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仙台市環境局廃棄物管理課
２１４－８２２７

めざめよ！ごみ分別都市。

１Ｐ

各区で排出実態調査報告会兼交流会を開催しました

２Ｐ

仙台市環境局からのお知らせ

３Ｐ

平成28年度クリーン仙台推進員事業計画

４Ｐ

特
集

グループ学習会「初心者研修」

8月～9月

２日間・１コース

グループ学習会「スキルアップ研修」

8月～9月

３日間・１コース

ごみ集積所排出実態調査
情報交換会
（旧排出実態調査報告会兼交流会）
活動報告会

10月
１１月～12月

活動報告書の提出

3月

仙台メビウス通信の発行

9・12・３月

区ごとに開催

2月

ですが、活動報告会はメイトの方もご参加いただけます。また、「ごみ集積所排出実態調査」実施の

214- 8227

調 査 に 取 り 組 ん でみ ま

◆ごみ集 積 所 排 出 実 態

になります。さらに課題

活動を知ってもらう機会

ただくことで、推進員の

を共有できるので解決や

改善に向けた理解を得や

すくなるなどの効果も期

待できます。

今回、募集案内を同封

せんか

「ごみ集積所排出実態

調査」は、推進員がお住

まいの地域のごみ排出状

況を確認できる良い機会

です。改善点を把握し、

しておりますので、ぜひ

ご参加ください。

問：お住まいの区の環境

環境局では、環境を「感じる・学ぶ・実践する」たま
きさんサロンを開設しました。「サロン講座」の開催や
図書の貸し出しのほか、会議などが行えるセミナースペ
ース(予約制・無料)や自由に使えるサロンスペースがあ
ります。ぜひご利用ください。
【サロン講座のご案内】
「仙台七夕の由来とリサイクル／ミニ飾り作りワークシ
ョップ」
●日時 7月9日（土）10：00～12：00
●対象 親子14組 ※抽選
●申込 6月30日（木）必着
●内容 仙台七夕について文化と環境配慮の両面から
解説します。ミニ七夕飾り作りも行います。
●参加費 1組につき1,000円
●申込方法 住所、氏名（親と子）、お子さんの年齢、
電話番号を記入してはがき又はFAXで期
日までに
申・問：たまきさんサロン
〒980-0845青葉区荒巻字青葉468-1
TEL214-1233 FAX393-5038
ホームページhttp://www.tamaki3.jp/からも申し込め
ます。

今後の活動につなげてい

せんだい環境学習館・たまきさんサロンを
ご活用ください

ただくことを目的として

１人１日当たり家庭ごみ(ｸﾞﾗﾑ)

※「伝わる話し方講座」の申込受付は終了いたしました。 （問）廃棄物管理課

事業所

家庭ごみの量（トン）

減量を達成した参加者にはもれなく「ワケルくん

仙台メビウス通信 №71
仙台メビウス通信 №35

区ごとに開催

います。

仙台市の人口（万人）

ンジ」を７月３１日（日）まで実施します。ごみ

1

6月～8月

また、メイトや地域の

仙台市の人口とごみの排出量

量を目指す「WAKE UP!!ごみdeダイエットチャレ

問：ごみ減量推進課 214-8230

ごみ分別研修会

皆様に調査のご協力をい

年度は昨年度

27

仙台市の家庭ごみの量

は、平成

2

千トン減少し、

千トンとなりまし

9

から約

万

グラムとなり、

グラムの減

た。市民一人一日あたり

では

昨年度から
13

4
7
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18

ご家庭のごみの重さを把握いただき、ごみの減

応募方法など、詳しくはお問い合わせください。

1日間・3コース

際はメイト・町内の方々にもご協力いただければ幸いです（案内は推進員に送付します）。

てみませんか？

ファミリーオリジナル絆創膏」を差し上げます。

6月

考

※実施時期・内容は変更する場合があります。

庭ごみ」の排出量「一人一日あたり450グラム以下」を達
成できたか、まだなのか？ごみを出す前にその重さを量っ

グループ学習会「伝わる話し方講座」

備

各行事は、郵送にてご案内いたします。

生活に身近な家庭ごみ。どのぐらいの重さがあるかご存
知でしょうか？ 平成32年度までの仙台市の目標である「家

実施時期

※「仙台メビウス通信」は推進員・メイト・町内会長に送付します。行事は推進員を対象にしたもの

少となりました。

一方、家庭ごみの中には、分別すれば資源

参加しよう！WAKE(ワケ) UP(アップ)‼
ごみde(デ)ダイエットチャレンジ

としてリサイクルできる紙類・プラスチック

年度から、

28

製容器包装などが、まだまだ沢山含まれてい

ます。そこで仙台市では、平成

「ワケアップ！仙台」キャンペーンを行って

います。

この「ワケアップ！」は、ごみ分別に「目

覚める＝ウェイクアップ」と、「分別（ワケ

る）の向上（アップ）」という二つの意味を

含めた、ごみ減量・リサイクル推進の合言葉

です。

一人ひとりが

ごみの分別に目

覚めた、日本一

の「ごみ分別都

市」を目指しま

しょう！

家庭ごみの組成（27年度速報）

主な行事

環境事業所の電話番号
青葉環境事業所

２７７－５３００

宮城野環境事業所

２３６－５３００

若林環境事業所

２８９－２０５１

太白環境事業所

２４８－５３００

泉環境事業所

７７３－５３００

仙台メビウス通信 №71
仙台メビウス通信 №35

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。

交流会では、他の地区の推進員
の皆様と意見交換を行い、自分た
ちの地区の課題解決のヒントにし
ようと真剣にメモを取られる方も
いらっしゃいました。
今回の報告会では、３月に完成

わかりやすく説明している、ごみ

した、ごみについてワケルくんが

ていただく「ごみ集積所排出実態

減量・分別啓発ＤＶＤをご覧いた

月から

月に各

年１月

日

泉区の報告会の様子

五つ星☆集積所診断

ます。
●対象団体

名以上の方が参

古布や牛乳パックを

●研修の会場

申込団体等でご準

さない料理体験など。

活用した手工芸品作り、ごみを出

●研修内容

加予定の団体等。

通学する、概ね

市内に在住・通勤・

アール）講師を無料で派遣してい

クルを楽しく学べる３Ｒ（スリー

支援するため、ごみ減量・リサイ

を、今年度も実施します。

研修レポート

月に、地域でのごみの排

各区で排出実態調査報告会
兼交流会を開催しました

昨年
出状況を確認し、改善点の把握を

調査」を、推進員を始めメイト・
だきました。このＤＶＤは目的別

行うことで、今後の活動につなげ

地域の皆様にご協力をいただき実
に

補助します。
●対象機器

事業用）
●申込期間

︵スリーアール︶講 師 派 遣

リサイクルの推進に関する研修を

会では、市民の皆様のごみ減量や

アメニティ・せんだい推進協議

事業

◆

問：環境企画課 ２１４ ８-２３２

い合わせください。

ムページをご覧いただくか、お問

●申請方法など、詳しくは市ホー

で受付を終了します。）

（火）まで（予算額に達した時点

平成

ム（エネファーム、エコウィル、

ム、コージェネレーションシステ

陽熱・地中熱・下水熱利用システ

置、外窓交換、ガラス交換）、太

窓断熱改修（内窓設

や機器導入に要する費用の一部を

省エネを促進するための改修工事

熱エネルギーを有効に活用し、

◆Ｌｅｔ ｓʼ熱活！補助制度が始

まりました

ちしております。

様のご参加をお待

多くの推進員の皆

環境事業所主催で実施予定です。

名 、 報交換会として

今年度は一部内容を変更し、情

などでご活用ください。

ておりますので、地域での学習会

種類作成し、貸し出しも行っ

施いたしました。
その調査結果の報告会兼交流会

名、太白区

名、宮城野区

を、２月から３月にかけて区ごと
に開催し、青葉区
名、若林区
名（合計２４３名）のご参

６月７日 火(）から
市内にお住まいで、同

発電能力１Ｗ以上の

１台あたり千円～一万

●申請方法など、詳しくは市ホー

ます。）

円（対象機器ごとに定額を補助し

●補助額

者が事前に登録したもの。

トになったもので、登録販売事業

小型太陽光発電と蓄電機能がセッ

●対象機器

らず、市税の滞納のない方。

一世帯の方が購入補助を受けてお

●対象者

（購入前の申請が必要です。）

●募集

購入費用の一部を補助します。

型太陽光発電・蓄電機器セットの

信機器等の非常用電源に役立つ小

平常時の地球温暖化対策と、通

制度を開始します

◆みんなで備えるＭ ｙ 発 電 補 助

仙台市環境局
からのお知らせ

考になる報告会となりました。

員になられた方にとっては大変参

ただいた会場もあり、新たに推進

方に、日頃の活動紹介を行ってい

また、地域でご活躍の推進員の

説明しました。

果についてスライドを交えながら

報告会では、排出実態調査の結

加がありました。

泉区

49

ムページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

トナム語のポスターもあります。各環境事業所でデータ

12

58

組

講師の謝金・旅費

各コース先着

備願います。会場経費もご負担願
います。
●研修の申込
まで
●研修の経費

は必要ありませんが、材料代やご
用意いただくものがあります。
問・申：アメニティ・せんだい推

-

進協議会事務局（ごみ減量推進課
内）

2
仙台メビウス通信 №71
仙台メビウス通信 №35
仙台メビウス通信 №71
仙台メビウス通信 №35
3

1町内会あたり3ヵ所まで
・募集件数 各区先着10町内会程度
えるひな型も用意しました。英語・中国語・韓国語・ベ

25

・募集期間 5月30日（月）～11月30日（水）
ラストのほか、曜日や町内会名を入れるだけで簡単に使

8
2
3
0
214-8230

（ほうき・ちりとり）を贈呈します。奮ってご応募ください。
集」が完成しました。ワケルくんファミリーやごみのイ

◎平成27年度五つ星☆認定町内会のみなさんの声◎
（http://www.gomi100.com）からもダウンロードが

「五つ星☆集積所」として認定し、オリジナル認定証と清掃用具
10

ラシを作成する際にお使いいただける「イラスト素材

10

問：環境企画課 ２１４ ８-２３２

量・リサイクル情報総合サイトワケルネット

診断結果は「診断書」として町内会にお渡しするほか、優秀な成績を上げたごみ集積所を
地域の実情に合わせたオリジナルの啓発ポスターやチ

50

▲「五つ星☆集積所」の認定証

※管理会社（管理人）が管理する共同住宅の集積所を除きます。
申：お住まいの区の環境事業所（４ページ右下参照）
問：廃棄物管理課 214-8227
を収録したＤＶＤの貸出しを行うほか，仙台市ごみ減

環境局職員が、プロの目で集積所の状況を診断する「ワケルくんの五つ星☆集積所診断」

イラスト素材集ができあがりました！
集積所ポスターなどにご活用ください

◆集積所を整備したことで，ごみの出し方に対する地域の方々の関心が高まり、協力いただ
いたおかげで五つ星をいただくことが出来ました。
◆決められたルールをきちんと守り、みんなが快適に過ごせる場所づくりをすることは、町
内の住人として当たり前のことと思います。これから先も「ずっと五つ星」が当たり前の集
積所であることを目指していきます。
◆集積所をいつもきれいにしていることが住民の方への周知につながっていると思います。
◆ごみ集積所を整備したことにより、カラスや猫等によるごみの散乱やポイ捨てが減り、町
内住民の美化意識が高まりました。他の集積所も五つ星認定が頂けるよう、継続して取り組
んでいきたいです。
問：ごみ減量推進課

31

2
1
4
できますので、ぜひご活用ください。
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49
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青葉区の報告会の様子
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