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年末年始のお知らせ

仙台市リサイクル
シンボルマーク
「メビウスちゃん」

◆「家庭ごみ」、「プラスチック製容器包装」、
「缶・びん・ペットボトル・廃乾電池類」、「紙類」

●

編集・発行

仙台市環境局廃棄物管理課

●

電

２１４－８２２７

話

の収集について
年末最後と年始最初の収集日を、市政だより
（12月号）や仙台市ホームページでお知らせ
しています。

こんにちは推進員さん

１Ｐ

また、町内会等の担当の方（回覧物等の送付

研修レポート「Ｈ26年度 グループ学習会」

２Ｐ

先として申し出いただいた方）に、回覧用チラ

仙台市環境局からのお知らせ

３～４Ｐ

シ（右図）とごみ集積所への掲示用ポスターを、
11月下旬に郵送いたしました。地域の方への

こんにちは推進員さん

雰囲気作りがメッセンジャー

【泉区】虹の丘三丁目町内会

取材に伺った当日は、推進員の皆さんが「家

庭ごみ」「缶・びん・ペットボトル」の排出実

態調査の真っ最中。その様子を拝見していて特

（問）お住まいの区の環境事業所（連絡先は３
頁参照）

◆資源回収庫での紙類・布類の回収について
市民センターの資源回収庫は、年末は12月

▲

宮城総合支所、大沢市民センター、落合市

青葉区

民センター、折立市民センター、貝ヶ森市
民センター、柏木市民センター、福沢市民

となります。秋保・里センターは年中無休（た

センター、水の森市民センター、葛岡リサ

だし、1月１日の利用時間は９時～17時）です。
また、区役所・総合支所、環境事業所は、年

▼脇は隙なく、

下には空間

イクルプラザ
宮城野区

民センター、福室市民センター、宮城野環

（月）からとなります。

境事業所
若林区

若林区役所、七郷市民センター、若林市
民センター、沖野老人福祉センター、若

＜紙類＞

林体育館、今泉リサイクルプラザ
太白区

秋保総合支所、八本松市民センター（注）、

④雑誌、⑤雑がみの５分別にし、ひもで十文字

東中田市民センター、茂庭台市民センター、

にしっかり縛る。

山田市民センター、秋保・里センター、太
白環境事業所

※ビニール袋には入れないでください。

＜布類＞

▲

宮城野区役所、幸町市民センター、高砂市

末は12月26日（金）まで、年始は１月５日

①新聞・折込チラシ、②段ボール、③紙パック、

集積所の看板

こちにこだわりポイントが。猫やカラスのくち

ばしが入り込むわずかな隙間を埋めつつ、利用

者が上げ下げしやすいようにネットの持ち上げ

部分には空間を持たせたり、収集作業員が無理

なく収集できるように柱の位置を調節したりし

ています。こうした細やかな配慮は、及川智雄

さんが何度も試行錯誤を重ね、改良した賜物だ

そうです。さらに４カ所の集積所には、地域の

方に描いてもらった看板も設置。ごみ出しルー
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■資源回収庫の設置施設（市内37カ所）

27日（土）まで、年始は１月６日（火）から

■資源回収庫への紙類・布類の出し方
ルと一緒に華やかな絵が描かれたものもあり、

思わず近づいて見たくなる出来栄えです。

「今日の調査で、家庭ごみに雑がみが意外と

混入していました。近々ある町内清掃で、早速

雑がみの分別を呼び掛けたいです。新しく雑が

み分別の看板を作るのもいいですね」と対策会

議に花を咲かせる皆さん。排出実態調査で見つ

かった課題にすぐに向き合う皆さんのおかげで、

また一歩クリーンなまちづくりが進みます。

1

に目を引いたのは、缶・びん・ペットボトルの

▲推進員の皆さん。４人で活動中です

出し方の良さ。フタを外す、ラベルを剥がす、

ペットボトルはつぶすといった、他の地域では

なかなか徹底されないルールが、この町内会で

は定着しています。

「秘訣は、正しく出されている雰囲気作りで

分頃に推進員が集積所に来て、フタ

す」と教えてくれるのは片上尚男さん。収集日

の朝７時

を外すなどしたペットボトルやびんを、回収容

器に出しておくのだとか。後に出す方はそれに

習うようで、わざ

わざ言葉で言わな

くても、地域の方

に自然と排出ルー

ルが浸透していっ

たそうです。

また、集積所に

目を移すと、あち

15

周知にご協力ください。

泉区

泉区役所、加茂市民センター、松陵市民セ
ンター、高森市民センター、寺岡市民セン

洗濯した後（ぬれたものは乾かしてから）、中

ター、根白石市民センター、松森市民セン

身の見える透明な袋に入れ、袋の口を縛る。

ター、南中山市民センター、泉総合運動場、

■次のものは回収しません
布団・座布団、マットレス、作業服、制服、雨

泉環境事業所

（注）八本松市民センターは本館工事のため、３月
末（予定）まで利用できません。

具、カーペット、革製品など

※利用時間は９時～16時半（秋保・里センターは９

（問）ごみ減量推進課２１４－８２２９

時～18時）
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4

この通信もリサイクルできます。「雑がみ」として分別しましょう。

研修レポート

年度 グループ学習会

切」など、地
域全体での取

する意見が多

Ｈ
「グループ学習会」は、４～５
く出ました。

り組みを重視

名のグループに分かれて、地域で

さえておきたいポイントや共感を

後、序論と結論に的を絞って、押

いう話の組み立て方を頭に入れた

初めに「序論→本論→結論」と

～９月にわたり、推進員

守ってもらう」との目標に、６月

学習会です。「ごみ出しルールを

決に向けた一連の流れを体験する

実践・結果の検証までの、課題解

人が８

得る声の出し方などを、実習形式
で学びました。

グループに分かれて挑戦しました。

野区）で推進員として活躍中の髙

など、取り組めたことに限りがあ

２日目は、清水沼町内会（宮城

合ったり情報交換したりしながら、
橋喜美子さんに、話を伺いました。
ります。結論での復唱が大事で
りましたが、同じ目標に向けて悩
み、知恵を出し合ったことで互い

スターの掲示、回覧での呼び掛け

テーターの話を聞いてそのニュー
の意識の高さを実感し、刺激を受

％忘れるという実験結果があ

４カ月という短い期間では、ポ

推進員活動に役立つノウハウを習
お金をかけずに牛乳パックを再
す」「ニュース番組で、コメン

講師から繰り出される「 分後

得していただく研修会です。今年
利用してポスターを作ったことや、

スに関心を持ったりしませんか。
けた様子。明日からの活力を得た

に

度は３つのテーマで開催しました。

を集積所に吊るしたことなど、発
自分に何か関係があると思うから

▲

何か活動を始めたいと考えている
手頃なものだっただけに、参加し

的ですよ」「日常会話では、無意

ると親近感を持ってもらえて効果

想豊かな髙橋さんの取り組みは、

方向けに、活動のヒントやきっか
た皆さんの初めの一歩を後押しし

ようでした。

けをつかんでいただく学習会です。
たようです。「活動を始めたい」
識で強調したい部分は音程を高く、
ゆっくりと話しています。人前で
話すときは『意識して』やってみ
てください」などのアドバイスは、
言われてみればと思うことばかり。
話すことの奥深さを実感しました。

◆ や ってみよ う ！ 推 進 員 活 動
（６日間）
最終日に発表会も
▲

です。皆さんも身近な話題を加え

８月～９月にかけて開催し、推進
との声を多数いただきました。

◆話し方講座（
１日間）

員約 人が参加しました。
１日目は、講師から地域での活
「話して伝える」ことは、ごみ
出しルールの有効な啓発方法。ど

動を円滑に進めるコツを学んだ後、
「ごみのポイ捨て」をテーマに原

てもらえるように話したいもので

うせやるなら、地域の方に協力し

「暗い、人目に付かない場所に
す。そこで、「話し方」に焦点を

因と対策を話し合いました。

は捨てられやすい。地域の眼が大
当てた学習会を９月に開催し、推

７７３－５３００

事」「ポイ捨ては更なるポイ捨て

泉環境事業所

行 いました（やってみ

２４８－５３００

よう！推進員活動）

太白環境事業所

取り組む内容の決定・地域での

日～

日（日）～平成
月

宮城野環境事業所 ２３６－５３００

進員約１２０人が参加しました。

月

日（日）（

年１月
●
●
歳以上
●抽
日（祝）
●申

封筒

▼学習机フェア
●期間＝①
年１月

１月４日は除く）②平成

日（日）～２月８日（日）

台

会場＝葛岡リサイクルプラザ

●展示数＝各回

対象＝市内にお住まいの
の方

年１月

年２月９日（月）

選日＝①平成
②平成

町内会報

◆ 新 年・新 入 学のご準 備にいか

●抽

28

が ですか 〜 リサイクル品フェア
を開催します

月

●会場＝今泉リサイク

月６日（土）～

▼着物・羽織・帯フェア

日（日）
●対象＝市内にお住ま

点

●申し込

12

推進員になって間もない方や、

カラス対策にカラスの手作り模型

起こりがちな問題の解決策を話し

35

◆初めの一歩（
２日間）

ただきました（初めの一歩）

14

●展示数＝着

点、帯

日（月）

27

12

を生む。きれいな環境作りが大

仙台市環境局
からのお知らせ
◆活動報告会にご参加ください
をどうやったらいいの？」と悩ん
ルプラザ

●期間＝

でいる方、「やってもなかなか効
いの

月

点、羽織

歳以上の方

果が出ない」と感じている方、他
物
選日＝

12

本番さながらに声
に出して、相手に
話す練習をしました
（話し方講座）
紙製トレー・空箱

２８９－２０５１
雑誌・チラシ

２７７－５３００
青葉環境事業所

地域貢献に活動したいが、「何

42

し込みは１人１台まで

環境事業所の電話番号
食品の空箱

27

（問）葛岡リサイクルプラザ２７

◆これらは紙類です。家庭ごみと分別を！

30

18

力をお願いします。

50
３８％

12 15

地域の方への呼び掛けに、皆さまのご協

12

21

れば、家計にも大助かりです。

15
震災
発生

27

量・リサイクルを進めましょう。ごみが減

18

家庭ごみに資源物が含まれる割合

11
資源回収庫を上手に利用して、ごみの減

50

みは各種１人１点まで

成25年度の47％より増えてしまいました。

27

増えます。紙類定期回収、集団資源回収、

12

の推進員の活動体験を聴きに出掛

の資源物の混入割合が約50％となり、平

25
引越しシーズン到来と、ごみを出す機会が

けてみませんか。

今年４月～10月の状況では、家庭ごみ

７・８５７３
これからの時期は、年末年始の大掃除、

今回、案内チラシを通信に同封

割合が高くなっています。

（問）今泉リサイクルプラザ２８

の紙類やプラスチック製容器包装など）の

しています。ぜひご参加ください。

源物（新聞・雑誌・雑がみ・紙パックなど

９・６４０１

東日本大震災後、家庭ごみに混入する資

（問）お住まいの区の環境事業所

「半分」が資源です！
！
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20

26
50

なんと、家庭ごみの

若林環境事業所

（問）ごみ減量推進課２１４－８２３０

▲模型の実物も見せてい

26年4月～10月
25年度
21年度

５０％
４７％
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