
事業報告

当財団は，定款の定めるところに従い，廃棄物を適正に処理し，資源循環型社会の形成に資する事

業を推進するとともに，広く公共の福祉の見地から公衆衛生の向上を図ることにより，住民の健康で

文化的な生活環境の確保に寄与することを目的に次の事業を行った。

Ⅰ 公益目的事業

１ ごみ収集及び運搬業務【環境局】

（１）家庭系ごみ

福岡市から委託を受け，家庭から排出されるごみ（可燃性ごみ，不燃性ごみ，粗大ごみ，

空きびん・ペットボトル）の収集運搬を行った。

【収集地区】 （平成29年3月末現在）

区 分 収集地区 世帯数（件）

東 区 香椎照葉 2,994

中央区 地行浜 168

早良区 百道浜 3,379

西 区 愛宕浜 3,539

計 10,080

【家庭系ごみ収集運搬状況】

区分 収集量(t) 運搬台数（台）

可燃ごみ 4,371 2,103

不燃ごみ 264 185

空きびん・ペットボトル 179 148

粗大ごみ 88 249

計 4,902 2,685

（２）事業系ごみ

福岡市から許可を受け，事業所から排出されるごみ（可燃性ごみ，不燃性ごみ）の収集

運搬及びごみ処理料金の収納を行った。また，古紙については分別回収を実施した。

【収集地区】 （平成29年3月末現在）

区 分 収集地区 契約件数（件）

東 区 香椎照葉，香椎浜外 106

中央区 舞鶴，地行浜外 1,645

南 区 井尻，弥永外 993

早良区 百道浜 82

西 区 愛宕浜，小戸 51

計 2,877



【事業系ごみ収集状況】

区分 収集量(t) 運搬台数（台）

事業系ごみ 13,616 7,897

【事業系ごみ処理料金集金状況】 （平成29年3月末現在）

区分
売上金 集金額 未収金 集金率

件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 件数 金額

過年度 2,166 54,377,333 2,141 54,167,183 25 210,150 98.8% 99.6%

現年度 22,322 515,115,276 20,229 460,430,132 2,093 54,685,144 90.6% 89.3%

合計 24,488 569,492,609 22,370 514,597,315 2,118 54,895,294 91.3% 90.3%

※売上金に併用世帯の補助金は含まない。

【古紙の分別回収：収集状況】

区分 収集量(t) 運搬台数（台）

古紙 247 301

２ 福岡市家庭系ごみ処理手数料徴収事務【環境局】

福岡市から委託を受け，指定袋（家庭用ごみ袋）の調達，保管及び指定袋取扱店（小売店）へ

の配送を行うとともに，ごみ処理手数料の調定，収納を行った。

【調達及び調定枚数】

区 分 調達枚数（枚） 調定枚数（枚）

可燃物用 75,300,000 75,004,120

不燃物用 5,850,000 5,765,070

空きびん・ペットボトル用 4,800,000 4,708,720

計 85,950,000 85,477,910

【家庭系ごみ処理手数料徴収状況】 （平成29年3月末現在）

区分
調定 収納 未収

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円）

過年度 2 61,350 0 0 2 61,350

現年度 1,863 3,090,769,200 1,754 2,951,711,020 109 139,058,180

合計 1,865 3,090,830,550 1,754 2,951,711,020 201 139,119,530

※過年度未収については，1社2件が倒産により回収不能。平成30年度不納欠損処理予定。

３ 福岡市粗大ごみ受付センター業務等【環境局】

福岡市から委託を受け，家庭から排出される粗大ごみの収集受付を電話，ファックス，インタ

ーネットにより行うとともに，ごみ処理全般に関する市民からの相談・要望等への対応を行った。

【受付状況】

区 分 内 訳 受付件数（件）

電話・FAX
収集受付件数 126,770

変更等受付件数 23,292

インターネット 収集受付件数 35,608

相談等 48,165

合計 233,835



４ 福岡市粗大ごみ処理手数料収納事務 【環境局】

福岡市から委託を受け，粗大ごみ処理券（300 円券，500 円券，1,000 円券）を市指定の販売

店（コンビニ，個人商店等）に納品するとともに，粗大ごみ処理手数料の収納を行った。

【粗大ごみ処理手数料収納状況】

区分 収納枚数(枚) 収納金額(円)

300円券 203,420 61,026,000

500円券 74,885 37,442,500

1,000円券 31,930 31,930,000

合計 310,235 130,398,500

５ 福岡市し尿収集及び運搬業務 【環境局】

福岡市から委託を受け，家庭や事業所のし尿収集（定期収集）及び工事現場やイベント会場（福

岡マラソン，博多どんたく等）の仮設トイレのし尿収集（臨時収集）を行った。

【定期収集世帯数】 （平成28年4月現在）

区 分 世帯数（件） 区 分 世帯数（件）

東 区 298 城南区 102

博多区 118 早良区 489

中央区 14 西 区 556

南 区 159

計 1,736

【し尿収集状況】

区分 件数(件) 収集量(kl)

定期収集 27,433 6,567

臨時収集 13,458 3,132

合 計 40,891 9,699

６ 福岡市し尿処理手数料徴収事務 【環境局】

福岡市から委託を受け，し尿処理手数料の調定，収納を行った。

【し尿処理手数料徴収】 （平成29年3月末現在）

区分
調定 収納 未収 収納率

件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 件数 金額

過年度 2,049 6,101,608 729 1,869,560 1,320 4,232,048 35.6％ 30.6％

現年度 23,478 59,866,650 22,782 58,168,750 696 1,697,900 97.0％ 97.2％

合計 25,527 65,968,258 23,511 60,038,310 2,016 5,929,948 92.1％ 91.0％



７ 福岡市葬祭場管理運営業務 【保健福祉局】

指定管理者として，里山や運動広場等の緑豊かな環境に囲まれ市民に安らぎとゆとりを与え

る「刻の森・福岡市葬祭場」において，厳粛な場に相応しい接遇サービスの向上に努め，火葬予

約受付，火葬料等の徴収，会葬者案内，火葬施設及び運動広場（ソフトボール場・芝生広場等）

の維持管理を行った。

【火葬件数等】

区分 件数（件）

火葬
人体 10,270件（大人10,238件，小人32件）

死産児 526件

改葬火葬 26件

待合室の利用 7,188件（利用率70％）

８ 排水設備完了検査業務 【道路下水道局外】

福岡市及び糟屋郡５町（宇美町，篠栗町，須恵町，久山町，粕屋町）から委託を受け，排水設

備（家庭等から出る汚水及び雨水を公共下水道に排水するための設備）の新設等に係る完了工事

の検査を行った。

【検査件数】

区分 福岡市 宇美町 篠栗町 須恵町 久山町 粕屋町 合計

検査件数（件） 4,290 204 88 420 133 221 5,356

９ 福岡市西部３Ｒステーション管理運営業務 【環境局】

指定管理者として，福岡市西部３Ｒステーションの管理運営を行った。事業としては，３Ｒ（リ

デュース・リユース・リサイクル）に関する啓発を目的に情報発信，講座・イベントの開催，不

用品の引取・提供等，循環型社会の形成に資する事業を企画，実施するとともに，地域や環境活

動団体との連携・協働により地域の環境啓発活動を支援し，地域で活動するリーダーやボランテ

ィア等の人材育成を行った。

【運営状況】

総利用者数 69,185人

館内事業利用者 57,844人 館外事業利用者 11,341人

一般

利用者

体験・実践・学習

人材育成等講座
館内イベント

主催イベント

（西区環境フェス）
出前講座 地域イベント等

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

51,533 891 4,124 3 2,187 1 7,001 61 2,645 12 1,695

10 緑のリサイクルセンター運転等業務 【環境局】

福岡市から委託を受け，せん定樹木を破砕・チップ化し，発酵処理により土壌改良材とする再

資源化業務を行った。

【運転状況】

せん定樹木
受入量（ｔ） 処理量（ｔ）

2,358 1,948



11 自主事業

（１）廃棄物埋立管理技術普及啓発事業

準好気性埋立構造（福岡方式）による廃棄物埋立管理技術について，開発途上国から研修員

を受入れ，実技研修等を行った。

①研修期間 平成28年 10月 17日～11月 11日

②研修対象 ホンジュラス，ミクロネシア，ナイジェリア，パラオ，ソロモン，

スリランカの計6か国，8名

（２）環境学習事業

①小学生リサイクル学習事業

小学生等を対象に，福岡市のごみの現状や環境問題についての講習を行うとともに，段

ボール箱を利用した生ごみ堆肥作りからその利用までの実践活動を通して，ごみ減量や環境

問題に関する啓発を行った。

（生ごみ堆肥化セットの配布 実施校数9校，81セット）

※実施校数には小学校以外（保育所等）での実施分2か所を含む。

②小学校等環境学習事業（不用な物を使った体験型環境学習）

回 数：16回（主に小学校の夏休み期間）

対 象：「留守家庭子ども会」の児童

参加人数：1,115人

③親子ごみ収集ミッドナイトツアー（夜間ごみ収集運搬業務の見学等）

回 数：2回（小学校の夏休み期間）

対 象：小学校4年生から6年生とその保護者

参加人数：36人

（３）環境フェスティバル及びラブアースクリーンアップ等

福岡市等が実施する環境啓発イベントに参画し，環境分野における市民啓発活動を行った。

①環境フェスティバルふくおか2016（平成28年 10月 22日・23日実施）

②ラブアース・クリーンアップ2016（平成28年 5月 15日実施）

③おやこフェスタ2016 （平成28年 10月 15日実施）

（４）循環型社会の形成に資する調査・研究等

循環型社会の形成に資する新たな業務等の事業化に向け職員からアイデアを募り，新規事業

について調査，研究を行った。

・平成28年度 調査等事項･･･遺品整理関連，環境啓発活動

環境啓発活動における環境学習事業等の充実を図るための取り組みとして，小学生をはじめ
広く市民を対象に福岡市のごみの現状や環境問題について体系的な講習やイベントを試行的
に行い，ごみ減量や環境問題に関する意識の醸成・環境配慮行動の促進のための啓発を行った。



（５）エコアクション２１（ＥＡ２１）の認証取得

財団の事業を通じて，環境に配慮した取り組みを行うことにより，社会的責任を果たすた

め，平成２８年１１月７日にエコアクション２１を取得した。

（６）その他の取り組み

①「平成２８年熊本地震」に伴う災害廃棄物の処理支援等

ア 熊本地震に伴う災害廃棄物収集運搬業務

熊本地震による災害廃棄物の処理を福岡市とともに４月２１日から５月２０日までの

１か月にわたり，熊本市の避難所などで発生したごみの収集運搬業務を行なった。

イ 熊本地震に対する復旧・復興寄附金の寄贈

熊本地震により甚大な被害を受けた熊本市へ災害復旧・復興事業の財源として，様々

な施策や事業に活用していただくため寄附金として170万円を寄附した。

②地域貢献活動
福岡市が政策の推進に掲げている「ベンチプロジェクト」の趣旨に賛同し，現在，指定

管理者として管理運営している福岡市葬祭場の最寄りの「井手」バス停に背もたれベンチ
２脚を購入・設置し，地域の自治協議会（西花畑校区自治協議会）に寄贈した。

Ⅱ 収益事業

１ 土地貸付等事業

（１）土地貸付事業

旧西営業所用地について，事業用定期借地権の設定による土地貸付を行い，公益目的事業の

推進に資するための安定的な財源の確保を図った。

（２）雑収入

団体保険料事務費及び自動販売機販売手数料等の収入

Ⅲ 事業成果について

平成28年度の事業運営にあたっては，福岡市から受託しているし尿，ごみの収集運搬業務のほ

か，諸受託業務について市民サービスの向上に努め，社会ニーズに沿った事業を展開し，市民の生

活及び環境保全に寄与した。また，事業系ごみ収集における営業の強化及びごみ収集エリア内の施

設建設等に伴うごみ量の増加に対し増車をすることなく収集効率化を図り，円滑かつ機能的に事業

を運営することができた。

また，福岡市西部３Ｒステーションの管理運営については，指定管理者として引き続き平成２９

年度から５年間の指定を受けた。

環境啓発事業では，福岡市及び福岡大学の協力のもと，ＪＩＣＡ課題別研修事業として国内研修

を行い，開発途上国6か国より8名の研修生を受け入れ，準好気性埋立技術（福岡方式）による処

分場の改善方法や維持管理方法について学ぶ機会を提供した。

さらに，平成 28 年度から環境啓発事業として試行的に小学生を対象にした「環境学習事業」を

拡大し，出前型の環境講座や夜間ごみ収集見学を行い，環境の保全・創造に向けた人づくりを展開

した。



突発的な事案として，平成28年 4月に起きた熊本地震については，熊本市への物資輸送の拠点と

するための旧青果市場の清掃業務をはじめ，災害廃棄物の収集運搬を福岡市とともに４月下旬から

１か月にわたって行い，災害支援に貢献した。

なお，その際に熊本市から当財団に支払われた委託料の概ね全額を災害復興財源として熊本市へ

寄附した。

また，地域貢献活動として，福岡市が政策として掲げる「ベンチプロジェクト」に賛同し，ベン

チを寄贈するなど，公益法人としての役割を十分に果たすことができた。

Ⅳ 理事会開催状況

平成28年度理事会の開催状況は次のとおりである。

第１回 理事会（平成28年 5月 20日）

議案第１号 平成27年度事業報告及び決算報告

議案第２号 定時評議員会の日時及び目的である事項等

第２回 理事会（平成29年 3月 21日）

議案第３号 平成29年度事業計画案及び収支予算案

Ⅴ 評議員会開催状況

平成28年度評議員会の開催状況は次のとおりである。

第１回 評議員会（平成28年 6月 6日）

議案第１号 平成27年度事業報告及び決算報告

議案第２号 公益財団法人ふくおか環境財団の規則の制定及び規程の一部改正

Ⅵ 業務及び会計監査状況

監事による監査

平成28年度決算監査

実施年月日 平成29年 5月 16日・17日

監 事 石原 隆 池田 篤美


