
2018年
リサイクルリーダー研修会

第1回：8月29日（水） 第一地区コミュニティセンター

第⼀、苗代、蓮代寺、波佐⾕、国府、中海、東陵、⾦野、⻄尾

第2回：9月 4日（火） 小松サン・アビリティーズ ※台風のため順延

今江、串、⽇末、符津、⽊場、粟津、那⾕、⽮⽥野、⽉津

第3回：9月10日（月） 小松市役所

稚松、芦城、安宅、牧、⽝丸、荒屋、能美、向本折

第2回順延分：9月 26日（水） 小松サン・アビリティーズ

今江、串、⽇末、符津、⽊場、粟津、那⾕、⽮⽥野、⽉津

小松市産業未来部

エコロジー推進課
1



本日の予定

１９：００〜 開 会

市からのお知らせ

１９：１５〜 事例紹介（御宮町町内会）

１９：３０〜 ワークショップ（40分）

２０：１０〜 各グループより報告

２０：３０ 閉 会
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なぜごみの減量化？
•地球温暖化対策…地球規模で取り組む課題

パリ協定…気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定
※日本は2030年度までに温室効果ガスを
2013年度⽐26％削減する目標

•ごみ減量化との関連
可燃ごみは焼却して処理されます。

→二酸化炭素(CO2)が発生
→可燃ごみ減量で発⽣量が減少

→焼却灰が発生

→最終処分場の埋⽴量が減少（⻑寿命化）

•小松市の目標

・ごみダイエット50%OFF（2020年）
H20年度⽐で可燃ごみを半減 (制度前･2014年度：約▲11%)

・スマートリサイクル33％（2025年）
リサイクル率を33%に向上 (制度前・2014年度：約19%)
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ごみ事情（可燃ごみ）

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ32

家庭系 18,777 18,022 17,953 16,454 15,104

事業系 13,540 12,950 12,507 10,774 10,823
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ごみ事情（リサイクル率）※資料訂正版

18.5
20.2 21.5

21.6

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30.4～7 2025年目標

リサイクル率の状況（％） 目標
リサイクル率 33％！

１号店：ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあしだ

２号店：松陽地区体育館

３号店：ｻﾝ･ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ

４号店：国府地区体育館

市内：１７ケ所

（ｽｰﾊﾟｰ、量販店など）

市リサイクルステーション ⺠間リサイクルステーション

Ｈ30古着回収実施

１校下・4町内

町内会等による分別回収
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小松市指定ごみダイエット袋の導入

●平成28年10月から導入（可燃ごみ対象）

●プラスチック製容器包装やペットボトルなどに
ついては45ℓまでの透明・半透明のごみ袋を使用

ごみダイエット袋（指定袋）無償配布

●小松市に住⺠登録のある⽅

●引換はがきを各世帯へ発送

年2回；上期（3月）、下期（９月）

●引換券は、１人あたり半期で１枚

●引換券１枚で２パックと交換

●無償引換分を超えて不⾜の場合は、

取扱店で購入
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その他（経過）

・マーキング制
→⾃分が出すごみに責任を持つ、取残しがあった際の集積場管理

の負担低減

・美化ピカマナー袋（オレンジ袋）の導入
→集積場の管理⽤

・特別支給（減量化が困難な紙おむつ 利⽤者への対応）

※ごみダイエット袋Ｍサイズ

→乳 児：出生届出（１Ｐ）、1歳6ヶ月児健診（１Ｐ）

要介護者：小松市介護用品助成券受給者（1Ｐ/年）

障がい者：小松市日常生活用具給付事業受給者（1Ｐ/年）

・搬⼊⼿数料の改定１(H28.7〜）
→主に事業系が対象。事業所からでる生ごみや紙ごみの排出抑制

・持込み⼿数料の改定２（H30.7〜）
→家庭系ごみを⾞両制から従量制へ（１０円／㎏） 7



地球環境の負荷を低減し、環境共生社会・低炭素社会を実現するた
めにＣＯ２の排出量を削減し、豊かな⾃然でＣＯ２を吸収するスマート
な暮らし方を目指しています。一人ひとりが毎日の生活でできるこ
と、それは「できる限りごみを出さない」こと。

ごみの減量化・リサイクル率向上に向けて
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生ごみの減量化に向けて（個⼈向け補助⾦制度）

・生ごみは家庭から出る可燃ごみの５５％！（水分8割）
…⾃家処理することで可燃ごみを⼤きく減量につながります！

①⽣ごみ処理機…処理が早い、電気が必要
・乾燥式……温風で⽣ごみを乾燥、⽔分をとばし重量を減らす
・バイオ式…微生物による分解、一次発酵

②コンポスト…処理に時間がかかる、電気不要
・微⽣物を利⽤し、様々な⽅式がある
…畑に設置するもの、段ボールコンポスト、スマートコンポスト
微生物の⼒を使って⽣ごみを分解、出来た堆肥は⼟壌改良材へ

・算出例
税込7,100円のコンポストを
購入した場合
7,100円×1/2(補助率)
→3,550円(100円未満切捨)

＝3,500円

※小松市内の販売店での購入が
必要になります。
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生ごみ処理機 コンポスト

台数 1台 2台まで

補助率 1/3 1/2

補助対象 3,000円以上 2,000円以上

補助限度額 30,000円
5,000円

（2台合計でも）

過去5年の間に補助を受けられた⽅は新たな申請はできません。

また、コンポストは1台ずつ期間をおいての申請はできません。



集積場補助メニュー（町内会向け）

※例年３⽉頃次年度実施の意向調査。年度途中に申請が必
要な場合は、エコロジー推進課までご相談ください。

①景観配慮型ごみ集積場設置事業

・補助率2/3、上限20万円

・外観を写真やイラストで覆う等、町周辺の

風景と調和するもの。

②一般型ごみ集積場設置事業

・補助率1/2、上限8万円

③地域における環境活動の拠点設置事業

・補助率2/3、上限200万円

・地域住⺠が常に資源物を搬⼊できる施設、

町のリサイクル拠点
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ＮＥＷ！ 集積場補助メニュー（アパート管理者向け）

集合住宅専⽤のごみ集積場の新設に対する経費を補助

集合住宅専⽤ごみ集積場設置事業

・補助率1/2、上限8万円

・アパート管理者と町内会⻑との「連名」で申請
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集合住宅新設の際、市からアパート管理者への確認事項

①入居者のごみはどこへ出すのか？

→ 町のごみ集積場へ出す場合は、町内会⻑の同意が必要な旨を

伝えます。

②集合住宅専⽤のごみ集積場には、どのようなごみを捨てるのか？

→「可燃ごみ」・「容プラ」のみの場合が多い。

「資源ごみ」のみ町の集積場に出す場合でも、町内会⻑の同意

が必要な旨を伝えます。

ごみの取扱いは、必ず事前に町内会との協議が必要な旨を伝えています！



集合住宅への集積場の設置

・ごみ集積場の設置、市定期収集基準
通常の町内会の設置………概ね50世帯に1箇所、設置者は町内会
集合住宅の場合…概ね10世帯に1箇所、設置者は集合住宅管理者
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※「概ね10世帯」は設置、定期収集の目安ですので、個別の

案件については市へご相談ください。

利⽤する

集積場
収集方法

利⽤する集合住

宅の世帯数

町内会⻑の

了解

既存の町集積場 市の定期収集 ー 必要

敷地内に新設

市の定期収集 10世帯以上 必要

独自収集

（事業ごみ：自己負担）
10世帯未満 不要

集合住宅のごみ収集について



2018年7月エコロジーパーク稼動

旧環境美化センター焼却施設の⽼朽化によ
り、 新クリーンセンター（焼却施設）を建

設。

クリーンセンター正面

料金所

クリーンセンター

（焼却施設）最終処分場

リサイクルセンター

（ストックヤード）
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エコロジーパークについて

• クリーンセンター（110ｔ/日：50ｔ/24Ｈ×２基）

廃棄物の焼却処理を⾏う施設。この時発⽣する

熱エネルギーを利⽤して発電。施設内の電気として利⽤。

余った電気は売電。

• リサイクルセンター（24.2ｔ/日）

資源ごみ（破砕、大型ごみ、空缶、ペットボトル、プラスチック製

の容器包装）の処理を⾏う施設。資源化する⼯場へ運ぶため、適正

な処理を⾏う。

• 最終処分場

焼却灰や埋⽴ごみなどの廃棄物を埋⽴処分する場所

町内会や学校などの団体及び個人を対象に
施設見学ができます。

（事前申込みが必要。詳しくは、エコロジーパークこまつ
TEL ４１－１６００）
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エコロジーパークへの持込みについて

⾞両１台 １，０００円（普通⾞）

２，８００円（軽トラ）

→

１ ⾞両制から従量制へ

１００円／１０㎏

２ 多様な支払方法が可能

現⾦・納付書払いのみ

→

現⾦、クレジットカード、

電子マネーが使えます

受入ストックヤードでは、分別の上、各自で荷降しをお願いします。

変 更
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⼩松市廃棄物減量等推進員について
（通称：リサイクルリーダー）

・役割：

市と地域のパイプ役、地域美化と環境保全の「リーダー役」

・各町に1名以上、町内会⻑の推薦を受け市より委嘱

・任期：２年 現任期：平成２９年４⽉１⽇〜平成３１年３⽉３１⽇
次任期：２０１９年４⽉１⽇〜２０２１年３⽉３１⽇

（※任期途中の変更について変更届を提出により随時受付）

・複数制をおすすめします。

集積場が複数あり各集積場にごみ当番が⽴たれている、⼤きな町で

日々ごみ関係のお世話がある町など、各リーダーの負担低減の為に

複数制をぜひご検討ください。
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市
廃棄物減量等

推進員
(リサイクルリーダー)

地域

（校下）

各町内

意見・提案

要望・情報

意見・提案

要望・情報

情報

調査依頼等

情報



（仮）こまつＥＣＯまち表彰について

• 各町内会での環境に関する取り組みについて評価。

• 町内会の自己採点、収集業者、市の３者の総合評価。

•評価が⾼かった町内会に対し、表彰を⾏うもの。

【今後の予定】

Ｈ３０ １１月初旬・・・町内会へ評価シート送付

１２月中旬・・・審査

Ｈ３１ ２月下旬・・・エンジョイエコ推進大会にて表彰（副賞あり）17



ご活用ください！

１ ごみの分別講習会（出前）

町内会の集まりなどの際に、職員が出向き「ごみの分別」

についてご説明いたします。（ごみサンプルで説明）

２ ごみの分別ＤＶＤ（配布・貸出）

・ごみの分別〜容器包装プラスチック編〜

・ごみの分別〜ごみの分け⽅・出し⽅ 総集編〜

３ ごみの分別ボード（貸出）

可燃ごみ・容プラ・古紙・破砕ごみ、ごみの

実物をボードに貼り展示しています。

４ ごみ検索サイト「ごみサク」の活⽤

Ｈ３０．２月からスタート。ごみの出し方に

困ったら検索してください。（定期更新）
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ご清聴ありがとうございました。

今後も町内会の皆様と市が一緒になり、一層の

ごみ減量化を進めていきたいと考えております。

引き続きご協⼒・ご尽⼒賜りますようお願い申

し上げます。
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