
他都市事例調査中間報告                                         

（注）家庭ごみ（粗大ごみを除く）の排出支援を制度として実施していない次の政令指定都市は省略している。仙台市・千葉市・相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・堺市・広島市・福岡市・北九州市 

４．政令指定都市家庭ごみ（粗大ごみを除く）排出支援実施状況  

 
札幌市 さいたま市 川崎市 横浜市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市 岡山市 

1．対象者 要件 

自ら生活ごみをごみ
ステーションまで排出
することが困難なで、
次のすべての要件に該
当する方を対象とす
る。 

①介護保険の要介護２
以上の方又は障害福祉
サービスの障害程度区
分３以上の方 

②親族や近隣住民、ボ
ランティア等の協力を
得られない方 

③同居者がいる場合
は、同居者も上記①に
該当すること 

原則的に以下のいず
れかに該当し、身近な
人などの協力が困難
で、自ら収集所までご
みを持ち出すことがで
きない場合 

【高齢者】 
①寝たきりや認知症な
どにより介護を必要と
する要介護者や日常生
活を送る上で支援が必
要な者で、65歳以上の
1人暮らしの高齢者 

②寝たきりや認知症な
どにより介護を必要と
する要介護者や日常生
活を送る上で支援が必
要であり、65歳以上の
高齢者で同居する家族
がいる場合について
も、同居者が高齢者や
障害者及び年少者等で
収集所までごみを持ち
出すことができない場
合 

【障害者】 
①1人暮らしの障害者 

②障害者に同居する家
族がいる場合について
も、同居者が高齢者や
障害者及び年少者等
で、収集所までごみを
持ち出すことができな
い場合 

以下のいずれかに該
当し、身近な人などの
協力が困難で、自ら一
定の場所までごみを持
ち出すことができない
場合 

【高齢者】 
①寝たきりや認知症な
どにより介護を必要と
する要介護者や自由な
行動が困難な人で、65
歳以上の1人暮らし 

②同居する家族がいる
場合についても同居者
が高齢者や虚弱者及び
年少者等でごみを一定
の場所まで持ち出すこ
とができない場合 

【障害者】 
①1人暮らしの障がい 
者 

②同居する家族がいる
場合でも、同居者が高
齢者や虚弱者及び年少
者等で、収集所までご
みを持ち出すことがで
きない場合 

原則ひとり暮らしの
方で、次のいずれかに
該当し、かつ家庭ごみ
を自ら集積場所まで持
ち出すことが困難な状
態にある方を対象とす
る 
 
①65歳以上の方 
 
②障害のある方（身体
障害者手帳、愛の手帳、
精神障害者保健福祉手
帳のうち、いずれかの
交付を受けている者） 
 
③要介護認定者（要支
援含む） 
 
④①から③に準じた事
由により収集事務所長
が認めた方 
 
 なお、同居する家族
がいる場合でも、同居
者が高齢者等で、本人
と同様な状態にある場
合には対象とする。 
 
 

以下のいずれかに該
当し、親族や近隣在住
者等の協力を得ること
が困難であり、独力で
ごみ等の排出が困難で
ある世帯を対象とす
る。 

①65歳以上で介護保険
の要介護認定を受けて
いる一人暮らしの世帯 

②身体障害者保健福祉
手帳の所持者で一人暮
らしの世帯 

③精神障害者保健福祉
手帳の所持者で一人暮
らしの世帯 

④愛護手帳の所持者で
一人暮らしの世帯 

⑤その他、上記に準ず
る世帯 

 上記に該当する者に
同居者がいる場合で
も、同居者が高齢者や
年少者等であり、ごみ
等の排出に支障をきた
す世帯は対象 

以下のいずれかに該
当する世帯とする。た
だし、市長が特に必要
と認める世帯について
は、この限りではない。 

①京都市内に居住する
世帯であること 

②世帯員のいずれかが
介護保険サービス又は
障害福祉サービスを利
用し、かつホームヘル
プサービスを利用して
いること 

③世帯全員が 65歳以
上の者、障害者又はこ
れらに準じる者で構成
されていること 

④定期収集ごみを所定
の時間及び排出場所へ
排出することが困難で
あること 

⑤定期収集ごみの排出
について、親族又は近
隣在住者等の協力が得
られないこと 

以下のいずれかの世
帯を対象とする。 

①65歳以上の高齢者単
身世帯 

②65歳以上の高齢者世
帯 

③障害者のある方が居
住されている家庭でご
み出しが困難な世帯 

自らごみをクリーン
ステーションまで持ち
出すことが困難な方
で、次の要件に該当す
る高齢者もしくは障害
者を対象とする。 
ただし、地域や身近
な人等の協力によりご
みの持ち出しが可能な
人は除く。 

①高齢者 
次のすべての項目に該
当する方 
・おおむね65歳以上の
一人暮らしの方 
・介護保険のホームヘ
ルプサービスを利用し
ている方 

②障害者 
次のすべての項目に該
当する方 
・一人暮らしの方 
・身体障害者（難病患
者を含む）、知的障害者
及び精神障害者の制度
でホームヘルプサービ
スを利用している方 
 

（モデル実施） 
以下のいずれかに該
当する者を含む世帯
で、世帯員自らごみ等
を集積場まで排出する
ことが困難で、かつ排
出に当たり他の者の協
力を得られない世帯 

①要介護認定３以上に
認定されている者 

②視覚障害又は肢体不
自由障害２級以上の身
体障害者手帳の交付を
受けている者 

③その他、市長が特に
認める者 
 
 

①対象品目 全ごみ種 収集所に出せるごみ 
普通ごみ 
資源ごみ 

全ごみ種 全ごみ種 

もやすごみ、缶ビン・ペ

ットボトル、プラスチッ

ク製容器包装、小型金属
類 

普通ごみ 
資源ごみ 

容器包装プラスチック 
全ごみ種 

可燃ごみ 
不燃ごみ 
資源化物 

②収集回数 週１回 週１回 週１～３回 週１～３回 週１～２回 週１回 週１～２回 
燃えるごみは収集日、
他はその都度申告 

通常の収集日と同日 

2．対象品目 
回数・時期 

③収集時間 8時30分～16時30分 8時30分～16時 8時～16時30分 8時～16時 8時30分～15時30分 8時30分～16時 9時～17時 
地域の収集時間に合わ

せている 
8時～15時 

①一戸建 玄関先 玄関先 玄関先 玄関先 玄関前等 玄関先 玄関先 玄関前 玄関先 
3．排出場所 

②共同住宅 玄関先 玄関先 対象者宅階段下 対象者宅階段下 対象世帯の玄関前等 玄関先 玄関先 玄関前 玄関先 

4．持出し 
サービス 

有無 無 無 無 無 有 無 
要望により 
対応実績有り 

無 無 

5．料金体系 有料・無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 

①対象世帯 
(H21末) 

207世帯 811世帯 746世帯 1,831世帯 2,823世帯 1,488世帯 6,247世帯 992世帯 58世帯 
6．世帯数 

②全世帯 
(H22.4.1) 

893,144世帯 510,132世帯 656,110世帯 1,566,960世帯 1,013,688世帯 676,917世帯 1,310,178世帯 679,005世帯 293,196世帯 

①開始時期 平成２１年７月 平成１４年４月 平成１２年４月 平成１６年４月 平成１３年８月 平成２０年１月 平成８年４月 平成１３年１１月 平成１３年１１月 

②直営・委任 直営 直営 直営 直営 直営 直営 直営 直営 直営・委託 7．運営状況 

③通常・専任 他の業務の専任職員が
業務中に収集 

直営収集のない水曜日
に収集 

通常の収集業務の中で
の収集 

専任が主 
通常の収集業務の中で
の収集 

通常業務以外の他の業
務と兼務 

専任60名 
通常の収集業務の中で
の収集 

通常の収集業務の中で
の収集 

資料１－４ 



 


