
ふれあい収集　今後の課題等

ID 団体名 今後の課題 ふれあい収集以外のサービス 超高齢社会の問題点
1 さいたま市 ・ふれあい収集の対象となるかの判断基準について、「重い物

が持てない」、「収集所まで歩けない」などの本人の自己申告の
みの場合は基準に該当するかの判断が難しい。
・収集時間の指定や収集回数についての要望が寄せられてい
る。
・ふれあい収集の利用者が増加することにより、収集箇所の細
分化が進むと推測され、ごみ収集体制の強化及び人員や予算
の確保が課題となる。

特になし ・認知症等により、ごみの分別や収集曜日の判断が出来なくな
り、収集所を利用する近隣住民とのトラブルとなる事案が増加し
ている。
・セルフネグレクト等によりごみ出しができず住居がごみ屋敷化
し、蓄積された多量ごみの処理を依頼される事案がある。
・家から近い場所に収集所を設置したいという要望がある。

2 川口市 単身独居の高齢者世帯が増える中で利用者は右肩上がりで増
えており、これに対応するための職員や車両の確保などが課題
である。また、住宅事情も千差万別で、密集住宅地における狭
隘道路への車両の進入の問題や集合住宅におけるごみの置き
場所や収集の方法なども課題になってきている。

今後とも高齢者が増え続ける中においては、ふれあい収集利用
希望者も増え続けることは間違いないと思われる。いつの日か
利用者増加のスピードに追いつけなくなるのではないかと危惧
するところであるが、そうなる前に例えばステーションのあり方
や戸別収集の実施など収集方法そのものを見直すべき必要が
あるのではないかと考える。

3 春日部市 排出困難世帯の増加
4 草加市 粗大ごみを自分で搬出することの困難な高齢者（原

則６５歳以上）、障がいのある方等を対象に、市職員
が持ち出しのサービスを提供している。（平成２６年４
月から開始）

5 越谷市 現在月・火・木のごみ収集後の午後1時30分から午後3時までの
間にふれあい収集を行っている。対象者が増加していることや
ごみ収集に時間がかかってしまう日があり、時間と人員が不足
している。今後も対象者の増加が見込まれることから、収集体制
の検討が必要と考える。

○収集用かごの運搬の労力が軽減されるよう、希望
があれば、かごにキャスターをつけている。○粗大ご
みを室内から出せない場合は、リサイクルプラザ職員
が確認したうえで、収集業者に室内からの運び出しを
実施する。

○複雑なごみの分別が困難になること
○集積所の当番ができなくなること
○在宅医療などの拡充による医療系廃棄物の増加

6 蕨市 高齢化が進むことでごみの分別やごみ集積所への持ち出しが
困難な高齢者が増加すると予測される。問題解決には行政だ
けではなく、地域住民の協力が必要となると思われるが、仕組
みづくりには高齢者福祉及び介護保険担当部局との連携が必
要となる。

7 戸田市 現在、家庭ごみ収集・運搬を委託している事業者のボランティア
という形式で行っているため、受けられる件数に限りがあり、ま
たそのため、基準としてヘルパー利用者は一律に断る等の判断
をしており、厳密に言えば福祉的な役割を果たしているとは言い
難い状況です。
また、ごみ収集のことなので、清掃部局で申請の受付・審査を
行っていますが、ケースワーカーでないので支援の必要性の判
断が難しいため、福祉部局での事業とすべきと考えます。

ごみ集積所が家から遠い場合、出しに行くのが大変であり、ま
た、近所に気軽に頼める人もいないといったことや、、利用して
いる集積所の管理（主に清掃や資源かごのセット）が負担であ
るといったことが課題としてあります。

8 八潮市
9 三郷市
10 吉川市 ＜課題＞

・現在、対象者が２８世帯（一時停止も含む）であるが今後、申請
件数が増えた場合の収集体制
（重いごみを持ってごみの集積所まで排出することが困難な高
齢者等が、身近な親族の支援を受けられない、ヘルパーによる
ごみ出しを依頼できない等の理由から、今後も相談件数が増え
てくることが予想されます。また、現在は、直営での実施となって
いますが、件数が増えることで直営のみでの実施が困難となる
場合があることが課題の一つです。）

11 松伏町
12 東埼玉資源環境組合
13 蕨戸田衛生センター組合
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14 加須市 ふれあい収集は、高齢者や障がい者を対象とした支援であり、

その現状を把握しているのは福祉部門である。一方で、市全体
のごみ収集の事務を担っているのが環境部門であり、制度とし
て確立するためには、双方の意見集約が必要である。しかしな
がら、市民からの受付窓口がごみに関する部分だけがごみ処理
の一つと考えられているため、高齢者や障がい者への対策とし
て個別の対応をすべきかの判断が困難な状況である。

粗大ごみの収集において、高齢者や障がい者を含
め、運搬が困難な市民に対し、自宅の前まで回収に
行く粗大ごみの戸別収集の制度を設けている。

農村部では、集積所までの距離が遠いことが多い。また、市街
化区域では、集積所の用地確保が困難なため、ごみの種類に
よっては遠い集積所となることがある。ごみの排出が困難な高
齢者にとっては、自宅の近くまで収集に行けば楽になるが、収
集コストの増大が問題となる。地域における共助を期待するが、
自治会への加入率も下降傾向にあり、地域におけるつながりを
いかに広げるかが課題である。

15 鴻巣市 本市の要綱では、介護認定や障がい者手帳の等級などの基準
がないため、申請すればほぼ認められる状況にあり、申請件数
が急増している。本人の意向よりも、親族やケアマなどの都合に
よる代理申請が増えている。

16 上尾市 ・高齢化に伴う対象者の増加に対する人員や車両、機材の確
保。
・不在時や対応困難な世帯に対する適切な対応。

加齢や病状（認知症、難聴等）に応じた高齢者に対する支援の
範囲や収集体制の確保。

17 桶川市 ・対象者の増加
・福祉担当課との連携
・要綱の見直し(施行10年が経過している)

現行のルールに沿った排出が難しい世帯の増加
(粗大ごみの家屋からの搬出や分別)

18 久喜市 本市のごみ処理については、一部事務組合である久
喜宮代衛生組合で行っており、同組合においてふれ
あい収集を実施しております。

19 北本市 特になし。 自力によるゴミ出し困難、集積所維持の困難、介護ごみの増
加、ごみ屋敷問題、空き家の遺品整理問題などが挙げられる。

20 蓮田市
21 幸手市
22 白岡市
23 伊奈町 身体が不自由等の理由で、集積所までごみを運ぶことができな

いという案件が、これからより増えていくと考えられる。ふれあい
収集の件数増加等、収集する側の負担が大きくなることへの方
策を考えていく必要がある。

24 宮代町
25 杉戸町
26 蓮田白岡衛生組合 利用者については、増加傾向にあるため今後の収集体制など

検討が必要である。
特になし 事業拡大に伴う人員の確保及び経費等について、２０２５年問

題に対応する必要がある。

27 久喜宮代衛生組合 現在は通常収集時に対応しているが、対象者については年々
増加傾向にあるので、通常収集時では対応できなくなってくるこ
とが考えられる。

特になし ごみの分別などの決まりごとについて、あまり複雑化してしまう
と、ご理解いただけない場合があると考えられる。

28 上尾桶川伊奈衛生組合
29 北本地区衛生組合
30 熊谷市 申請から収集開始まで、調査や審査が入るため４週間程度か

かってしまう。
連絡が無い入院や短期入所が多く、不在時の安否確認が多く
なってしまう。
ごみの分別をきちんとされない方がいる。

特になし 対象者が増加傾向にあり、収集体制の見直しが課題となる。

31 行田市 シルバー人材センター又は社会福祉協議会（いきい
き元気サポート）で自宅からごみ集積所までの収集を
手伝いとして実施している。なおこれらの方策は有料
となっている。

32 本庄市 特にありません。 入居型老人福祉施設等の高齢者住宅におけるごみの取り扱い
について。
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33 羽生市 ごみ集積所の場所、粗大ごみの収集方法等について検討しな

ければいけない。
34 深谷市
35 美里町
36 神川町 高齢者及び障がい者のみを対象としているわけでは

ないが、粗大ごみを処理施設まで直接持ち込むこと
が困難である場合は、有料にて町職員が自宅まで取
りに行き、処理している。

高齢世帯や独居世帯が増え、自分自身又は家族内でごみ収集
所へ排出することが困難な方が多くなることが予想される。ま
た、子ども世代が都市部へ移住したり、また核家族化が進んで
いるため家族の協力が得られないケースも少なくない。また、近
所付き合いの希薄化にも課題がある。

37 上里町 介護保険の関係で、３か月間に限り、職員が付き添っ
てごみ出しの訓練を行うことがあります。

38 寄居町 施設入所や病院への入院情報が、こちらから福祉部局等へ連
絡を取らなければ得られない。

特になし 特になし

39 鴻巣行田北本環境資源組合
40 児玉郡市広域市町村圏組合
41 大里広域市町村圏組合 大里広域市町村圏組合では、ごみ収集で高齢者や

障がい者に対して実施している方策は無い。
42 妻沼南河原環境施設組合
43 川越市 近年、申込み件数及び実施件数の増加により、実施曜日の件

数の均等化
特になし ふれあい収集の実施増加

44 所沢市 高齢化に伴い対象世帯数が増加しており、今後も増加が続くと
見込まれる。人員の確保が課題となる。

「粗大ごみ訪問運びだし収集」
粗大ごみを屋外に出すことが難しい方を対象に、第
三者立会のもと、粗大ごみの運びだし収集を行ってい
る。

本市のごみ収集は集積所方式であるが、高齢化に伴い、ふれ
あい収集などの個別対応や集積所の数が増加傾向にある。ご
み収集の人員の確保や収集の効率の維持が課題となる。

45 飯能市 ・現在、具体的に実施している方策はありません。
（ホームヘルパーや、シルバー人材センターで高齢者
等のごみ出しを支援している状況）

・地域（自治会等）の支援体制
・財源、人員確保
・地理的な問題（市域が広く、山間部が市域の約70％を占めて
いる）

46 狭山市
47 入間市 現在、福祉部でふれあい収集・有償ボランティア含め

た制度（ごみ出し困難世帯）を検討中であり、方向性
が決まり次第協議を行います。

48 朝霞市 高齢化に伴い、ふれあい収集の件数が増加した場合、現在の
収集体制では対応できなくなること。

在宅介護から生じる医療系廃棄物や紙おむつの処理

49 志木市 未実施であるため不明であるが、対象者の拡大が課題 特になし 集積所用のかごの重量

50 和光市 ・入退院等の際に細かく連絡をする必要がある
・収集業者の負担になっていないか、回収世帯が増加した場合
この体制が継続できるか

51 新座市 介護保険制度にならい、「ふれあい収集」等の行政の直接支援
は、その基準が難しいと思われる。
このため、本市では、地域等のコミュニティ支援に努めている。

６５歳以上の高齢者及び障がい者等のみで構成され
る世帯に対して、粗大ごみの運び出し収集を実施して
いる。

高齢化の進捗により、ごみ当番を含めたステーション回収を維
持していくことが徐々に難しくなっている。本来ごみ減量施策で
ある戸別（有料）回収が高齢化施策となり、結果的に全戸有料
回収とせざるを得なくなることが懸念される。

52 富士見市 ごみ当番を抜けたいという理由でふれあい収集を利用したいと
いう方からの相談が入る場合もある。あくまでも心身の状態等で
判断すると説明した上で、ごみ当番については地域の問題なの
で地域で話し合ってほしいと伝えている。ごみ当番の問題にか
かわらず高齢者世帯が増えているので、利用希望の相談が今
後も増えると予想される。
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53 坂戸市 【安否確認について】

安否確認要請があった場合、開庁時のほか祝日等にも市役所
職員が出勤して緊急連絡先に電話をかけ安否確認の対応をと
るが、結果として「利用者の連絡忘れ」というケースが多いこと。

例…「入院していた」「当日に外出する」「当日に病院に行く」等
の連絡を市に入れることを忘れていた。

なし なし

54 鶴ヶ島市 なし 高齢者人口の急速な増加に伴い要介護者の増加及び認知症
高齢者の増加が予測され、ごみ収集の支援が必要な対象者が
増加することが考えられる。また、核家族化による家族関係の
希薄化、未婚高齢者等の増加により家族の支援が受けられな
い高齢者が増加することも要因となりうる。

55 日高市 特になし 粗大ごみの搬出等、今後の検討課題である。
56 ふじみ野市
57 三芳町
58 毛呂山町
59 越生町
60 鳩山町
61 朝霞地区一部事務組合
62 志木地区衛生組合
63 入間西部衛生組合
64 入間東部地区衛生組合
65 坂戸地区衛生組合
66 埼玉西部環境保全組合 粗大ごみの宅外持出サービスを利用するとき、宅外

持出料金に限り免除（対象は６５歳以上の者又は身
体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福
祉手帳を所持している者のみで構成される世帯）

一部事務組合が福祉政策的な施策を行う場合に、構成自治体
との連携（個人情報の取扱い、予算の確保等）が必要だが、構
成自治体ごとに状況（需要、優先順位）が違うため調整が難し
いと感じている。

67 秩父市
68 東松山市
69 滑川町 現状はヘルパーや社会福祉協議会の協力のおかげで特に問

題にはなっていない。しかし、近隣との接点が希薄になってきて
いる為、今後は対応ができなくなる恐れがある。

70 嵐山町 費用がかかる
対象者の線引き

嵐山おたすけサービス協力会員が、援助の必要な高
齢者等（利用会員）に家事などの手助けを行い、その
謝礼を地域商品券で受け取り、地域の商店で買い物
をしてもらう地域支え合いサービス。

認知症高齢者の対応

71 小川町 身寄りのいない一人暮らしの高齢者の方が体調を壊した場合、
集積場所までのごみ出しの対応。

72 川島町
73 吉見町 将来的には検討が必要であると認識している。
74 ときがわ町
75 横瀬町 特になし（近所の人同士で自発的に助け合っている）
76 皆野町
77 長瀞町
78 小鹿野町
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79 東秩父村 粗大ごみの処理方法は処理場への自己搬入となって

いますが、車を持っていない方や重いものを処理場ま
で運べない人もいるため、有料での戸別回収を実施
しています。（高齢者に限らず全村民が対象）

今後は自身でごみステーションへごみを出すことが困難な方も
多くなってくると思います。
サービスの拡充はもちろんのこと、廃掃法の改正や特例の制定
なども必要になると思います。

80 皆野・長瀞下水道組合
81 小川地区衛生組合 収集を各構成町村が実施しているため、組合では実

施しない。
現在管内町村でも町外の親族がごみの持ち込みをしている状
況でもある。
今回の件についても検討する必要があると思う。

82 秩父広域市町村圏組合
83 埼玉中部環境保全組合 収集運搬は、各構成自治体により実施されているた

め、組合での収集事業の実績はない。
84 埼玉中部資源循環組合
85 埼玉県 細かい分別は高齢者にとって負担となる可能性がある。

私有地へのごみの放置については社会的な問題となっている。
高齢化はその要因のひとつである。問題化しないよう事前対策
（粗大ごみを含めて気軽に廃棄・リサイクルできるような仕組み
作り等）や、問題となった事例については関係部局や市町村と
連携して対応していく仕組み作りなどが必要ではないか。


