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募集案内＆結果発表

「食品ロス」をなくしてごみ減量

１Ｐ

クリーン仙台推進員学習会「広報研修」を開催しました

２Ｐ

仙台市環境局からのお知らせ

３Ｐ

ワケルくんの五つ星集積所診断

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」を募集し
ます。
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
績を収めたごみ集積所を「五つ星☆集積所」として認定し、オリジ
ナル認定証と限定清掃用具（ほうき・ちりとり）を贈呈いたしま
す。町内会の皆さま、奮ってご応募ください。
・募集期間 5月30日（水）～11月30日（金）
・募集件数 各区先着10町内会程度 1町内会あたり3ヵ所まで
※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（裏面参照） 問：家庭ごみ減量課 214-8227

仙台市環境局家庭ごみ減量課
２１４－８２２6

募集＆結果発表

平成29年度五つ星集積所実施状況（全市）
認定状況

４Ｐ

応募状況

区
おいしく食べて家計にやさしい

「食品ロス」をなくしてごみ減量

食品廃棄物とは、食品の製造・流通・消費の

段階で発生する食べ物のごみのことです。日本

ではこの食品廃棄物が年間で約２８００万トン

発生しています。その中には、本当は食べられ

るのに、ごみとして捨てられている食品（食品

ロス）が多く含まれており、近年特に問題視さ

れています。

食品ロスの例として、小売店での売れ残り、

飲食店での食べ残しや提供できなかった食材、

家庭の冷蔵庫などに入れたまま期限を過ぎてし

まったもの等があります。

このような食品ロスが日本全体で年間約６３

２万トン、国民一人あたりに換算するとお茶碗

五つ星集積所

四つ星集積所

三つ星集積所

町内会数

集積所数

町内会数

集積所数

町内会数

集積所数

町内会数

集積所数

20

58

17

33

12

19

4
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認定数

五つ星☆集積所診断を機に更なる環境美化活動に取り組まれている町内会が増えています。
《平成29年度五つ星☆集積所認定を受けた町内会のみなさんの声》
・ごみに係る課題は「分別・排出・周囲の環境整備」など、そのすべてが日々の生活に密接することか
ら、この認定を契機に、住みよい・明るい街づくりを行っていきたい。
・集積所を利用している方が清掃を続けていることが功を奏して、ごみ分別や清潔維持を心掛ける習慣
につながったと思う。他の集積所も五つ星に認定されるよう環境美化活動を広めていきたい。
・ごみ集積所管理は、他人任せにしないをモットーに、町内会みんなで少しずつやることにしていま
す。今後は、更にごみ分別を徹底できるよう頑張っていきたいと思います。
・地域の協力により、適正な排出方法とごみ減量・リサイクルに向けた取り組みを進めてきました。町
内会員・非会員を問わず、集積所の清掃当番を設定し、明るく住みよい地域づくりを目指します。
・これからも会員の協力を得ながら、優良なごみ集積所をたくさん育成し、地域の総合力で環境美化を
目指します。五つ星認定証はその到達点を示す証と思います。

モッタイナイレシピ

【青じそとしらすのふりかけ】

○モッタイナイポイント

悪くなりがちなしそとしらすをふりかけに

５枚

することで、日持ちもしておいしく食べら

青じそ

大さじ２杯程度

れます。

しらす

少々

○材料（１人前）

塩

○作り方

①青じそをこまかくみじん切りにして、塩

をふってもむ。（アク抜きと水抜きを行い

ます）

②青じそをもみこんで、キッチンペーパー

で絞って水気を切ったら、ほぐす。

③平たいお皿に、青じそとしらすをまぜ

て、ほぐしながら並べる。

④ラップをかるくかけて、レンジに２分程

度かける。

⑤カラカラ

になった

ら、深めの

小皿にうつ

して、塩を

ふって味を

ととのえて

出来上が

※これまでに五つ星に輝いた町内会の写真やコメントが市ホームページでご覧になれます
⇒「五つ星集積所」
で検索してください
り。

【暮らしのヒント】

①買い物のコツ

・在庫をチェック

・献立を考えて

・必要な食材リストをメモしてから買い物を

することで、お金と時間の節約に

②食品保存のコツ

・葉物野菜は立てて、根菜類は新聞紙で包ん

で保存するなどの工夫で長持ちします

・買ってきたら小分けにして、茹でてから冷

凍保存をすれば、使いたいときに適量を使え

て無駄が省け、更に調理時間の短縮にも

③食材の使い切りのコツ

・大根の葉をおにぎりの具材に、ニンジンを

皮ごと使えば栄養満点に

レシピ投稿サイト「モッタイナイキッチン」

【フードバンクを活用しよう】

食べきれない場合は、必要としていると

ころに食品を提供する方法もあります。

様々な理由で廃棄されてしまう食品を寄

付してもらい福祉施設などに無償で提供す

る「フードバンク活動」が広がっていま

す。

詳しくはＮＰ 法
O人ふうどばんく東北ＡＧ
ＡＩＮ（あがいん）

電話０２２ ７-７９ ７-１５０

をご覧ください

▲調査時の写真（手つかず食品）

一杯分（約１３６グラム）の食べ物が毎日捨て

られている計算になります。このうち約半数は

家庭から排出されております。仙台市では昨年

月に家庭から出る食品ロスの実態調査を行い

ました。その結果、仙台市の

生ごみの約３割が食品ロスと

して廃棄されていることがわ

かりました。

皆さんのご家庭でもおいし

く食べて家庭ごみを減らしま

せんか。一度冷蔵庫や保管庫

を確認してみましょう。

11

Ｈ30.3月現在

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。

研修レポート

クリーン仙台推進員学習会
「広報研修」を開催しました

紙面の中に、たくさんの情報を盛
通りがかりにポスターを見かける

お持ち帰りいただきましたので、

手作りの掲示物は、独特の暖か

り込み過ぎてしまうと人の目を引

地域の実情に合わせて伝えたい内
さがあり、人の関心を引く力があ

ことがあると思います。

容と対象者を絞ると良いこと、更
ります。

き付ける力が弱くなることから、

に季節感を持たせることも効果的

という用紙に「誰に」、「何

るために、「コンセプトシート」

ず、伝えたい相手や内容をまとめ

これを踏まえ、参加者には、ま

ご活用ください。また、作成に際

ご用意しておりますので、ぜひ、

にてポスターのひな型や素材集を

市ホームページ「ワケルネット」

る掲示物を作成いただけるよう、

仙台市では、手軽にごみに関す

を」、「なぜ」、「いつ」、「ど
しお困りの点があれば各環境事業

とのことです。

こで」といった項目を記入して、
所までお気軽にご相談ください。

研修で作成した作品例

家庭ごみ減量課

■日時

ご家庭や事業所で昨年同時期に比
光発電などによる「売電量」を投稿

■内容

７月７日 土( ) :～
:
仙台七夕まつりに込められた

いただくキャンペーンを実施中で

思いや四百年受け継がれてきた歴史を

「 わ た し た ち の〝七 夕 さ ん〟～ 誰 か に

電話

す。電力会社から届く電気使用量ま

当時のポスターや写真、映像とともに

す。ただし、後日お送りするアンケー

年秋ごろより、

たは購入電力量のお知らせをコピー

振り返ります。新たに仙台にいらっ

教えたくなる仙台七夕の物語～」

環境局では平成
２１４ ８-２２９
２１４ ８-２７７

ＦＡＸ

または撮影し、郵送、ＦＡＸ、Ｅ

仙台七夕について改めて学んでみませ

◆ 熱エネルギー 有 効 活 用 支 援 補

しゃった方もずっとお住まいの方も、
①節電投稿

んか。

行っている団体に対して奨励金を交

メールでご応募ください。

熱エネルギーを有効に活用し、省

に掲載の「今月の使用量」と「昨年

助制度をご利用下さい

の登録は夏ごろを予定しています。

エネを促進するための改修工事や機

電気使用量のお知らせ

家庭ごみ減量課２１４ ８-２２６

問

佐藤正

■講師

代表

同月の使用量」が確認できるもの

風の時編集部

器導入に要する費用の一部を補助し

購入電力量のお知ら

人（抽選の場合は当選者に
はがき、ＦＡＸまたは
号、年齢を記入し６月

日までにお申

メールに講座名、氏名、住所、電話番

■申込み方法

のみご連絡）

氏

実
窓断熱改修（内窓設

適な空間づくりをしませんか。

②創エネ投稿

受講団体募集
●対象機器

家庭部門では毎月の投稿者の中か
ら抽選で、電気ケトル（１名様）、
お米セット

し込みください。
日）応募方法などの詳細は、市役所

仙台市青葉区荒巻字青葉４６８ １-

たまきさんサロン
１階「市民のへや」、各区役所、総

問・申
た時点で受付を終了します。）

電話２１４ １-２３３
ＦＡＸ３９３ ５-０３８

環境共生課２１４ ０-００７

きさん」をご覧ください。
問

tamaki3salon@city.sendai.jp

合支所などで配布するチラシまた

環境企画課２１４ ８-２３２

お問い合わせください。
問

は、仙台市環境ウェブサイト「たま

●申請方法など、詳しくは市ホーム

（各月分の応募締め切りは翌月

バッグ（３名様）が当たります！

㎏（１名様）、エコ

42

◆ダンボール式 生ごみリサイクル
出前講座

電話またはＦＡＸ

26

町内会等の地域団体の皆さまのも
年９月

置、外窓交換、ガラス交換）、太陽

平成

とへ講師が伺い、講座を行います。

●会場

分必要で

講座時間は、質疑応答も含めて約
分、準備・後片づけに各
●申込方法

自宅で生ごみリサイクルをお試し

1.5

●実施期間

) 熱・地中熱・下水熱利用システム、
コージェネレーションシステム（エ

人以上の参加が見込

ネファーム、事業用）

日 日
(

概ね

31

まで
●対象

1

まれる町内会等の団体 先着 団体
●申込期間 平成 年 月 日
(
)
各団体でご用意ください。
（木）まで（ただし、予算額に達し
31

30

15

もの

ます。補助金を活用して、エコで快

15
30
■定員

14
00

せに掲載の「売電量」が確認できる

付します。奨励金の対象となる団体

が困難な世帯へごみ出し支援活動を

高齢や障害により、家庭のごみ出し

30
30

になりたい受講者に体験モニター

15

10

2
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集積所等で活用する掲示物の作

名の推進員の皆さまにご参加

日の２日間

成方法を学んでいただく「広報研
修」を、２月６日・
で
いただき開催いたしました。
講師は、仙台市内で外国人旅行
者向けのパンフレットやチラシ・
ポスターの制作を手がけている株
イメージを膨らませた後に、用意

７７３－５３００

式会社コミューナの小林知博氏を
した素材集などを用いて、実際に
ポスター作りに挑戦していただき

泉環境事業所

お迎えし講義いただきました。
作成のコツとしては、限られた
ました。
「コンセプトシート」を用いた
作業に多少戸惑いもあったようで
すが、ポスターの作成となると、
１枚の紙へ思い思いにアイデアを
詰め込み、オリジナリティー溢れ
る、世界で１枚の作品に仕上げて
おりました。
作品は各地域の集積所で掲示で
きるようラミネート加工をして、

２４８－５３００

◆せんだい環 境 学 習 館・たまきさん

太白環境事業所

◆﹁伊 達な節 電 所 キャンペーン﹂を

２８９－２０５１

トにご協力いただける方が対象です。 べて削減した「電気使用量」や太陽

㎏、

若林環境事業所

セット（腐葉土 ㎏、米ぬか

２３６－５３００

サロン
︻サロン講座のご案内︼

宮城野環境事業所

実施中です

２７７－５３００

もみ殻くんたん ㎏）を差し上げま

青葉環境事業所

◆高齢者等のごみ出し支援を行っ

仙台市環境局
からのお知らせ

環境事業所の電話番号

問・申

1.0

26

ている団体に奨励金を交付します

0.5 2.5

88

すので、会場は２時間程度必要です。 ページを「熱活」で検索いただくか

60
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