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ることができます︒

内会の世帯数に併せて︑町内会で決め

メイトの数は︑地域の活動の規模や町

一〇八八名の方を任命いたしました︒

の協力者となるクリーンメイトとして︑

なお︑同日付けで︑推進員の地域活動

ら推薦された一一〇八名の皆さまです︒

今回委嘱となったのは︑町内会等か

りました︒

ご講演︵二〜五ページ参照︶などがあ

仙台推進員活躍の秘訣﹂と題しての︑

理事の加藤哲夫さんからの︑﹁クリーン

せんだい・みやぎＮＰＯセンター代表

杜の都の環境を守る！
クリーン仙台推進員制度
平成十九年度委嘱式を開催し
ました

七月三十一日︑仙台市民会館大ホール
で︑クリーン仙台推進員委嘱式を開催い
たしました︒当日は︑六百五十名の方に
ご参加いただきました︒
梅原仙台市長から︑五区の代表受領者
に委嘱状を交付︒市長からの挨拶の後に︑
来賓を代表して仙台市連合町内会長会の
佐々木会長からご祝辞をいただきま
し た︒
委嘱状交付の後︑推進員制度の説明や︑

メイトの申し込みは︑随時受付して

いますので︑ご希望の際は︑担当の環

任期途中で推進員・メイトが変更

境事業所へご連絡ください︒
※

になる場合は︑所定の様式 ︵クリー

ン仙台推進員・クリーンメイト活動

の手引についています︶で︑担当の

環境事業所にご連絡ください︒
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せんだい・みやぎＮＰＯセンター代表理事

三番目に︑一人の活動からグ

そして四番目には︑気付きの

ループでの活動へということが

共有と書きました︒いろんなこ

二番目に︑自分ができると

るという側面︒隣の人や周りの

とを気付きます︒発見します︒

いうことから︑周りの皆さんが

人︑姿が見えない人ができるよ

ヒントになります︒

うにするために︑どういった援

そのことを伝え合うとご理解い

できるようになる援助活動であ

委嘱式記念講演

活動のポイントは
推進員活動のポイントです
が︑まず一番目は︑
﹁地域住民に
よる問題解決行動﹂なのだという
ことです︒世の中にはいろんな市

市民による住民による成功の

ただければと思います︒

助をすればいいかとお考えいた
だければと思います︒

①地域住民による問題解決行動
②自分ができる
→皆ができるように援助するへ
③一人での活動
→グループでの活動へ
④気づきの共有運動へ
⑤行政と住民の協働の取り組み

民による活動があ り ま す が ︑ な
ん の た め に やっているかという

ケースを︑今困っている人に伝
える︒地域の中ではごみの出し
方を守らない人の大部分は︑実
は︑面倒くさいかよく分からな
いということなんですね︒マ
ニュアルは配布されていますけ
れども︑半年ぐらいするとどこ
かに行ってしまう︒
それで︑なかなかそれを丁寧
に調べる余裕がない︒

• クリーンメイトさん制度は、推進員の声によっ
て始まった。
• 班長さん、衛生部会など町内会の組織と連携
して動くことが成果につながる。

• NHK番組「ご近所の底力」をイメージする。
• 市民による成功例を困っている人に伝える。
• そのためには、さまざまなメディアの活用を！
ポスター、町内会報、回覧板、壁新聞、チラシ
掲示物、見本展示、インターネット・ブログ・・・
• 広報の手法に学ぶ
黄金の三角形とタイミング

一人での活動
↓
グループでの活動へ

気づきの共有運動へ

と︑公共的な︑社会的な問題を解
決するためにやっているというふ
うにご理解いただきたい︒

推進員活動のポイント

委嘱式
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民の協働の取り組みです︒ 実

いただくことができます︒

度効果があって︑行動を変えて

ことができれば︑実は︑ある程

グで適正な情報を伝えるという

そういう方々に適正なタイミン

捕する法律はやはり作 れないの

ごみの分別をしない人 を全部逮

法は最低限の道徳でありまして︑

この二つであります︒ しかし︑

どで市民の活動を支援 するか︑

あるいは︑資金や情報 の提供な

使って市民の行動を規 制するか

行政にできることは ︑法律を

い商店主の人も︑高校生もおか

場させます︒おじいさんも︑若

お困りご近所の皆さんを全部登

ＮＨＫはテレビカメラの前に︑

簡単に説明をしますと︑まず

ん隠されています︒

の番組の中に︑ヒントがたくさ

ていらっしゃいますか︒実はあ

力﹂という番組を︑ご覧になっ

科学的根拠はあるのか︑偶然で

す︒さらに︑何で成功したのか︑

つけてきて︑ビデオで紹介しま

民による問題の解決策を三つ見

二番目に︑番組では優れた市

まっているということです︒

をなんとかしたいといって集

いますが︑その人たちが︑これ

イントですね︒
﹁当事者﹂とい

そして︑これは行政と地域住
は︑行政ががんばるだけでは︑
であります︒

はないのか︑専門家の方からア

それを聞いたお困り近所の皆

あさんも⁝︒まさにお困りご近
ている人は︑例えば町内会の役

さんは︑別室で話し合いをして︑

ドバイスをいただく︒
員さんだけじゃないっていうこ

みんなで意思決定をして︑
﹁私

やらないよという人もいます︒

害があります︒難しいことや︑

に取り組もうとすると︑必ず障

践﹂となります︒いざその問題

ているということがあると︑
﹁実

す︒いろんな目が自分たちを見

友達から電話が掛かってきま

うちへ帰るわけですね︒すると

宣言をしてしまって︑皆さん

宣言をします︒

ます﹂と︑テレビに出て発表︑

とです︒困っている人が皆集ま

①お困りご近所が大集合！
②市民によるすぐれた解決策を3つプレゼン
③専門家による新しい考え方とアドバイス
④話し合いと意志決定、そしてコミットメント
⑤実践
⑥半年後テレビ局がカメラを持って取材に・・・

たちは○番目の方法でがんばり

地域住民による問題解決行動
NHK「ご近所の底力」を見習おう。

るということが︑まず第一のポ

所皆さんが大集合すると︒困っ

こういう問題はほとんどうまく

行政による全市的な促進施策展開

いかない︒住民だけでもうまく

法や制度による規制

いかない︒協働ということを︑

• 行政にはできることと、できないことがある。
• 行政にできることは、
①法律を使って市民の行動を規制する。
しかし、法は最低限度の道徳という側面
②資金・情報提供や施設の提供などで、
市民の取り組みを支援・促進する。
・・・・ピンクチラシ追放運動と法規制

ご近所の
底力に学ぶ

行政と住民の協働の取り組み

上手に理解いただけると︑うま

さて︑ＮＨＫの﹁ご近所の底

働きかけ

政策展開
支援施策
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地域住民による自発的な取り組み
世間
道徳
自治

政策提案

法・制度/法治

く話が進むのではないかなと︒

行政と住民の協働の取り組み
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「責めない」

• コミュニティの問題解決は、ずっと一緒に生き
ていく関係づくりから
• 犯人探しで関係が悪化したら意味がない
• 姿が見えない相手の行動を変容させるには?
• できない原因を考えて、情報提供や支援を考
える。創意工夫の見せ所
• 関係者がみんなそこそこに満足する方法
• 不法投棄された粗大ごみに貼り紙で・・・

る︒役所の人も相手にしない︒例

あの人何やってるのといわれ

ないようにしていただきたい︒

嘩をしてしまうということになら

提なのであって︑やはり大きな喧

いく関係作りなんです︒それが前

えばこういう状況ですと︑まあ︑

少々ごみは減っても︑あまり意味

しない︒

普通の人間なんとなくぐれてきま

がないんだというふうに思ってい

挫折しそうになるのがこういう

それから︑同じ市民が成功して

すね︒やっぱり続かなくなってく

ただきたい︒ご無理をしないでい

活動ですね︒

いるっていうのを見せられると︑

る︒よっぽど信念がなければ続け

ただきたい︒

まったって結構ききますよね︒

なのに︑テレビに出て言ってし

やっぱり我々もできそうだなぁ︑

られないということになります︒

させるにはどうしたらよいかと考

姿が見えない相手の行動を変容

できないと恥ずかしいかなぁと
ちょっと思うわけでございます
ね︒それで︑実際に努力をすると
さて︑ＮＨＫのすごいところは︑

ことを認めて︑ああそうやってが

ですから社会的に︑人々がその

では︑関係者がみんなそこそこに

いろんな利害関係者がいる問題

えて︑相手ができない原因を考え

半年経つとカメラがまたそこに行

んばるんだなってよく分かってる

満足する方法を考えていく︒そう

まずは ･･･
責めないということ

くんですよね︒﹁どうなりました

とういう状態が作れると︑我々︑

でないと︑ずっと対立が続くとい

いうことが起きます︒

か﹂というふうに聞いてくるとい

一人一人ががんばれるということ

うことになると思います︒

資料に﹁不法投棄された粗大ご

て情報の提供や支援を考える︒

うことがあります︒来るのが分

になります︒

さて︑推進員活動のコツですが︑

かっていると︑人間︑がんばりま
すよね︒これが︑私の言葉でいい

つまり︑皆さんが地域でがん

んたが悪いとか︑あんたが直せと

になると︑何か犯人探しをしてあ

というのは﹁指導﹂という関係

そういうものに対して︑これは

いるわけですよね︒

持ってきて置いてくような人とか

ごみの集積所に︑突然ストーブ

みに貼り紙で⁝﹂って書きました︒

ばっている︑あるいはポイ捨ての

か︑どうしてもそういう関係にな

不法投棄だから駄目だって貼り紙

まずは﹁責めない﹂ということ︒

問題に取り組む方がいて︑一生懸

りやすい︒コミュニティの問題解

して効果があるだろうかというこ

ますと︑﹁社会的認知﹂があると

命地域をきれいにしようとがん

決は︑ずっと一緒にそこで生きて

いうことです︒

ばっていると︒でも誰も見向きも

4
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通りすがりでまったく関係ない

た︒紙くずを拾う拾い屋さんもい

拾い屋さんっていうのがありまし

一九四九年福島県生まれ︒広告

加[藤哲夫氏プロフィール﹈

糞は︑実は江戸時代にはですね︑

人が捨てていったというような場

ました︒犬の糞を拾う拾い屋さん

帰られたという事例があります︒

合は駄目ですけれども︑それを見

もいました︒これ︑全部お仕事で

とをお考えいただきたい︒まず

て︑その情報を目に焼き付ける

成り立っていたんですね︒リサイ

効果がないんですね︒

実は︑推進員の方々が地域で努
方々がいれば効果があるというこ

クル都市で︑リサイクル産業都市

を営む︒一九八一年に出版社

責める気持ちからは知恵がわき

キレイではあったんですが︑基本

なんですね︒ですから︑まちは︑

プ﹁ぐり ん・ぴ いす﹂ を開 店︒

八五年には︑エコロジーショッ

﹁カタツムリ社﹂を設立︑一九

業所の電話番号︑﹁これは有料で
にくいということをお考えくださ

出している人は︒

分かってて出してるんですね︑

力をされたケースとして︑不法投
とになります︒

代理店を経て宝石貴金属卸業

棄されたものへの貼り紙に環境事
こういうところに電話すると回収

新しい市民社会のシステムづ

り組む︒近年は︑ＮＰＯによる

ー事業のネットワーク化に取

一九九二年より市民エコロジ

的に犬の糞は放置されていた︒
て︑皆︑袋もって歩ってるように

今の方がモラルが下がったっ

い︒
近頃
お江戸で目立つもの

をしていただけますよ﹂という︑
情報提供を貼り紙されたという
ケースがいくつもありました︒実

なったんですから︑ひょっとした

つもの

にまだ人間が追いつかない︒こう

ういう新しいモラルや環境の水準

くりに取り組んできた︒一九九

これを見て︑何を思ったかって︑

いうふうに考えていくと︑人と人

ない︒実は人々の環境や規範に対

際にそうすると五割程度ですけれ

これはお江戸の川柳っぽい話で

江戸時代︑まちは犬の糞だらけ

の間にどういうモラル︑つまり住

七年十一月には︑﹁せんだい・

だったっていうことです︒つまり

み慣わしを私たちはつくるのかと

ム﹂及び﹁地域貢献サポートフ

する意識が高くなって︑逆に︑そ

犬はほとんど放し飼いでしょう

いうことを︑これから地域社会で

ァンドみんみん﹂を開発・設

すけれども︑﹁近頃お江戸で目立

ね︑江戸時代は︒で︑基本的に糞

やっていかないといけない︒

ている︒

立・運用し︑全国から注目され

ム﹁サポート資源提供システ

働による︑ＮＰＯ支援のシステ

立︒二〇〇〇年より企業との協

みやぎＮＰＯセンター﹂を設

はその辺でしていた︒誰も糞を回

︵次号﹁仙台メビウス通信﹂に続く︶

伊勢屋︑稲荷に犬の糞﹂
︒

収するビニールの袋を持って歩い
ている人はおそらくいなかっただ
ろうと思うんですよ︒
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らモラルはあがっているかもしれ

「伊勢屋、稲荷に犬の糞」

ど︑夜中に恥ずかしいので持って

近頃お江戸で目立つもの
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）
﹁ごみ排出実態調査﹂
を実施します︒

担当の環境事業所にお願いいた
します︒調査期間︑頻度等詳細
については︑同封のチラシご覧

町内会で複数のチームで登

ます︒

て一枚で申し込みをお願いし

は︑お一人の方が取りまとめ

チームで調査をされる場合

ください︒
※

※
録することもできます︒

仙台市では︑クリーン仙台推進

クリーン仙台推進員対
象のグループ学習会・
施設見学会の募集を開
始します︒

の取っ掛かりにしていただくと

員及びクリーンメイトの地域活 動

6
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仙台市では︑平成十五年から︑
推進員︵メイト︶の皆さま に ︑
﹁ ご み 排 出 実 態 調 査 ﹂ にご協
力いただいておりました︒
例年は︑家庭ごみ︑プラスチッ
ク製容器包装︑びん・缶・ペッ
トボトルの日に︑どのような不
適正排出物︵その日出すごみで
はないもの︶があるかを中心に︑
調査していただいています︒
お住まいの地域のごみ集積所

ともに︑仙台市の廃棄物行政に

を サ ポ ー ト す る た め ︑ グ ループ

の現状把握を通して︑地域活動

おける貴重なデータとして活用

今年度は新たに推進員になられた

学習会・施設見学会を開催します︒

できるだけ多くの集積所にお

方を対象とさせていただきます︒

させていただきます︒
けるデータを収集できれば幸い

それぞれ定員があります︒応募
多数の場合は抽選とさせていただ

ですので︑ぜひ︑クリーンメイ
ト︑町内会の皆さまをお誘い併

きますのでご了承ください︒詳細
す︒

は後日送付のチラシを参照願いま

せのうえ︐ご協力をいただきま
すよう︑
﹁お願い申し上げます︒
申し込みは九月七日までに︑

仙台市では、
「ごみの排出抑制と分別徹底」、
「排出量に応じた受
益と負担の適正化」を進めるため，来年7 月から家庭ごみ等の
受益者負担制度（有料化）を導入する方針です。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

・関連する条例改正案を仙台市議会第3 回定例会（9 月議会）に提案します。

・詳細は、議会の審議結果を踏まえて、改めてお知らせします。

問い合わせは環境局総務課企画係（電話 ２１４―８２１９）へ

○●○編集後記○●○

◆ 今年から、推進員の担当になりました。ごみ減量・リサイク
ルの推進、ごみの適正排出、地球環境に優しいライフスタイル
に対する試みを、地域からどのように発信していけばよいのか、
皆さんと一緒に考えていきたいと思います。よろしくお願いし
ます。（中西）
◆ 同じく今年から、推進員の担当になりました。みなさんの身
近なところから，出来ることから取り組んでいただければと思
います。地域のリーダーとして活躍するみなさんのお手伝いを
微力ながらさせていただきますので，よろしくお願いします。
（大友）

