
事業報告

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。

また，し尿収集運搬業務，ごみ収集運搬業務及び葬祭場業務など，市民の安定的な生活を確保して

いくために必要不可欠な業務については，引き続きコロナウイルス感染症対策を徹底しながら，適切

かつ持続的に実施した。

Ⅰ 公益目的事業

１ ごみ収集及び運搬業務 【環境局】 695,718 千円 684,323 千円

(712,899千円） (685,894千円）

（１）家庭ごみ

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，空きびん・

ペットボトル，粗大ごみ）の収集運搬を行った。

【収集地区】 （令和4年3月末現在）

区 分 収集地区 世帯数（件）

東 区 香椎照葉 5,059

中央区 地行浜 662

早良区 百道浜 3,512

西 区 愛宕浜 3,622

合 計 12,855

【家庭ごみ収集運搬状況】

区 分 収集量（t） 運搬台数（台）

可燃性ごみ 5,160 2,430

不燃性ごみ 323 210

空きびん・ペットボトル 238 203

粗大ごみ 181 274

合 計 5,902 3,117

令和2年度決算令和3年度決算

※上段は事業費,下段は収入を表す。



（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た。

【収集地区】 （令和4年3月末現在）

区 分 収集地区 契約件数（件）

東 区 香椎照葉，香椎浜ふ頭, みなと香椎 167

中央区 舞鶴，地行浜外 2,019

南 区 井尻，大橋，弥永外 1,140

早良区 百道浜 91

西 区 愛宕浜，小戸 56

市有施設 東区，中央区，早良区 33

合 計 3,506

【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 11,736 6,671

【事業系ごみ処理料金集金状況】 （令和4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 2,265 60,346,654 2,242 60,130,174 23 216,480 99.0% 99.6%

現年度 20,450 555,087,071 18,161 492,733,712 2,289 62,353,359 88.8% 88.8%

合 計 22,715 615,433,725 20,403 552,863,886 2,312 62,569,839 89.8% 89.8%

（３）事業系ごみの古紙リサイクル

事業所から排出された古紙を収集し，福岡市リサイクルベースへの運搬を行った。

（令和2年10月から分別の義務化）

【古紙の分別回収：収集状況】

区 分 収集量（t） 運搬台数（台）

古 紙 782 684



（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，区役所等（11 か所）の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，再資源化施設への運

搬を行った。

区 分 収集量（t）

空きびん 146

ペットボトル 51

空き缶 41

その他（白色トレイ，蛍光管など） 9

合 計 247

（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」を締結している。

令和3年度は，福岡市からの協力要請はなかったことから，被災都市に対して災害廃棄物の収

集･運搬支援は行っていない。

２ 福岡市家庭系ごみ処理手数料徴収事務 【環境局】 712,908 千円 639,786 千円

(713,149千円） (640,146千円）

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，収納を行った。

【調達及び調定枚数】 （令和4年3月末現在）

区 分 調達枚数（枚） 調定枚数（枚）

可燃物用 81,900,000 83,812,070

不燃物用 6,900,000 6,803,590

空きびん・ペットボトル用 6,500,000 6,254,720

合 計 95,300,000 96,870,380

【家庭系ごみ処理手数料徴収状況】 （令和4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 0 0 0 0 0 0

現年度 1,712 3,410,298,590 1,613 3,238,781,580 99 171,517,010

合 計 1,712 3,410,298,590 1,613 3,238,781,580 99 171,517,010

令和2年度決算令和3年度決算

※上段は事業費,下段は収入を表す。



３ 福岡市粗大ごみ受付センター業務等 【環境局】 109,687 千円 102,306 千円

(109,603 千円） (102,221 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。

【受付状況等】 (単位：件)

収集受付 311,284

(内訳)

電話・FAX 154,032

(比率) 49.5%

インターネット 56,078

(比率) 18.0%

LINE 101,174

(比率) 32.5%

追加・変更，取消し等 32,888

相談等 50,798

合 計 394,970

４ 福岡市粗大ごみ処理手数料収納事務 【環境局】 36,098 千円 34,866 千円

(36,078 千円） (34,843 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った。

【粗大ごみ処理手数料収納状況】 (令和4年3月末現在)

区 分 収納枚数（枚） 収納金額（円）

300円券 367,284 110,185,200

500円券 141,879 70,939,500

1,000円券 52,199 52,199,000

合 計 561,362 233,323,700

令和3年度決算 令和2年度決算

※上段は事業費,下段は収入を表す。



５ 福岡市し尿収集運搬業務 【環境局】 169,441 千円 184,562 千円

(170,502千円） (185,445千円）

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】 （令和3年4月現在）

区 世帯数（件） 区 世帯数（件）

東 区 222 城南区 54

博多区 84 早良区 364

中央区 8 西 区 430

南 区 114

合 計 1,276

【し尿収集状況】

区 分 件数（件） 収集量（KL）

定期収集 21,637 5,461

臨時収集 13,878 2,858

合 計 35,515 8,319

６ 福岡市し尿処理手数料徴収事務 【環境局】 41,989 千円 39,866 千円

(42,266 千円） (39,506 千円）

福岡市から委託を受け，し尿処理手数料の調定，収納を行った。

【し尿処理手数料徴収状況】 （令和4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 1,203 3,228,894 205 413,855 998 2,815,039 17.0% 12.8%

現年度 21,148 49,498,875 20,574 48,213,675 574 1,285,200 97.3% 97.4%

合 計 22,351 52,727,769 20,779 48,627,530 1,572 4,100,239 93.0% 92.2%

令和2年度決算令和3年度決算

※上段は事業費,下段は収入を表す。



７ 福岡市葬祭場管理運営業務 【保健福祉局】 540,593 千円 516,377 千円

(541,107千円） (517,402千円）

指定管理者として，里山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とサービスの提供に努め，コロナウイルス感染

症対策を徹底し，火葬予約受付，火葬料等の徴収，会葬者案内，火葬施設及び周辺緑地の維持管

理を行った。

【火葬件数等の状況】

区 分 件 数（件）

火葬
人 体

11,841件（大人11,811件，小人30件）

内コロナ感染者211件

死産児 412件

改葬火葬 21件

待合室の利用 7,991件（利用率67.5％）

８ 排水設備完了検査業務 【道路下水道局外】 47,352 千円 46,787 千円

(58,912 千円） (57,841 千円）

福岡市，糟屋郡5町（宇美町，篠栗町，須恵町，久山町，粕屋町）及び古賀市から委託を受け，

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。

なお，古賀市については，令和3年度から新たに受託しました。

【検査件数】

区 分 福岡市 宇美町 篠栗町 須恵町 久山町 粕屋町 古賀市 合 計

検査件数(件) 4,480 199 151 310 103 323 278 5,844

９ 福岡市西部３Ｒステーション管理運営業務 【環境局】 49,241 千円 49,470 千円

(51,418 千円） (51,436 千円）

指定管理者として，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った。

昨年に引き続き、コロナウイルス感染症対策を講じて施設運営を実施し，オンラインを利用し

たイベント・講座の開催などを行った。

令和2年度決算令和3年度決算

※上段は事業費,下段は収入を表す。



【運営状況】

事業利用者数 35,091人

施設内事業利用者 33,490人 施設外事業利用者 1,601人

一般

利用者

体験，実践，学習，

人材育成講座等

イベント

（オンライン含む）

出前講座等

（小学校等環境学習を含む）

主催イベント

（西区環境フェスタ）
地域イベント等

31,758

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

635

（2）

1,719

（40）

1

（1）

13

（13）

42

（1）

971

（32）

13

（3）

520

（36）

7

（1）
110

括弧内の数字（内数）はオンラインでの実施・参加者数

※コロナウイルス感染症対策による臨時休館

・令和3年5月 12日から令和3年6月 20日まで 40日間

・令和3年8月 9日から令和 3年9月 30日まで 53日間

10 自主事業 16,887 千円 21,214 千円

(5,278 千円） (1,783 千円）

（１）廃棄物埋立管理技術普及啓発事業

① JICA研修受託事業

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，コロナウイルス感染症

拡大を受け，課題別研修では開発途上国研修員とオンラインによる研修を行った。

【開催状況】

名 称 開催方法 期 間 研修対象

JICA課題別

研修
オンライン

令和3年11月 1日

～12月 2日

スーダン，ネパール，パプアニューギニア，

ラオス，ペルー，ブータン，エチオピア，モザ

ンビーク，フィリピン 計9か国，11人

JICA国別

研修
中 止 －

エチオピア国 5 人を対象に研修を行う予定で

あったが，中止となった。

② 全国産業資源循環連合会研修受託事業

令和3年度は，準好気性埋立構造（福岡方式）による廃棄物埋立管理技術研修をオンラインに

より実施し，136人の参加があった。

・研修期間 令和3年11月 10日～11月 11日

・研 修 員 全国産業資源循環連合会会員企業の研修員 136人

令和3年度決算 令和2年度決算

※上段は事業費,下段は収入を表す。



（２）環境学習事業

コロナウイルス感染症対策を実施しながら，小学生や幼児を対象に福岡市のごみの現状や環

境問題について体験型の講座を行い，ごみ減量や環境問題に関する啓発を行った。

① 留守家庭子ども会出前講座

留守家庭子ども会を対象に，環境学習や不用になったものを活用したリサイクル工作など

の体験講座を行った。

実施校数：7校（主に小学校の夏休み期間）

参加人数：486人

② 幼児環境出前講座

保育園・幼稚園の年長児（6 歳）を対象に，成長段階早期に環境意識の向上を図ることを

目的とした体験型環境学習講座（出前講座）を実施した。

実 施 園：2園

参加人数：76人

③ コンポスト学習事業

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。

実施校数：4校（小学校以外（保育園・幼稚園）での実施分2か所を含む。）

参加人数：267人

生ごみ堆肥化セットの配布数：49セット

（３）環境啓発事業

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への参画など，環境分野における市民啓発活動を行う

もの。

令和3年度はコロナウイルス感染症拡大を受け，中止又は開催方法・内容等を変更して実施

した。

① 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）【中止】

② 環境フェスティバルふくおか2021【オンラインとリアル展示により開催】

オンライン：令和3年12月 10日～令和4年 1月 10日（リサイクル工作動画配信）

リアル展示：令和3年12月 11日～12日（ソラリアプラザ1階特設会場にてリサイクル

工作を展示）

③ ラブアース・クリーンアップ2021【中止】

④ いとにぎわい祭り【中止】

⑤ 第5回西区環境フェスタ【令和4年3月 6日開催】

（４）ごみ減量に関する調査・研究等

高齢化や単身世帯化などにより遺品整理の社会的ニーズが高まっていることから，遺品整理

業者へのヒアリング調査，家具･家電等のリユースに関する調査，リサイクルの受け入れ先等

の調査を実施した。



Ⅱ 収益事業

１ 土地貸付等事業 2,152 千円 2,285 千円

(19,184 千円） (18,783 千円）

（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 理事会開催状況

令和3年度理事会の開催状況等は次のとおりである。

開催数 開催日 内 容 決議方法

第1回 令和3年5月27日
議案第1号「令和2年度 事業報告及び決算」の件

議案第2号「定時評議員会の日時及び目的である事項等」の件
Ｗｅｂ

第2回 令和3年6月25日 議案第3号「理事長（代表理事）選定」の件 書 面

第3回 令和4年3月25日
議案第4号「令和4年度 事業計画案及び収支予算案」の件

議案第5号「公益財団法人ふくおか環境財団処務規程の一部改正」の件
Ｗｅｂ

Ⅳ 評議員会開催状況

令和3年度評議員会の開催状況は次のとおりである。

開催数 開催日 内 容 決議方法

第1回 令和3年4月1日 議案第1号「評議員の辞任に伴う補欠選任」の件 書 面

第2回 令和3年4月1日 議案第2号「理事及び監事の辞任に伴う補欠選任」の件 書 面

第3回 令和3年6月25日

議案第3号「令和2年度 事業報告及び決算」の件

議案第4号「公益財団法人ふくおか環境財団役員及び評議員の報酬並び

に費用弁償に関する規程の一部改正」の件

議案第5号「任期満了に伴う理事及び監事の選任」の件

Ｗｅｂ

Ⅴ 会計及び業務監査状況

監事による監査

令和3年度決算監査

実施年月日 令和4年5月 18日・19日・20日

監 事 内冨 誠 ， 松岡 伸明

※上段は事業費,下段は収入を表す。

令和3年度決算 令和2年度決算


