美しい未来へ

住みやすい街づくり

公益財団法人
FUKUOKA

ふくおか環境財団

ENVIRONMENT

FOUNDATION

財 団 概 要
財団の使命
１. 循環のまち・ふくおかの構築に向けた事業推進
福岡市が目指す「循環のまち・ふくおか」の構築に向けたごみ減量・リサイクル等に関する公益性を重視し
た事業展開を推進してまいります。

２. 行政の補完的役割
民間事業者では安定した業務の継続が難しい事業の推進，災害等の不測の事態の対応，委託業務の効率化に
関する企画，立案等民間業者とは異なる機能を担ってまいります。

経営理念
私たちは，福岡市とともに環境事業を誇りをもって展開し，
我が福岡を暮らしやすい都市として，次世代に受け継ぐよう貢献します。
１ . 私たちは，住みよい，安心できる，自然と調和した環境を創造するため，自らが主体となって環境の保全・
啓発活動に取組みます。
２. 私たちは，福岡市の環境行政の一翼を担い，効率的で透明性のある事業活動を展開します。
３. 私たちは，感謝の心をもって，誠実に対応し，迅速で適切なサービスを提供します。

目的

事業

この法人は，廃棄物を適正に処理し，資源

環境に関する調査，研究及び啓発

循環型社会の形成に資する事業を推進する

廃棄物処理技術の普及に関する事業

とともに，広く公共の福祉の見地から公衆衛

廃棄物関連施設の管理運営に関する業務

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
的とする。

廃棄物の収集及び運搬に関する事業
家庭系指定袋の調達，保管及び配送に関する事業
廃棄物処理手数料に関する事業
家庭系粗大ごみ収集の受付及び相談に関する事業

■名称／公益財団法人ふくおか環境財団
■設立年月日／昭和44年7月1日
（平成27年4月1日公益財団法人へ移行）

■基本財産／２千万円（福岡市全額出資）

福岡市葬祭場の管理運営及び整備に関する事業
排水設備の検査に関する事業
土地の貸付に関する事業
その他この法人の目的を達成するために必要な事業

事 業 概 要

１ ごみ収集及び運搬業務
（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）の収集運搬を行って
います。
（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ています。
（3）事業系ごみの古紙リサイクル
事業所から分別して排出される古紙を福岡市リサイクルベース
に搬入し，ごみの減量及び資源化に努めています。

２ 福岡市家庭系ごみ処理手数料徴収事務
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
の徴収を行っています。

３ 福岡市粗大ごみ受付センター業務等
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
行っています。

４ 福岡市粗大ごみ処理手数料収納事務
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ています。

５ 福岡市し尿収集及び運搬業務
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
ています。

６ 福岡市し尿処理手数料徴収事務
福岡市から委託を受け，
し尿処理手数料の調定，
収納を行っています。

７ 福岡市葬祭場管理運営業務
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）の維持管理を行っています。

８ 排水設備完了検査業務
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）の新設等に係る工事の完了検査を行っています。

９ 福岡市西部３Ｒステーション管理運営業務
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
ています。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ています。

10 緑のリサイクルセンター運転等業務
福岡市から委託を受け，せん定樹木を破
砕・チップ化し，再資源化業務を行ってい
ます。

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，実技研修等を行っています。ま
た,（公社）全国産業廃棄物連合会からの依頼に基づき,環境省等の後
援を得て，廃棄物埋立管理技術の能力向上に関する研修会を福岡市
及び福岡大学と協働で実施しています。
（2）環境学習事業等
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
動を支援する「小学校リサイクル学習事業」や留守家庭子ども会など
を対象とし，不用なものを利用し，リユース意識を高める体験型の講
座を行う「小学校等環境学習事業」等を通して，小学生を始め，広く市
民を対象にごみ減量や環境問題に関する啓発を行います。
また，小学生とその保護者を対象に夜間ごみ収集の見学を行う「親
子ごみ収集ミッドナイトツアー」を開催しています。
（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ています。
（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た調査・
研究を行っています。

組 織

沿 革

４部10課（平成30年4月1日現在）
理事長
常務理事
総

務 課

理事会・評議員会，契約事務，
任用，異動，組織編成，研修，労使交渉
予算・決算，資金管理，給与事務

総

務

部

昭和44年７月

㈶福岡市環境衛生公社設立

10月

し尿収集及び運搬業務受託

12月

し尿処理手数料徴収事務受託

昭和58年４月
平成元年４月

環境啓発課
西部3Rステーション管理運営業務

平成２年３月

㈱都市環境設立

平成６年６月

西部リサイクルプラザ管理運営業務受託

平成７年４月

粕屋町排水設備完了検査業務受託

平成８年２月

緑のリサイクルセンター運転等業務受託

４月

業
業

務

部

務

収納管理課
粗大ごみ受付センター業務等
粗大ごみ処理手数料収納事務
し尿処理手数料徴収事務
家庭系ごみ処理手数料徴収事務

宇美町・篠栗町・須惠町・久山町
排水設備完了検査業務受託

課

し尿収集受付
し尿収集及び運搬業務

家庭系ごみ収集運搬業務受託
事業系ごみ収集運搬業務開始

企画啓発課
新規事業の企画開発・研究・提案
廃棄物埋立管理技術普及啓発事業

福岡市排水設備完了検査業務受託

平成９年11月

粗大ごみ処理手数料収納事務受託

平成12年４月

粗大ごみ受付センター管理運営業務受託
JICAマレーシア国廃棄物埋立技術研修受託

平成14年４月

㈶福岡市環境衛生公社から
㈶福岡市くらしの環境財団に名称変更

事業第１課
事業系ごみ処理料金収納事務
排水設備完了検査業務

事

業

部

平成16年４月

小学生リサイクル学習事業開始

平成17年４月

JICAパキスタン国廃棄物処理対策研修受託

10月

福岡市葬祭場管理運営業務受託

事業第２課
ごみ収集及び運搬業務

緑のリサイクル課

指定管理者として

家庭系ごみ処理手数料徴収事務受託
平成18年４月

緑のリサイクルセンター運転等業務

指定管理者として
西部リサイクルプラザ管理運営業務受託

平成19年４月

㈶ふくおか環境財団設立
（㈶福岡市くらしの環境財団と㈱都市環境を統合）

運
葬

祭

場

営 課

火葬受付，火葬料金等徴収，
会葬者案内，葬祭業務

管

理 課

平成22年４月

JICA草の根ベトナム国廃棄物埋立管理技術の
能力支援協力事業受託

平成24年４月

JICA課題別研修「準好気性埋立（福岡方式）
処分場の設計・維持管理」受託

施設維持管理業務

平成27年４月

公益財団法人へ移行

事業所紹介
公益財団法人

ふくおか環境財団本社

所在地：福岡市中央区那の津2丁目１０番１５号
TEL：０９２−７３１−２７０１
FAX：０９２−７３１−２７０５
ＵＲＬ／http://www.f-kankyo.or.jp

E-mail／post@f-kankyo.or.jp

●主な事業／し尿の収集運搬に関すること
福岡市指定袋（ごみ袋）に関すること
天神北

公益財団法人

KBC
九州朝日放送

須崎1号

ふくおか環境財団
市民会館

中央郵便局

地下鉄
中洲川端駅

地下鉄
天神駅
渡辺通り

西鉄福岡
︵天神︶
駅

明治通り

那珂川

須崎
公園

那の津通り

昭和通り

築港

福岡都市高速１号線

アクロス

福岡
市役所

地下鉄
祇園駅

博多駅

地下鉄天神南駅

●福岡市地下鉄「天神」駅より徒歩15分
●天神北ICより車で1分

東区

福岡市西部３Ｒステーション
博多区
中央区
西区

城南区

南区

所在地：福岡市西区今宿青木１０４３番地の２
TEL：０９２−８８２−３１９０
FAX：０９２−８８２−４５８０

●主な事業／３Ｒステーションの運営に
関すること

早良区

福岡市葬祭場

事業部事務所

緑のリサイクルセンター

所在地：福岡市南区桧原６丁目１番１号
TEL：０９２−５６６−２５５１
FAX：０９２−５６６−２５５２

所在地：福岡市東区多の津５丁目３番１０号
TEL：０９２−６２１−０８３３
FAX：０９２−６２１−０８３５

所在地：福岡市東区蒲田５丁目１４番２号
TEL：０９２−６９１−６３５１
FAX：０９２−６９１−６３6１

●主な事業／葬祭場の運営に関すること

●主な事業／ごみの収集運搬に関すること
排水設備の完了検査に関すること

●主な事業／せん定樹木の受入れ，
再資源化に関すること
この紙は再生紙を使用しています。

