
エンジョイ エコ 推進大会
２０１８

「エコロジーパークこまつ」について

平成30年2月18日（日）

こまつドーム・集会室

小松市環境共生部 エコロジー推進課
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〔本日の説明内容〕

1.ごみダイエット袋導入後の状況について
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2.大雪によるごみ収集への対応について
（平成30年2月6⽇〜）

3.エコロジーパークこまつについて



1.ごみダイエット袋導入後の状況について
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ごみダイエット袋導入後の状況について
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１日あたりの可燃ごみ量（１～12月）
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町内会・市⺠の皆様の

取り組みに感謝！



更なるごみダイエット・リサイクル率ＵＰに向けて
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■⽣ごみの減量化

・家庭:生ごみは可燃ごみの55%（重量） ※大半が水分！

①⽣ごみ処理機、コンポスト（購入補助）

②3キリ（使いきり・食べきり・水きり）

■草ごみ堆肥化（枠を町内会レンタル）

①可燃ごみ ⇒ 土にバック

■資源・リサイクル率アップ

①古紙：「名刺サイズ以上」はリサイクル

②プラスチック製容器包装…「さっとひと洗い、⽔切り」

※45ℓ以下の透明・半透明（中⾝の⾒える）袋を使用

③古紙など：出しやすい市内リサイクルステーションを利⽤

マークが目印



町内会優良表彰について（New）
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模範となる取り組みを表彰・優良シール表⽰
〜ごみ出しマナーと共創⼒アップ〜

評価ポイント（予定） ※①〜③合計点

①【町内会・自己採点】
・啓発活動（市出前講座・回覧版等）、美化活動の実施数
・⽴ち当番・掃除当番の実施、先進的取り組み など

②【市・採点】
・世帯数に応じたリサイクルリーダー複数制
・１集積所あたりの取残しごみ袋数
・わがまち美化ピカ隊への登録（活動）など

③【現地・採点】
・集積所等の管理状況(現地調査) など



わかりやすいごみ出し情報
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・カラー版「分け方・出し方手引き」
⇒紙面カラー（写真・イラスト入り）にリニューアル！

・ごみ出しカレンダー ・ホームページを更新
⇒ごみ出しカレンダー・手引きは、３月末各町内に配布

・ごみ検索サイト「ごみサク」
小松市ごみ分別辞典「ごみサク」がスタート！
⇒キーワード検索すると、ごみの分別や詳細
を簡単に調べることが出来ます。

・ごみの分別ＤＶＤ「容器包装プラスチック」
（こまつ動画チャンネル YouTube

https://youtu.be/l50ZcVbWJX4）

・

〜ごみ出しマナーと共創⼒アップ〜

ごみサク 検索



2.大雪によるごみ収集への対応について
（平成30年2月6⽇〜）

8



大雪によるごみ収集への対応について①
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今回の大雪によるごみ収集への対応について②

■可燃ごみ

⇒町内会、収集業者、市の３者が協⼒して収集
・パッカー⾞でごみを圧縮収集。 ※進入可能な集積所を収集

・周辺と道路除雪（道路幅約2.5ｍ）が完了次第、未回収の集積所を収集

・可能な範囲でごみ出しを控えていただくよう、町内放送、ホームページ

などで依頼。 （※参考： 能美市、加賀市、白山市で収集の中止期間あり）

■資 源

⇒気象状況で収集の可否を判断
・２月の第２週「⾦物・破砕ごみ」、第３週「空きびん・有害ごみ」収集中止

■町内の皆様へのお願い
・荒天時（大雪）の際、ごみ収集をスムーズに。ごみ出し交通渋滞を回避のため。

・除雪や可能な範囲でごみの⾃宅保管などのご協⼒をお願いいたします。

・今後も町内会、収集業者、市の連携が⼤切です。
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3.エコロジーパークこまつについて
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東山ＩＣ

八幡ＩＣ

木場潟

エコロジーパークこまつ位置図

エコロジーパークこまつ

・クリーンセンター

・リサイクルセンター

・最終処分場
（⼩松市⼤野町信三郎⾕１番地外）

至 加賀

至 ⾦沢



埋⽴ごみ、焼却灰の埋⽴

○リサイクル・リユース拠点

空缶・ペットボトル・容プラ選別
・圧縮処理

○エネルギー供給拠点
廃熱発電で、パーク内の電⼒を自給自

足。

余剰電⼒を売電

エネルギー供給とエコロジー学習拠点として、平成30年７⽉より小松市
環境美化センター から「エコロジーパークこまつ」へ名称変更します。
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エコロジーパークこまつについて

全体名称：小松市環境美化センター

・焼却施設

施設名称 ・リサイクルセンター

・最終処分場

全体名称：エコロジーパークこまつ

・クリーンセンター（焼却・発電）

施設名称 ・リサイクルセンター

・最終処分場

クリーンセンター
（平成30.７稼動）

リサイクルセンター
（平成20.4稼動）

最終処分場
（昭和58.8稼動）

クリーンセ
ンター

リサイクル
センター

最終処分場

エコロジーパークこまつ



クリーンセンターの概要について
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現在の焼却炉は、稼動から約３５年が経過し⽼朽化が進んでいるこ

とから、クリーンセンター建設工事を進めています。

・施設規模 １５０ｔ／日・１６ｈ
（５０ｔ／日・１６ｈ×３系列）

・竣⼯年度 昭和５８年８⽉

・焼却炉形式 ストーカ炉
・余熱利⽤ 温水・暖房等に利⽤

・施設規模 １１０ｔ／日・２４ｈ
（５５ｔ／日・２４ｈ×２系列）

・竣⼯年度 平成３０年６⽉

・焼却炉形式 ストーカ炉
・余熱利⽤ 発電（１，９９０ｋｗｈ）

（一般家庭４，７００世帯分）

小松市環境美化センター
焼却炉

エコロジーパークこまつ
クリーンセンター



クリーンセンターの特徴①

・ごみ焼却熱を利用した発電システム

・２４時間稼動によるＣＯ2削減

・省エネ機器の採用

・完全クローズドシステムによる使用水再利用

発電した電気はエコロジーパークこまつ
で利用し、余った電気は売電します。

施設内で使用した水を、排水処理を行い、全て
再利用します。環境にもやさしく、水の使用量も
抑制できます。

プラント設備や建築設備に省エネ設備を
導入し、使用電力を削減しています。

約20％以上

のＣＯ2削減

※Ｈ２８年度のごみ量、ごみ質、分別状況にて比較

24時間稼動することにより、焼却燃料や停止燃
料を抑制すると共に、安定した発電を行うことが
出来ます。
また、メタンガスの発生抑制にもつながります。
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地球温化

対策
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特徴②エコロジーパークこまつで環境学習

②リサイクルセンター⾒学後、

渡り廊下を通り、クリーンセ
ンターへ向かいます。

①施設⾒学は、リサイクルセンター

でエコロジーパークの概要、ごみ、
環境などについて学習後、リサイ
クルセンターでリサイクル方法・
工程について⾒学します。

③クリーンセンターでごみ処理の
⽅法・⼯程について⾒学しま

す。



・完成イメージ
（平成３０年６⽉竣⼯・７⽉稼動）
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・現在の進捗状況（進捗率９３%）
（平成３０年２⽉中旬）

クリーンセンター建設工事進捗状況



エコロジーパークこまつへのごみの持込について

エコロジーパークこまつへのごみの持ち込みは市内で発生した

ごみに限ります。

※直接持込の場合は45L以下の透明袋（半透明）を使用

※ごみダイエット袋の使⽤は不要

■持ち込みができる日

月曜日から土曜日（国⺠の祝⽇、振替休⽇も持ち込み可能です）

■持ち込みできない日

日曜日、１２月３１日、１月１日から３日、

８⽉１５⽇〜１６⽇

■受付時間（営業日）

８時３０分から１６時３０分
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エコロジーパークこまつ搬入動線（可燃ごみ＋資源ごみ）

②クリーン

センター

③リサイクル

センター

①計量棟

環境美化センター

旧料金所は

廃止
①新・計量棟の入口
で受付・計量

②ごみ受入ストックヤード
で全てのごみを分別して降ろす。

③計量棟の出口で計量後、
料金支払い（従量制）
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最終処分場



エコロジーパークこまつ搬入動線（可燃ごみのみ）

②クリーン

センター

③リサイクル

センター
環境美化センター

③計量棟・出⼝で計量

後、料⾦支払い

②クリーンセンター内で
可燃ごみを降ろす。

①計量棟

旧料⾦所は

廃止 ①新・計量棟の⼊⼝

で受付・計量
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ごみ搬⼊⼿数料の変更について
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1,000円／台

2,800円／台

100円／10kg

乗⽤⾞

軽トラック

⾞両制
H３０年７⽉〜 従量制

ごみ量に応じた分かりやすい料⾦体系に変更します。
（カード払いも出来ます。）



小動物（ペット）の持込について

クリーンセンターでは、小動物（ペット）の死体の焼却（有料）のほか、

野生小動物の死体の焼却（無料）。※小動物専用焼却炉で焼却します。

■エコロジーパークへ小動物死体の持ち込みができる日

⽉曜⽇から⼟曜⽇（国⺠の祝⽇、振替休⽇も持ち込み可能です）

■持ち込みできない日

日曜日、１２月３１日、１月１日から３日、８月１５日から１６日

■受付時間（営業日）

８時３０分から１６時３０分

■持込み可能なサイズ

５００×９００×３５０㎜ 以下

■⼿数料

・お宅まで回収に伺う場合：2,000円/体

・自ら持込む場合：1,000円/体
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小動物専用焼却炉



（再確認）H30年７⽉2日（月）より変更
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スケジュール Ｈ３０．

２月

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

工事

料⾦

受付

名称

稼 動建設工事 ごみ焼却テスト

現料⾦所

エコロジーパーク
こまつ

⾞両制（乗⽤⾞：1,000円/台、軽トラック：2,800円/台）
従量制

（100円/10ｋｇ）

小松市環境美化センター

新料⾦所
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ご清聴ありがとうございました。

〜まちに、ひとに、地球にやさしい「スマートシティ」に〜

市⺠・事業者が共創で、美しい⾃然を未来へつなぎましょう。


