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＜ふれあい収集事業について＞

ふれあい収集とは

①高齢者や障害のある方の

① 在宅生活を支援 ⇒ ごみの戸別収集

②ごみ集積所までごみの持ち運び ⇒ 不要

③希望者には市職員が声掛け ⇒ 安否確認

�対象者

①７５歳以上のみで構成される世帯

②身体障がいの認定を受けている者のみの世帯

（ただし、障害者手帳1級又は2級で肢体不自由又
は視覚障害の者）

③骨折等で一時的にごみ出しが困難となった方

※詳細については、ご相談ください。 2



ふれあい収集申請の手続き

＜ふれあい収集事業について＞

①申請書の請求及び提出場所（代理申請、郵送可代理申請、郵送可代理申請、郵送可代理申請、郵送可）

⇒ 市役所環境対策課（別館１階、清掃事務所）

②訪問調査

⇒ 市職員が自宅訪問、ごみ出しの状況を聞取り

③決定通知

⇒ ふれあい収集利用の可否をお知らせ

④ごみ収集の開始

⇒ 利用可の場合、ふれあい収集を開始
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＜ふれあい収集事業について＞

ふれあい収集の様子

↑声掛け希望者の世帯声掛け希望者の世帯声掛け希望者の世帯声掛け希望者の世帯 ↑声掛けを希望していない世帯声掛けを希望していない世帯声掛けを希望していない世帯声掛けを希望していない世帯

※※※※家の中に入っての収集はできませんので、ご了承ください。家の中に入っての収集はできませんので、ご了承ください。家の中に入っての収集はできませんので、ご了承ください。家の中に入っての収集はできませんので、ご了承ください。

ふれあい収集の利用者ふれあい収集の利用者ふれあい収集の利用者ふれあい収集の利用者⇒⇒⇒⇒６４名（６４名（６４名（６４名（H30.11.15現在）現在）現在）現在）
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＜ふれあい収集事業について＞

家庭ごみの搬出が困難なお年寄りや障害者の家庭ごみの搬出が困難なお年寄りや障害者の家庭ごみの搬出が困難なお年寄りや障害者の家庭ごみの搬出が困難なお年寄りや障害者の

負担軽減と安否確認を兼ねて、田川市は１月から負担軽減と安否確認を兼ねて、田川市は１月から負担軽減と安否確認を兼ねて、田川市は１月から負担軽減と安否確認を兼ねて、田川市は１月から

、職員が各世帯を訪問してごみ収集に当たる「ふ、職員が各世帯を訪問してごみ収集に当たる「ふ、職員が各世帯を訪問してごみ収集に当たる「ふ、職員が各世帯を訪問してごみ収集に当たる「ふ

れあい収集事業」に乗り出した。県内では８自治れあい収集事業」に乗り出した。県内では８自治れあい収集事業」に乗り出した。県内では８自治れあい収集事業」に乗り出した。県内では８自治

体目、筑豊地区では初の事業試行から１カ月。利体目、筑豊地区では初の事業試行から１カ月。利体目、筑豊地区では初の事業試行から１カ月。利体目、筑豊地区では初の事業試行から１カ月。利

用者からは「集積場所に運ぶ負担が減った」「職用者からは「集積場所に運ぶ負担が減った」「職用者からは「集積場所に運ぶ負担が減った」「職用者からは「集積場所に運ぶ負担が減った」「職

員さんの安否確認は心強い」と好評だ。員さんの安否確認は心強い」と好評だ。員さんの安否確認は心強い」と好評だ。員さんの安否確認は心強い」と好評だ。

ふれあい収集事業は、利用者の自宅を週１回、ふれあい収集事業は、利用者の自宅を週１回、ふれあい収集事業は、利用者の自宅を週１回、ふれあい収集事業は、利用者の自宅を週１回、

同市環境対策課職員２人がごみ収集車で訪問し、同市環境対策課職員２人がごみ収集車で訪問し、同市環境対策課職員２人がごみ収集車で訪問し、同市環境対策課職員２人がごみ収集車で訪問し、

玄関前や宅地前に出された家庭ごみ（可燃、不燃玄関前や宅地前に出された家庭ごみ（可燃、不燃玄関前や宅地前に出された家庭ごみ（可燃、不燃玄関前や宅地前に出された家庭ごみ（可燃、不燃

、かん・びん）を回収する。収集日は市がサービス、かん・びん）を回収する。収集日は市がサービス、かん・びん）を回収する。収集日は市がサービス、かん・びん）を回収する。収集日は市がサービス

対象者と見込む約５千世帯（７５歳以上の独居と対象者と見込む約５千世帯（７５歳以上の独居と対象者と見込む約５千世帯（７５歳以上の独居と対象者と見込む約５千世帯（７５歳以上の独居と

夫婦、身体障害者手帳１・２級）を月～金曜日に均夫婦、身体障害者手帳１・２級）を月～金曜日に均夫婦、身体障害者手帳１・２級）を月～金曜日に均夫婦、身体障害者手帳１・２級）を月～金曜日に均

等に振り分けて設定している。等に振り分けて設定している。等に振り分けて設定している。等に振り分けて設定している。

＝＝＝＝2018/02/08付付付付西日本新聞朝刊＝西日本新聞朝刊＝西日本新聞朝刊＝西日本新聞朝刊＝ （一部抜粋（一部抜粋（一部抜粋（一部抜粋)

「ごみ収集訪問」が好評「ごみ収集訪問」が好評「ごみ収集訪問」が好評「ごみ収集訪問」が好評 田川市職員が高齢者、障害者宅へ田川市職員が高齢者、障害者宅へ田川市職員が高齢者、障害者宅へ田川市職員が高齢者、障害者宅へ 安否安否安否安否

確認の声掛けも確認の声掛けも確認の声掛けも確認の声掛けも [福岡県福岡県福岡県福岡県]
2018年年年年02月月月月08日日日日
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＜ふれあい収集事業について＞

本庁舎 別館 別館１階

（環境対策課

環境政策係）

正面玄関

水道課の看板が

目印！
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是非ご連絡ください

①部署：環境対策課 環境政策係（市役所別館１階）

住所：〒825-8501 田川市中央町１－１

電話：０９４７－８５－７１４２

②部署：環境対策課 清掃係（清掃事務所）

住所：826-0042 田川市大字川宮１５５０番地

電話：０９４７－４４－０１７１

お問い合わせ先、申請書の提出（郵送）先

＜ふれあい収集事業について＞
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資源拠点回収事業

田川市役所 市民生活部

環境対策課 環境政策係
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１．田川市のごみの現状について１．田川市のごみの現状について１．田川市のごみの現状について１．田川市のごみの現状について

２．資源拠点回収事業について

３．段ボールコンポスト購入費助成制度について

４．その他助成制度について

５．その他
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２．田川市のごみの現状について

人口 ⇒ 減少 しているにも関わらず、

ごみ総排出量、１日１人当たりごみ排出量⇒微増

19,908 t

1,086 g

50,226
人人人人

3

49,836人人人人
49,420人人人人

49,238人人人人 48,862
人人人人

20,601 t
20,834 t

20,481 t
20,357 t

1,119 g
1,139 g

1,159 g
1,148 g



２．田川市のごみの現状について

平成１９年１０月 分別収集開始

（ペットボトル、プラスチック）

⇒回収量が減少
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２．田川市のごみの現状について

古紙回収量（資源回収団体による） ⇒ 減少
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２．田川市のごみの現状について

生ごみ処理容器補助金（件）
生ごみ処理機補助金（件）

ペットボトルキャップ回収量（kg）小型家電回収量（kg）

補助金交付件数、資源ごみ回収量 ⇒ 減少
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２．田川市のごみの現状について

＜資源ごみの回収方法＞

変更前 ①ごみ袋による回収のみ

変更前 ②可燃ごみとしての回収

変更後 ①資源ごみの出し方を増やす

変更後 ②回収する資源ごみの区分を増やす

資源ごみの回収量増を目指す

田川市のごみの課題

⇒資源ごみの回収量の確保

（ペットボトル、プラスチック、古紙など）
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２．田川市のごみの現状について

＜委員会の概要＞

目的：田川市に新たなごみ減量化の施策を提案

設置時期：平成２９年１１月

メンバー：学識経験者、区長会、環境保全団体等

（９名で構成）

＜活動＞

平成２９年度：中間答申「資源拠点回収事業」

平成３０年度：審議・議論

「環境教育を活用した生ごみの減量化・資源化」

第４次田川市ごみ減量化・資源化推進検討委員会

⇒田川市のごみの課題を議論
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１．田川市のごみの現状について

２．資源拠点回収事業について２．資源拠点回収事業について２．資源拠点回収事業について２．資源拠点回収事業について

３．段ボールコンポスト購入費助成制度について

４．その他助成制度について

５．その他
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２．資源拠点回収事業について

（例）直方市 資源回収場所
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２．資源拠点回収事業について

資源拠点回収：資源ごみをごみ袋に入れず、

施設に持ち込む方法（無料回収）

※田川市川崎町清掃センター（焼却場）に持込む方法は変更なし

～平成３１年３月 平成３１年４月～

【出し方：１種類１種類１種類１種類】 【出し方：２種類２種類２種類２種類】※資源ごみに限る

可燃ごみ

ごみ袋（有料） ごみ袋（有料）

不燃ごみ

大型ごみ シール（有料） シール（有料）

資

源

ご

み

かん

ごみ袋

（有料）

①ごみ袋

（有料）

びん

ペットボトル

プラスチック

古紙

収集なし

※可燃ごみ、不燃ごみ

として収集

その他の資源ごみ

（蛍光灯、電池など）

変更なし

②資源拠点回収施設②資源拠点回収施設②資源拠点回収施設②資源拠点回収施設

でのでのでのでの回収（無料回収（無料回収（無料回収（無料）

※可燃ごみ、不燃ごみ

としても収集

出し方が２種類
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２．資源拠点回収事業について

回収場所：田川市清掃事務所

住所：川宮1550番地

連絡先：０９４７－８５－７１４２

（環境政策係 直通）

月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 日日日日

〇〇〇〇 〇〇〇〇 ×××× 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ×××× 〇〇〇〇

�回収時間・曜日 ９：００～１６：００

12



２．資源拠点回収事業について

＜清掃事務所の場所＞

清掃事務所

消防署

市役所

図書館、美術館

至 201号バイパス

至川宮 至後藤寺

至伊田駅
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２．資源拠点回収事業について

①

⑥

③

⑤

④

②至市役所

至 201バイパス

左折左折左折左折

右の坂道を上る右の坂道を上る右の坂道を上る右の坂道を上る

↓消防署の看板が目印消防署の看板が目印消防署の看板が目印消防署の看板が目印

坂道を上る坂道を上る坂道を上る坂道を上る

↓消防署（右側）消防署（右側）消防署（右側）消防署（右側）

清掃事務所（左側）清掃事務所（左側）清掃事務所（左側）清掃事務所（左側）↓

坂道を下り、坂道を下り、坂道を下り、坂道を下り、

左に入る左に入る左に入る左に入る

清掃事務所清掃事務所清掃事務所清掃事務所

資源拠点回収施設資源拠点回収施設資源拠点回収施設資源拠点回収施設

は左奥は左奥は左奥は左奥

至川宮

至川宮
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①かん ②びん ③ペットボトル

④その他プラスチック ⑤新聞紙

⑥雑誌・広告類 ⑦段ボール

⑧雑紙（ざつがみ） ⑨紙パック ⑩小型家電

⑪水銀体温計等 ⑫乾電池 ⑬蛍光灯

⑭危険物（ライター、カセットボンベ）

２．資源拠点回収事業について

★回収品目回収品目回収品目回収品目・・・１４品目１４品目１４品目１４品目

家庭系の資源が対象です。事業系は対象外です。
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アルミ缶 スチール缶

缶詰・

お菓子の缶など

資源物の出し方

①①①①かんかんかんかん ⇒⇒⇒⇒ 清涼飲料水や食品のかん清涼飲料水や食品のかん清涼飲料水や食品のかん清涼飲料水や食品のかん

×収集できないもの

・油缶

⇒不燃ごみで出して下さい

★出す前に！！出す前に！！出す前に！！出す前に！！

中身は水ですすぎ、中身は水ですすぎ、中身は水ですすぎ、中身は水ですすぎ、

きれいにしましょうきれいにしましょうきれいにしましょうきれいにしましょう
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分別分別分別分別 無色のびん無色のびん無色のびん無色のびん 茶色のびん茶色のびん茶色のびん茶色のびん

その他のその他のその他のその他の

色のびん色のびん色のびん色のびん

例

②②②②びんびんびんびん⇒⇒⇒⇒

牛乳びん、ジャムのびん牛乳びん、ジャムのびん牛乳びん、ジャムのびん牛乳びん、ジャムのびん ビールびんビールびんビールびんビールびん

清涼飲料水や酒類、

食品に使用されているびん

一升瓶一升瓶一升瓶一升瓶

×収集できないもの

・化粧びん

⇒不燃ごみで出して下さい

★★★★出す前に！！出す前に！！出す前に！！出す前に！！

ふたは外し、中身はふたは外し、中身はふたは外し、中身はふたは外し、中身は

水ですすぎ、きれいにしましょう。水ですすぎ、きれいにしましょう。水ですすぎ、きれいにしましょう。水ですすぎ、きれいにしましょう。

17

割れたびんも回収します割れたびんも回収します割れたびんも回収します割れたびんも回収します



③③③③ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル⇒⇒⇒⇒ ペットマークのついた飲料及び

特定の調味料（醤油・みりん風調味料、

食酢、ノンオイルドレッシング等）の

容器が対象です。

①キャップ、ラベルを外し、①キャップ、ラベルを外し、①キャップ、ラベルを外し、①キャップ、ラベルを外し、

その他プラスチックその他プラスチックその他プラスチックその他プラスチックに分別するに分別するに分別するに分別する

① ①

ペットボトルを出すときは

この状態で出してください。

②

②ペットボトルの中身を②ペットボトルの中身を②ペットボトルの中身を②ペットボトルの中身を

水ですすぎ綺麗にする水ですすぎ綺麗にする水ですすぎ綺麗にする水ですすぎ綺麗にする
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④④④④その他プラスチックその他プラスチックその他プラスチックその他プラスチック⇒⇒⇒⇒

お菓子の袋お菓子の袋お菓子の袋お菓子の袋 カップめんカップめんカップめんカップめん

の容器の容器の容器の容器

ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル

のラベルのラベルのラベルのラベル

キャップキャップキャップキャップ 洗剤の容器洗剤の容器洗剤の容器洗剤の容器

★★★★出す前に！！出す前に！！出す前に！！出す前に！！

水ですすぎきれいにしましょう。水ですすぎきれいにしましょう。水ですすぎきれいにしましょう。水ですすぎきれいにしましょう。

汚れがついているものは回収できません。汚れがついているものは回収できません。汚れがついているものは回収できません。汚れがついているものは回収できません。

プラスチックでできた容器、包装

のことで、中身を使ったり取り出し

たときに不要になるもの。
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⑤新聞紙 ⑥雑誌・広告類

⑦段ボール ⑧雑紙（ざつがみ）

★⑤～⑧は、ひもでくくって出す必要はありません。

例）例）例）例） お菓子の箱などお菓子の箱などお菓子の箱などお菓子の箱など
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⑨⑨⑨⑨紙パック紙パック紙パック紙パック ⇒⇒⇒⇒飲料用の紙パック

水ですすぐ水ですすぐ水ですすぐ水ですすぐ
切り開く切り開く切り開く切り開く

★★★★注意！！注意！！注意！！注意！！

内側にアルミ等が使用されているものは回収内側にアルミ等が使用されているものは回収内側にアルミ等が使用されているものは回収内側にアルミ等が使用されているものは回収

できません。可燃ごみで出してください。できません。可燃ごみで出してください。できません。可燃ごみで出してください。できません。可燃ごみで出してください。

例）酒やジュースのパックなど例）酒やジュースのパックなど例）酒やジュースのパックなど例）酒やジュースのパックなど

例）牛乳パック例）牛乳パック例）牛乳パック例）牛乳パック
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携帯電話・電話機携帯電話・電話機携帯電話・電話機携帯電話・電話機 リモコン ラジカセ

シェーバー・ドライヤーシェーバー・ドライヤーシェーバー・ドライヤーシェーバー・ドライヤー 電卓 コード類

⑩⑩⑩⑩小型家電小型家電小型家電小型家電⇒⇒⇒⇒
家庭で使われる、電気や電池で動く製品のこと。家庭で使われる、電気や電池で動く製品のこと。家庭で使われる、電気や電池で動く製品のこと。家庭で使われる、電気や電池で動く製品のこと。

例）例）例）例）

市内の公共施設や

一部商業施設にも

回収ボックスを設置

しています。

★出す前に！！★出す前に！！★出す前に！！★出す前に！！

電池は取り外してください。（詳しくは⑫乾電池をご覧ください）

携帯電話等のデータは削除してください。
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⑪水銀体温計等

水銀体温計

水銀温度計

水銀血圧計

電子体温計

回収対象です。回収対象です。回収対象です。回収対象です。

対象外です。対象外です。対象外です。対象外です。

※電子体温計など、電池

で動く場合は小型家電で

回収します。詳しくは⑩小

型家電をご覧ください

例）水銀体温計
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⑫乾電池⇒
マンガン乾電池、アルカリ乾電池、リサイクルマークが

表示されている充電式電池が対象です。

ボタン電池は回収対象外です。

・マンガン電池 ⇒ ○○○○

（回収できます）

・アルカリ電池 ⇒ ○○○○

（回収できます）

・充電式電池 ⇒ △△△△

リサイクルマーク⇒

が表示されているもののみ対象です。

・ボタン電池 ⇒ ××××

（対象外です。不燃ごみで出してください。）
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⑬蛍光灯

直管形、環形の蛍光管が対象です。

⑭危険物（ライター、カセットボンベ）

使用済みのライター、カセットボンベが対象です。

中身は使い切り、カセットボンベは穴を開けずに

出してください。
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１．田川市のごみの現状について

２．資源拠点回収事業について

３．段ボールコンポスト購入費助成制度について３．段ボールコンポスト購入費助成制度について３．段ボールコンポスト購入費助成制度について３．段ボールコンポスト購入費助成制度について

４．その他助成制度について

５．その他
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３．段ボールコンポスト購入費助成制度について

段ボールコンポストとは？

段ボールを使って生ごみを堆肥化する容器のこと。

★★★★利点利点利点利点

・電気を使わない

・庭や畑を持たない家庭でも使える

・家にあるもので代用できるので費用を抑えられる

★★★★できた堆肥は、資源拠点回収でも回収します。できた堆肥は、資源拠点回収でも回収します。できた堆肥は、資源拠点回収でも回収します。できた堆肥は、資源拠点回収でも回収します。
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《使用するもの》

・段ボール箱

（二重構造が丈夫で長持ちします）

・ピートモス・もみ殻くん炭

（３：２の割合）

・設置台

（風通しを良くするために使います）

・虫よけカバー

（古着のTシャツなどで代用できます）

・スコップや木べらなど

（かき混ぜるときに使います）

・温度計

（温度変化を確認します）
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段ボールコンポスト補助金の概要

補助対象 補助上限額 補助対象数

段ボールコンポストセット段ボールコンポストセット段ボールコンポストセット段ボールコンポストセット

１セット当たり１セット当たり１セット当たり１セット当たり

１，０００円１，０００円１，０００円１，０００円

１世帯につき１世帯につき１世帯につき１世帯につき

６セットまで６セットまで６セットまで６セットまで

段ボール箱段ボール箱段ボール箱段ボール箱

１枚当たり１枚当たり１枚当たり１枚当たり

１００円１００円１００円１００円

１世帯につき１世帯につき１世帯につき１世帯につき

６枚まで６枚まで６枚まで６枚まで

ピートモス・もみ殻くん炭ピートモス・もみ殻くん炭ピートモス・もみ殻くん炭ピートモス・もみ殻くん炭

１個当たり１個当たり１個当たり１個当たり

３００円３００円３００円３００円

１世帯につき１世帯につき１世帯につき１世帯につき

１２個まで１２個まで１２個まで１２個まで

・補助額はすべて購入費の半額。

29※段ボールコンポスト等の販売店は、事務局にお尋ね下さい



１．田川市のごみの現状について

２．資源拠点回収事業について

３．段ボールコンポスト購入費助成制度について

４．その他助成制度について４．その他助成制度について４．その他助成制度について４．その他助成制度について

５．その他
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４．その他の補助金

①資源回収団体①資源回収団体①資源回収団体①資源回収団体

【対象】行政区、子供会、

老人会等の団体

新聞紙、雑誌、段ボールの回収量に対し、

７円／ｋｇの補助金を交付しています。

②コンポスト②コンポスト②コンポスト②コンポスト（生ごみ処理容器）（生ごみ処理容器）（生ごみ処理容器）（生ごみ処理容器）

電動生ごみ処理機電動生ごみ処理機電動生ごみ処理機電動生ごみ処理機

【対象】各家庭

購入費の半額補助

・コンポスト ：上限３千円、１世帯２基まで

・電動生ごみ処理機：上限２万円、

１世帯１基まで

③収集用ごみ箱③収集用ごみ箱③収集用ごみ箱③収集用ごみ箱

【対象】各地区

ごみ集積所に設置するごみ箱が対象です。

購入費の半額補助、上限２万円

④ごみネット④ごみネット④ごみネット④ごみネット

（鳥獣防止ネット）（鳥獣防止ネット）（鳥獣防止ネット）（鳥獣防止ネット）

【対象】各地区

ごみ集積所や収集用ごみ箱に設置する

ネットが対象です。

購入費の半額補助、上限３千円。

⑤スズメバチの巣駆除費⑤スズメバチの巣駆除費⑤スズメバチの巣駆除費⑤スズメバチの巣駆除費

【対象】各家庭

住宅に作られたスズメバチの巣の駆除費が

対象です。

駆除費の半額補助、上限７千円。
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１．田川市のごみの現状について

２．資源拠点回収事業について

３．段ボールコンポスト購入費助成制度について

４．その他助成制度について

５．５．５．５．その他その他その他その他
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５．その他

・平成２９年５月～ 田川市環境審議会で議論

平成３０年３月 （学識経験者、市民等で構成）

・平成３０年３月 第２次田川市環境基本計画を策定

＜目指す環境像＞

つく

みんなで創ろうや

むねは

胸張れる

わ

田川（たが環）
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５．その他

田川市環境基本計画のポイント⇒地球温暖化対策

環境に良いことをしてみませんか？

＜家庭でできる環境に良いこと＞
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５．その他
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おわりに

・１人１日あたりのごみ排出量削減を目標に、

取り組みやすいところから始めてみましょう！
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