cultural club activities – areas around Campus Plaza, Student Centre and 

buildings used for club activities.  
 Students in sports club activities – areas around gyms and sports fields.  
 Other students – lecture buildings and areas around lecture buildings  
 Staff members of COOP –areas around COOP buildings 

 
3. Waste collection points 
 Ordinary waste such as plastic waste, paper waste, empty cans and bottles. Please make sure 

to sort them into five categories: combustible waste, non-combustible waste, plastic bottles, 
drink cans and glass bottles.  

Collection point A: 6 places – go to the nearest one (cf. attachment 1) 
 Desks, shelves, laboratory benches, fridges etc.  

Collection point B: 2 places – the east side of Komaba Library stack room, the west side of 
Building 18 (open space in front of Advanced Research Laboratory). (cf. attachment 2) 

 Personal computers, monitors, printers, copiers, office automation equipment etc. 
Collection point C: 1 place –Building 1 courtyard (cf. attachment 2) 

<Attention> 
 Computers etc. will be collected ONLY on Tuesday 8 December from Collection Point C: 1 

place – Building 1 courtyard. (They must not be disposed of in Collection Point A nor B.  
Even if it rains they will be collected on Tuesday 8 December.) 

 If throwing away computers etc., please make sure to delete all important data (such as your 
personal data) from both hard disk and memory, and leave them all in a non-reusable state in 
Building 1 courtyard.  

 Please do not leave dangerous items behind. 
 Please do not throw away containers which still contain liquids or aerosol/spray cans which 

still contain gas. (They cannot be collected by the waste disposal company.) 
 Toner cartridges for printers cannot be collected. 
 Please strictly follow the exact garbage-collecting, clean-up date, but waste can be left at the 

east side of Komaba Library stack room and the west side of Building 18 (open space in front 
of Advanced Research Laboratory) from the day before afternoon (13:00-17:00).  

 We don’t collect the fallen leaves as combustible wastes.  Please throw them on the ground 
under the trees or around the hedges, which helps to make leaf soil.  So you don't have to 
clear the fallen leaves under the trees or around the hedges. 



 
4. Cleaning methods 
Please pick up any plastic and paper waste, cardboard waste, empty drink cans and bottles, packaging 
material (styrene foam), scrap metal etc. found outside within your designated areas, and put them 
into waste bags (sorted into 5 categories). Items that are too big for a waste bag should be taken to 
waste collection point B (please see above).  
 
5. Cleaning equipment 
Cleaning equipment (waste bags, gloves etc.) should be collected on the day from the equipment staff 
of the finance division by the administrative staff of individual divisions and departments.  
 
6. Other 
Bicycles left without permission on campus will be removed by administrative staff on the day.    
 



Collection point A: 6 places
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Collection point B（2 places）

：Desks, shelves, laboratory benches, fridges etc. 
Collection point C（1 place）
：Personal computers, office automation equipment etc.

attachment 2 


