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仙台市リサイクル
シンボルマーク
「メビウスちゃん」
●
●

編集・発行
電
話

推進員の皆さんに、年1回「活動報告書」により活動状況の報告をいただいております。平成27年度の
活動報告書の集計がまとまりましたので結果をお知らせします。
※提出数979件、表の数字は提出数に対する回答の割合です。
○活動内容とその頻度
単位：％

仙台市環境局廃棄物管理課
２１４－８２２７

質問項目

毎日

ごみ集積所の清掃

なし

6.3

30.5

31.3

21.6

10.3

11.2

35.0

34.9

16.7

2.2

ごみ集積所での分別啓発

2.4

15.2

23.4

38.0

21.0

ごみ集積所の点検・見回り

58.3

町内会報等へ環境記事掲載

1.4

2.0

10.1

39.9

46.6

仙台市環境局からのお知らせ

３Ｐ

町内会へ報告や呼びかけ

1.2

3.1

20.6

58.1

17.0

活動報告書の集計結果をお知らせします

４Ｐ

まち美化活動

2.3

5.6

20.2

51.0

20.9

不法投棄巡視パトロール

3.9

10.9

21.2

33.6

30.4

環境に関する勉強会の実施

1.1

0.7

3.1

28.2

66.9

ごみ集積所の清掃・見回りに
ついては、定期的に実施いただ
いており、週数回、月数回の方
が60％以上となっています。
集積所の改修については、半
数の方が年数回と回答していま
すが、ポスターやチラシの作成
は約40％となっています。
ごみ拾いなどのまち美化活動
は80％弱の方が実施されていま
す。

【青葉区】北なごむ町内会

こんにちは推進員さん

○活動した感想

⑤
①
④ 9.9%
27.2%
15.0%
②

③

39.0%

40％弱の方が思うように活動できなかっ
たと回答しています。
27％の方がやりがいを感じている一方
で、9％弱の方が活動の仕方がわからないと
回答しています。
また、時間がなくて活動できない方も
15％いらっしゃいます。
なお、推進員と町内会の役員を兼務されて
いる方は90％となっています。

①やりがいがあった

8.9%

②活動の仕方がわかならい
③思うように活動ができなかった
④時間がなくて活動できなかった
⑤その他

○推進員活動をするにあたり学びたいと思うこと
450

ごみの減量についての研修の要望が多
く、全体で20％の方の回答がありまし
た。ごみの正しい出し方や出したごみのリ
サイクルの仕組みなどにも関心が高いとの
結果が出ました。
その他として、市民向けの研修、小中高
生や大学生向けの研修を充実してほしいと
の回答もありました。

400
350

高く、自主的に集積所の清掃や歩道のごみ拾

いなどを行っているとのことです。

今年は町内会総会後にごみ出し勉強会を青

葉環境事業所の協力で開催し、大勢の方が参

加され、ごみの出し方について学びました。

また、環境局主催の環境施設見学会も計画中

で、前回は定員を超える応募があったことか

ら今年は定員数を増やして実施する予定との

ことです。

日頃から集積所をきれいに保つことで、ご

みを出す人の心にルールを遵守する気持ち、

汚せないという気持ちが出てくるのではない

年度から始まった五つ星集積所診断

かと長内さんはお考えのようです。

平成

へも率先してお申し込みいただき、青葉区で

最初の五つ星集積所に認定されました。

他の地区の

整理された集

積所を見ると

羨ましく思う

とのことで、

ますます向上

心に火が付く

長内さんです。

仙台メビウス通信 №72
仙台メビウス通信 №35

年程前に、

持しています。

町内会役員名簿

にもクリーン仙

台推進員の名前

を掲載している

とのことです。

町内会の皆様

も推進員の方に

も増して意識が

26

10

町内会員総推進員の街

33.1

今回お話を伺ったのは青葉区北なごむ町内

5.4

会の長内正治さんです。

1.7

北なごむ町内会は青葉区東部の上杉地区に

1.6

２Ｐ

あります。教育機関や商業ビルもあり、市の

チラシやポスターの作成

研修レポート

中心部に近いながらも、表通りから一歩中に

28.5

入ると静かな佇まいの住宅地です。

55.2

長内さんが町内会長に就任した

9.9

クリーン仙台推進員制度に賛同いただき、特

3.8

に地域の美化に熱心だった４名に声掛けをし

2.6

て初代の推進員を引き受けていただいたとの

ごみ集積所の改修

１Ｐ

ことです。以後、交代しながら５名体制を維

こんにちは推進員さん

平成26年度に取得した五つ星認定証

1

週数回 月数回 年数回
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環境事業所の電話番号
活動の感想として、アパートの住人や若い方のマナー違
反などに苦労しているとの意見が多数寄せられた一方で、
地域の小学生とその保護者を巻き込み、勉強会を開いてコ
ミュニケーションを図るなど、地域をきれいにする取り組
みも紹介していただきました。
また、ごみ出しルールを守らないのは、ルールを学ぶ機
会がないためとの意見や不動産業者との勉強会や学校への
周知の必要性を感じているとの意見も多数ありました。

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 №72
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。

研修レポート

なみ、笑顔の作り方など初対面で
良い印象を持ってもらうための基
本的なことから、コミュニケー

ケーションスキルの手法、発声ト

クリーン仙台推進員学習会
広報研修を開催しました
地域の皆様にごみ出しのルール
レーニング、立居振る舞い等を講

ション力を高める方法、コミュニ

を守っていただくことは、ごみの

ら共感や賛同を得られるかをテー

ます。そこで、どのように話した

力をいただければ、効果もあがり

話し方ひとつで、気持ちよく協

かった」、「早速実践します」、

た」、「もう少し話を聞いていた

た。参加者からも「時間が短かっ

容で大変充実した研修となりまし

２時間半の時間の中で、多彩な内

クリーン仙 台 推 進 員 リサイクル
施設見学会参加者募集
今年度から「ワケアップ！仙台」
を合言葉に、市民の皆様に更なる分
別のご協力をいただいております
が、「分別した資源はどのようにリ
サイクルされているの？」と疑問に
思っている方も多いと思います。
そんな疑問を解消していただくた
めにリサイクル施設見学会を実施し
ます。
●クリーン仙台推進員で施設見学を
希望される方は、同封されている申
込書に記入していただき、ＦＡＸま
たは郵送で９月 日 金( ま)でに各環境
事業所へ（申込書は推進員のみに同
封。申込多数の場合は抽選。）

日（月）

﹁ワケアップ！仙台キャラバン﹂

日（月）～

を実施します
月

まで、地域のごみ集積所、コン
ビニ店頭で、ごみ減量・分別を
呼びかける「ワケアップ！仙台
キャラバン」を実施します。皆
様のご理解・ご協力をお願いし
ます。

２１４-8230

減 量 や 環 境 美 化 に つ な が り ま す 。 義と実習を織り交ぜて学びました。

マに、合同会社エデュウス藤田
などの感想が寄せられ、大変好評

日に市役所本庁

﹁資源とごみの分け方・出し方﹂を 月に全戸配布します

ＬＥＤデスクライトや花と緑のギ

す。皆様からの情報提供をお願いし

問：廃棄物指導課 ２１４ ８-２３５

すため、不法投棄をなくしましょう。

仙台の美しい自然を次の世代に残

ます。

でした。

代表 藤田 素子先生をお迎えして

・

「広報研修～伝わる話し方講座
～」を６月
舎６階会議室で開催しました。定
員を大幅に上回る応募をいただき、
藤田先生のご厚意で講義回数を増
やしての実施となりました。
当日資料にあった「ハーティ・
コミュニケーションを目指して」
のとおり、優しく・温かく相手に
自分の考えをわかりやすく伝える

10

家庭から出るごみの分別方法と出し方をまとめた「（保存版）資源とごみの
分け方・出し方」パンフレットを全
面的にリニューアルし、 月に全戸
配布します。
ごみの減量・分別を一層進めるた
め、リサイクルの情報を充実させま
した。
このパンフレットは数年間お使い
いただく「保存版」です。台所等に
備えつけておくと便利です。

問：ごみ減量推進課

を未然に防止するため、日中のみ

アンケートにご協力いただける方に

●出前講座を受講し、後日送付する

申：お住まいの区の環境事業所
問：廃棄物管理課 214-8227

ための研修でした。

31

※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。

フト券千円分が当たる期間賞もあ
ります。
応募方法などの詳細は、市役所
１階「市民のへや」、各区役所、

◆ 出 前 講 座﹁ ダンボールで生ごみ

総合支所などで配布するチラシま
たは、仙台市環境ウェブサイト

生ごみを「たい肥」にリサイクル

からたい肥をつくろう！﹂

しておいしい野菜を作りませんか？

「たまきさん」をご覧ください。
問：環境共生課 ２１４ ０-００７

て説明します。
●対象＝おおむね

人以上の参加が

肥化する方法を講師が地域に出向い

ダンボール箱等を利用して、たい

ＦＡＸ ２１４ ０-５８０
※Eﾒｰﾙ setuden@tamaki3.jp

◆９月は廃棄物不法投棄防止強
化月間です！

込受付数に制限有り〈先着〉〕

ならず、夜間・休日パトロールを

は、ダンボール式生ごみリサイクル

・募集期限 11月30日（水）まで

相手に不快感を与えない身だし

仙台市環境局
からのお知らせ
◆﹁ 伊 達 な 節 電 所 キャンペーン﹂
を実施中です
ご家庭や事業所で昨年同時期に
比べて削減した「電気使用量」や
太陽光発電などによる「売電量」
を投稿いただくキャンペーンを実
施中です。電力会社から届く電気
使用量または購入電力量のお知ら
せをコピーまたは撮影し、郵送、
）でご応募
※

動から出る廃棄物の一部が、心な

●講座実施期間＝９月 日 （金 ）まで

見込まれる町内会等の地域団体〔申

い人たちによって、人目につきに

●無料で利用できますが、会場は申

わたしたちの日常生活や事業活

くい山間や河川に捨てられると

込団体でご準備ください。（所要時

実施しています。また、産廃１１

モニターセットを差し上げます。

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

ＦＡＸ、Ｅメール（
ください。
電気使用量のお知ら

いったケースが後を絶ちません。

０番（２１４ ３
- ８０９）を設置し、

申：ごみ減量推進課 ２１４ ８-２２９

間は２時間程度）

不法投棄の早期発見に努めていま

仙台市では、廃棄物の不法投棄

17

と清掃用具（ほうき・ちりとり）を贈呈します。奮ってご応募ください。

2
仙台メビウス通信 №72

10

優秀な成績を上げたごみ集積所を「五つ星☆集積所」として認定し、オリジナル認定証

10

30

①節電投稿
せに掲載の「今月の使用量」と

購入電力量のお知

「昨年同月の使用量」が確認でき
るもの
②創エネ投稿

名に

らせに掲載の「売電量」が確認で
きるもの
家庭部門では毎月抽選で

ステンレスボトルを進呈します。

23

10

15

（各月分の応募締め切りは翌月

日）また、

15

仙台メビウス通信 №72
仙台メビウス通信 №35
3

10

わかりやすい言葉でユーモアを交えながら
講義いただきました

14

日、２月分のみ３月

11
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