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平成30年度クリーン仙台推進員研修等事業概要

仙台市リサイクル
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「メビウスちゃん」
●
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平成 30 年度の研修等事業は下記のとおり予定しております。グループ学習会は、これまでの「広報研修」と
「スキルアップ研修」を統合して、新たな「スキルアップ研修」に改編します。一昨年まで 3 日連続の研修でし

仙台市環境局家庭ごみ減量課
２１４－８２２6

たが、今後はテーマを選択し受講していただけるようになります。

■初任者研修（実施時期：６・7月）
新任推進員を対象に活動方法や自分たちに何ができるか等をテーマに講師による講義、グループワークや
先輩推進員の活動事例紹介など、初任者向けの内容を充実させました。（２日間受講）

■スキルアップ研修（年間１人１項目のみ受講可。定員に達しない場合のみ複数項目受講可）
推進員として活動を行う上で必要とされるスキルを更に高めていただけるよう、技術向上、知識の習得、
こんにちは推進員さん
「クリーン仙台推進員排出実態調査報告会」
を開催しました

３Ｐ

平成30年度クリーン仙台推進員研修等事業概要

４Ｐ

○環境施設編（開催時期：7・９月）
廃棄物処理業者から、廃棄物の現状や処理方法等を直接お聞きします。
こんにちは推進員さん

地域力で環境美化を

【太白区】西中田栗西町内会

年代から区画

40

啓発活動を効果的に進めるため、話の内容整理や相手の気持ちを察した伝わる話し方の研修です。

○市民協働編（開催時期：９月）
西中田栗西町内会は太白区の南端、名取市と

隣接する地域にあります。昭和

整理された住宅地に戸建住宅と集合住宅が混在

し、約８３０世帯が加入しています。先人達の

努力や苦労に感謝し功績を忘れないようにと旧

字名「中田町字栗」を町内会名に冠しました。

発足当時から、地域の一斉清掃を毎月実施し

ており、長くお住まいの方も多いことから、自

然と気心が知れている近所の方々が集まり、顔

を合わせ、情報交換や役員の方へ要望を伝える

地域の貴重なコミュニケーションの場にもなっ

ているとのことです。また、「花いっぱい運

名以上の方々の協力により

動」として、学校周辺の街路樹の植込みに花を

植えており、毎回

道路が花で彩られるなど、地域で住環境の美化

に努力されています。

ごみ出しルールもよく守られている地域です

が、集積所がカラスに荒らされることについて

は、お手上げ状態で、時には小学生がカラスに

年に町内会役員の就任を機に推進員に就い

襲われることもあるほどでした。そんな中、平

成

た阿部 昌道さんは、太白環境事業所へカラス

対策の相談に来られた時に「ハンサムネット」

を目にし、試験的に１ヶ所へ取り付けたとこ

ろ、効果が認められたため、見本を参考にクリ

50

○対人スキル編（開催時期：６月上旬）

２Ｐ

仙台市環境局からのお知らせ

27

地域コミュニティ活性化等を企画いたしました。ご自分の興味のあるテーマを以下から選択してください。

１Ｐ

一緒に活動する仲間の作り方、地域や協力者を巻き込んで活動の幅を広げる方法などの研修です。
○ごみ減量編（開催時期：１０月）
野菜の皮や切れ端を利用した調理や捨てる部分を減らす工夫など食品ロスに特化した研修です。

■ごみ分別研修会（各環境事業所主催）（開催時期：6・7月）
ごみの分別やごみに関する悩みの解決を探ります。また、グループワークで地域の情報交換等を行う研修
です。

■ごみ集積所排出実態調査（開催時期：10月1日～31日）
居住地域の｢ごみの排出実態｣を把握し、ごみ減量・リサイクルの推進、環境美化の手法を探るとともに、
周辺住民の協力を得ながら活動することで、地域における環境意識の高揚を図ることを目的としています。

■リサイクル施設見学会（開催時期：10・11月）
先進の廃棄物処理施設を見学いたします。ごみ分別・リサイクル推進を考えていただく際の参考にしてい
ただく見学会です。

■活動報告会（開催日：平成31年2月7日（木） 会場：楽楽楽ホール）
２年間の推進員活動のまとめとしての活動事例発表や排出実態調査の結果、仙台市のごみ減量・リサイク

ーンメイトの皆さんと協力し、被害の大きい

これらの研修等は開催の都度ご案内を送付します。なお、事情により、開催日時・会場・研
修内容等が変更になる場合もありますのでご了承願います。
モッタイナイレシピ

【南蛮レンコン】

○モッタイナイポイント

レンコンは皮ごと。甘じょっぱさ

と酸味でついつい食べ過ぎる美味

15
ml

しさです。おかずにもおつまみに

もお弁当にもグッド！

そばつゆ

○材料（４人前）

レンコン ４節

酢 大さじ１

小麦粉 適量

砂糖 大さじ１～２

サラダ油 適量

○作り方

①レンコンは皮付のまま１センチ

の厚さに。ビニール袋に入れて小

麦粉をまぶします。

②フライパンに油を熱し、レンコ

ンを重ならないように並べ両面を

焼きます。少し縮んでくるぐらい

が目安です。余計な油をキッチン

ペーパーで吸い取ります。

③合せておいたそばつゆ、砂糖、

酢を入れて絡めます。焦げやすい

ので気を付けて。お好みで白ご

ま、小口切
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りの南蛮な

1

どをまぶし

ハンサムネットの使用方法を掲載した
回覧板

てくださ

い。

８ヶ所へ取り付けました。今ではほとんどカ

ラスの被害はなく、地域の皆様に喜ばれてお

ります。

設置当初はごみをネットの中に入れず、裏

側に置かれることもあったため、使い方を周

知するための回覧板を作成し、協力を求めた

ほか、集積所にも案内板を設置したところ、

現在では正しい使用方法が定着しています。

地域清掃、花い

っぱい運動、ごみ

集積所の鳥獣対策

と取り組んでこら

れたことに「地域

が協力して街をき

れいにすると、ご

みのポイ捨ても無

くなりますね」と

笑顔の阿部さんが

印象的でした。

ル推進員のために行った啓発事例の展示も行います。

ほかにも美味しいレシピがたくさん⇒「モッタイナイキッチン」サイトをチェック！
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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。

家庭や地域でごみ分別を進め
ていくための情報交換を行い
ました
環境局では、ＰＤＣＡサイクル
（ ※
）による市民協働でのごみ減
量の取り組みを進めるため、各区
で開催されたクリーン仙台推進員
排出実態調査報告会で、「ごみ減
量キャラバン２０１７」の取り組
みなどを振り返りながら、推進員
の皆様と家庭や地域で分別を進め
るための意見交換を行いました。
たくさんのご意見やアイデアなど
をいただき、ありがとうございま
した。その中からいくつか紹介い
たします。
ＰＤＣＡサイクル：計画（Ｐｌ
※
ａｎ）を立てて実行し（Ｄｏ）、
その結果を評価（Ｃｈｅｃｋ）し
て改善につなげていく（Ａｃｔｉ
ｏｎ）の一連の取り組み。
■青葉区（２月 日）

■宮城野区（２月 日）

と意識が高まるのでは。

ように活用されているかＰＲする

・分別して出された資源物がどの

りを徹底するなど生ごみの減量を

・食事の食べ切りや生ごみの水切

組織を活用する。

ので、啓発活動を行う際に婦人会

平成

年４月から

ごみの搬入手数料が変わります
ごみ処理費用の負担適正化、ごみ減
量のため、市内清掃工場や石積埋立処

年実施してきたことにより地域で

までも小学生向けに出前講座を長

ました。清水沼町内会では、これ

ト」による取り組みの紹介があり

内会の「ジュニアクリーンメイ

・子どもたちの絵を使ったポス

■太白区（２月９日）

か。

るためのシールをつくってはどう

め、雑がみなどを入れる紙袋に貼

・紙類の分別意識を呼び掛けるた

分場へのごみ搬入手数料が変わりま

分別意識が向上し、更なる取り組
ターは大人へのＰＲ効果があるの

働き掛けてはどうか。

みとして、町内の小学生の中から
で、子供会と連携しポスターを作

家庭からの生ごみを減らしませんか

宮城野区報告会では、清水沼町

「ジュニアクリーンメイト」を募
製して集積所に貼って啓発する。

一００ まで一五００円
一００ を超える分は一０
までごとに一五０円

事業ごみ減量課２１４ ８-６７９

意識の変化を進められるような

用できる資源を提供する」という
制度があります。

ごみです。生ごみ処理機等購入に助成
◎補助対象（購入前に申請が必要）
○たい肥化容器（屋外型・屋内型）

日）

・月一回の町内会清掃の時に、実
・補助額：１基につき２千円（１世
○家庭用電気式生ごみ処理機

帯２基まで）先着３００基

・町内会での集団資源回収を月２

・補助額：購入金額（税込み）の５分
年４月１日～

～３回実施したり、子供会でリヤ
◎申請受付期間：平成

３（３万円上限）先着２５０台

るなど住民の方に資源物を出しや
日

平成

年１月

すい状況をつくっている。

カーを使って各戸を巡回したりす

方に紹介している。

例を交えて分別の仕方を町内会の

■泉区（２月

キャンペーンを強化する。

問

す。

集して、排出実態調査を一緒に行
・「ごみを捨てる」から「有効活

一００ 又はその端数ごと
に一０００円

うなどの事例が紹介されました。

家庭ごみの ％ 重(量比 は)野菜くず
や食べ残し、消費期限切れ食材等の生

日）

kg

町内会の皆さまで、バスに乗って

ス︶
ご利用ください！

◆ 環 境 施 設 見 学 会︵ワケルくんバ

温暖化最前線国・キリバス共和国

○「私たちとつながる島国～地球

んサロン
︻サロン講座のご案内︼

◆せんだい環境学習館・たまきさ

ド」コーナーが大変好評です。町内会

きる「ワケルくん素材集ダウンロー

する啓発ポスターなどが手軽に作成で

域の方にごみ出しルール等をお知らせ

■講師

４月７日 土( ) :～
:
前キリバス共和国名誉領

ワケルくんファミリーやごみのイラス

を素材集を使って作ってみませんか。

環境施設を見学し、ごみの減量やリ

町内会、社会学級、子供会

■日時

◆﹁
︵保存版︶資源とごみの分け方・

■対象

みませんか。

方法と出し方をまとめた「（保存

トのほか、印刷してすぐに使えるポス

名誉領事・大使顧問

事館

名以内の団体

名以上

ターのひな形もご用意しています。

などの

一般社団法人日本キリバス協会

月曜日～金曜日（祝休

■運行日

ケンタロ・オノ氏

パンフレットを改訂しました。ごみ

代表理事

時から午後３時で希

ワケルネット
（ http://www.gomi100.com
）
問：家庭ごみ減量課２１４ ８-２２９

サイト

仙台市ごみ減量・リサイクル情報総合

日、年末年始を除く）

の減量と資源物の分別・リサイクル
■時間

スまたはメールに講座名、氏名、

■申込み方法
ごみ焼却工場、資源化

はがき、ファック

人

にご協力いただくため、リサイクル
望する時間

午前

拠点に関する情報を追加しました。
■見学場所

住所、電話番号、年齢を記入して

７７３－５３００

ほか

泉環境事業所

センター、リサイクルプラザ

２４８－５３００

日までにお申し込みくださ

太白環境事業所

３月

２８９－２０５１

等で配布しております。ご家庭での

昼食が必要な場合

い（抽選後、当選者のみにご連絡

無料

は各自持参

します）

若林環境事業所

■利用料

【おすすめコース】

申・問

２３６－５３００

ごみの分別にご活用ください。
は行いません。また、昨年度より年

葛岡工場→葛岡リサイクルプラザ

◆﹁ワケルネット﹂をご活用くださ

tamaki3salon@city.sendai.jp

電話２１４ １-２３３
ＦＡＸ３９３ ５-０３８

たまきさんサロン

度版リーフレット（Ａ３）はパンフ

方・出し方講座）

仙台市青葉区荒巻字青葉４６８ １-

家庭ごみ減量課 ２１４ ８-２２９

（昼食→見学→資源とごみの分け

問

家庭から出た生活ごみのゆくえを
※
見学し、ごみの分別方法について学
■見学先、運行日程、時間など、詳

い！

ぶコースです。
しくはお問い合わせください。

仙台市では、ごみ減量・リサイ

宮城野環境事業所

３月１日から各区役所、総合支所

■定員

版）資源とごみの分け方・出し方」

15
30

レットに一部統合しました。

今回は一部改訂版につき全戸配布

13
30

クル情報サイト「ワケルネット」

２７７－５３００

40

10

20

問 家庭ごみ減量課 ２１４ ８-２２９
（利用日の６か月前から電話で受付）

青葉環境事業所

40

を展開しております。中でも、地

環境事業所の電話番号

27

家庭から出るごみの基本的な分別

オリジナルの啓発用ポスターやチラシ

問・申 家庭ごみ減量課 ２１４ ８-２２９

30

・集合住宅の集積所で不動産管理

■若林区（２月

kg

kg kg

35

20

会社と一緒に実施した調査結果を
分析し、今後の展開に活用すべ

30

３/31
まで

から考えること～」

・女性からの働き掛けが効果的な

14

サイクルなど、環境について考えて

き。

15

出し方﹂を３月から配布します

仙台市環境局
からのお知らせ

16

4/1
から
31

21
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