
 

当年度予算

※上段は事業費，下段は収入を表す。

前年度予算

 

令和２年度事業計画書 

 

 当財団は，定款の定めるところにより，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として次の事業を行う。 

  

  

Ⅰ 公益目的事業 （各事業の予算額は，法人会計への区分額を含む。） 

 

１ ごみ収集及び運搬業務                        762,788 千円         723,185 千円 

                            (772,005千円）    (697,666千円） 

 

（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）の収集運搬を行う。 

 

【収集地区予定世帯数】    

区 分 収集地区 令和2年度 前年度 

東 区 香椎照葉 3,566 3,237 

中央区 地行浜 72 70 

早良区 百道浜 3,396 3,416 

西 区 愛宕浜 3,578 3,551 

計 10,612 10,274 

 

（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う。 

 

【収集地区予定契約件数】      

区 分 収集地区 令和2年度 前年度 

東 区 香椎照葉，香椎浜外 161 126 

中央区 舞鶴，地行浜外 1,870 1,782 

南 区 井尻，弥永外 1,076 1,066 

早良区 百道浜 110 83 

西 区 愛宕浜，小戸 72 55 

計 3,289 3,112 

                      

  （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（令和2 年10月から分別が義務化）を市内のリサイクルベ

ースに搬入し，積極的にごみの減量及び資源化に取り組む。 

        搬入目標：2.6ｔ/日   64.4t/月  （前年度：搬入目標:2.1t/日  53.6t/月） 
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   （４）公共施設の資源物収集運搬業務 

福岡市から委託を受け，区役所や市民センター等に設置された資源物回収ボックス等で回収

された空きびんやペットボトルなどの資源物を，それぞれ分別して収集し，指定された場所へ運

搬する。 

 

（５）災害廃棄物の収集･運搬支援 

          令和元年７月に福岡市と「災害廃棄物の収集･運搬支援に関する協定書」を締結したことに伴

い，人員体制の再構築及び人材の育成等により災害対応力を強化するとともに，福岡市から協

力要請を受けた場合に，被災都市における災害廃棄物の収集･運搬支援を行う。 

 

 

２ 福岡市家庭系ごみ処理手数料徴収事務           702,941千円     732,699千円 

                           （702,941千円）  （732,699千円）  

 

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，収納を行う。 

 

【調達予定枚数】                    （単位：千枚） 

区 分 令和2年度 前年度 

可燃物用 75,000 81,438 

不燃物用 6,300 6,641 

空きびん・ペットボトル用 5,400 5,769 

計 86,700 93,848 

 

 

３ 福岡市粗大ごみ受付センター業務等            104,365 千円        83,999 千円 

                          （104,365 千円）   （83,899 千円） 

 

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(ＬＩＮＥ受付を含む。)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う。 

 

 

４ 福岡市粗大ごみ処理手数料収納事務            31,910 千円        28,470 千円 

                          （31,910 千円）   （28,470 千円） 

 

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）を市指定の取扱

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う。 

 

 

５ 福岡市し尿収集及び運搬業務               194,150 千円      195,795 千円 

                           （194,150 千円）  （195,795 千円） 

 

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）を行う。 
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【収集予定世帯数】             (単位：世帯、件)       

区 分 令和2年度 前年度    

定期収集世帯数 1,440 1,507 

臨時収集件数 13,750 13,500 

 

 

６ 福岡市し尿処理手数料徴収事務             43,507 千円         45,209 千円 

                          （43,507 千円）    (45,209 千円） 

 

福岡市から委託を受け，し尿処理手数料の調定，収納を行う。 

 

 

７ 福岡市葬祭場管理運営業務              524,619 千円       516,736 千円 

                         （524,619 千円）   (516,736 千円) 

 

指定管理者として，里山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，火葬施設の維持管理を行う。 

 

 

８ 排水設備完了検査業務                  48,833 千円       50,885 千円 

                          （54,700 千円）   (55,895 千円） 

 

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

の完了検査を行う。  

 

 

９ 福岡市西部３Ｒステーション管理運営業務        54,738 千円      55,405 千円 

                          （51,624 千円）  （51,320 千円） 

 

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う。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・共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う。 

 

区 分 令和2年度 前年度 

目標利用者数 78,300人 77,700人 

出前講座予定回数 48回 48回 
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10 自主事業                       34,160 千円      28,652 千円 

                          （ 9,980 千円）  （ 5,511 千円） 

 

（１）廃棄物埋立管理技術普及啓発事業  

(独)国際協力機構からの委託により，開発途上国から研修員を受入れ，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の実技研修等を行う。また，(公社)全

国産業資源循環連合会からの委託により，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する。 

 

（２）環境学習事業等 

      留守家庭子ども会等を対象とした，不用なものを利用しリユース意識を高める体験型講

座「小学校等環境学習事業」等を通して，小学生をはじめ，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うとともに，食品ロスを削減してもなお発生する生ごみについ

て，段ボール箱を利用した堆肥作りからその利用までの実践活動を支援する「小学生リサ

イクル学習事業」を実施する。 

      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」を開催する。 

 

【実施予定数】                       （単位：回） 

区 分 令和2年度 前年度 

小学校,留守家庭子ども会,幼稚園等 45 45 

親子ごみ収集ミッドナイトツアー 2 2 

 

（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う。 

 

（４）ごみ減量に関する調査・研究等 

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ができるよう調査・研究を行う。 

              

 

Ⅱ 収益事業 （各事業の予算額は，法人会計への区分額を含む。） 

 

１ 土地貸付等事業                    2,882 千円      3,862 千円 

                          （18,961 千円）  （19,061 千円） 

（１）土地貸付事業  

    旧西営業所用地について，公益目的事業の推進に資するための安定的な財源を確保する

ため，事業用定期借地権の設定による土地貸付を行う。 

 

（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。 

前年度予算


