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• 新規で引っ越してくる人が多く，人口増加率が全国トップクラス．

（人口：32,777人、世帯：12,844世帯※ ）

• 2010年新宮中央駅開業より福岡市のベットタウンとして都市化が進む

• 子育て世代の移住が多い

※福岡県新宮町＞平成30年度7月末現在 行政区別人口・世帯数（住民基本台帳）
https://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/59,26982,270,165,html
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1.新宮町とは



新宮町のご要望
• ごみ分別収集やリサイクルについて住民の方への情報提供を充実させたい．

• 住民の方が自身でごみ分別情報を取得できるような仕組みがほしい．

新宮町住民の方がごみ分別で困った際に
情報の確認ができるごみ分別アプリの開発

新宮町役場窓口で新規住民の方へごみ出しの説明を行うことが課題．
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2.たのしんぐうプロジェクトの目的



• 利用者が毎回行政区と組合から検索しなければ分別ステーション
の場所を表示出来ない

• 知りたい情報にたどり着くことが難しい
• リサイクル情報を増やして欲しい

新宮町のごみ分別情報提供を目的とした

「 」

機能 詳細

各種ごみの出し方機能 分別区分ごとのごみの出し方を表示

ごみ分別検索機能 ごみの品目から検索し，ごみ分別情報を表示

分別ステーション検索機能
行政区と組合から検索し，分別ステーション
情報を表示

表1. 新宮町向け「ごみ分別アプリ」の機能一覧

課題・要望
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3.昨年度開発した「ごみ分別アプリ」



今年度は前年度のアプリに加え、以下の3つの項目について開発を行う

開発項目 概要

住所から分別ステーション
を検索する機能

住所から分別ステーションを検索する。住所を選択すること
で割り当てられている分別ステーションを表示させる。

アプリデザインを
分かり易くする

前年度作成の「ごみ分別アプリ」のデザインを変更する。

リサイクル情報を追加 新たにリサイクル情報のページを作成し、更なる追加を行う。
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4.今年度の開発方針



分別ステーションを検
索します

ー住所ー

検索

住所から分別ステーションを検索する。

複数の場合は選択できる
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5.1.住所から分別ステーションを検索



分別ステーション住所 組合

組合によっては複雑な住所の組み合わせとなっ
ているところが多い
（例）夜臼2区や下府1区など他の行政区の中に夜
臼1区が含まれる
→住所から組合のマッピングが難しく、開発・保守
に多大な時間を要する

問題点分別ステーションを住所から検索するための流れ

今年度の開発

丁目 番地 号福岡県粕屋郡新宮町

番地までで組合を判別できる場合 番地までで組合を判別できない場合

住所から分別ステーションを検索
する機能を実装する

問い合わせ先を表示する
（新宮町役場）

複雑
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5.1.住所から分別ステーションを検索



前年度のアプリの画面遷移の流れ 今年度のレイアウト案

アイコンにより
遷移先のイメージを

しやすく

無駄な操作を無くし
すぐにほしい情報に

辿り着ける
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5.2.アプリデザイン



各種ごみ処理の流れエコロの森の紹介分別ごみのゆくえ

[家庭ごみの出し方]
リーフレットにある
リサイクル情報

エコロの森のごみ処
理場やマーケットの
様子を写真で紹介

エコロの森HPに掲載
されている、ごみ処理
の流れを紹介

10「ごみ焼却施設」「リサイクルプラザ」「最終処分場」「再生・展示棟」の4つの施設があり、
古賀市・福津市・新宮町から集められたごみの処分・処理を行っている

5.3.リサイクル情報の追加

エコロの森・・・

エコロの森古賀清掃工場・可燃ごみ可燃
性粗大ごみ下水・し尿汚泥. http://genkai-
kankyo.jp/ecolo/gomi/kanen_01.html, 
(参照 2018-08-19)



6.進捗状況

実施日 項目 概要

5月27日 フィールドワーク
今年度開発する機能について調査するべき内
容について住民の方にインタビューを行った

6月13日 古賀清掃工場見学
ごみ焼却施設やリサイクル物の展示品の見学
を行った

8月2日 第二回新宮町打ち合わせ
要件定義の確定とアプリイメージについて紹
介を行った

学外活動

①住所から分別ステーションを検索する機能

②アプリデザインを分かり易くする

③リサイクル情報を追加

要件定義書完成

11

• 現在、①の設計及び、②の技術
調査を行っている

• ③については9/1から設計を行う



検索する住所の番地までで組合を判別できる場合は分
別ステーション情報を表示することで要件を確定した

②スケジュールの遅れ
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①住所から分別ステーションを検索する機能

住所から組合のマッピングが
複雑で、開発・保守が困難

• 要件確定に想定以上の時
間が掛かった

• 就活や講義などにより、プ
ロジェクトの前半はあまり
時間が取れなかった

• 開発メンバーを増やしスケジュールの再調整を行った

• 各項目の担当者を明確にし、一週間ごとに成果目標
を定め開発に取り組んでいる

問題点

問題点

対応

対応

7.問題点と対応
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8.スケジュール
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8.スケジュール



住所から分別ステーションを検索する機能

アプリデザインを分かり易くする

リサイクル情報を追加

～9/10 設計～9/30 開発

～8/31 技術調査 ～9/20 設計 ～9/30 開発

9/1～9/20 設計 ～10/10 開発

• チーム内や新宮町の担当の方とコミュニケーションを密にとり、スケジュールに沿っ
た開発を行っていく

• 10月末に「ごみ分別アプリ2018」を完成させ、11月前半での住民や職員の方への
アンケート調査の実施を目指して開発していく

10/10～10/25 プログラム結合テスト
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9.今後について



• 新宮町のごみ分別情報を提供するアプリについて、今年度は検索機能
の強化、アプリデザインの改良、リサイクル情報の充実に取り組みます

• 現時点で要件定義書は完成しており、検索機能の設計とアプリデザイン
の技術調査を行っています

• 今後は、10月末までにアプリを完成させ、11月前半に新宮町住民の皆様
や役場職員を対象としたアンケート調査を行う予定です
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10.まとめ

新宮町の方々に実際に使って頂けるようなより便利なアプリの
開発を目指して頑張ります！



ご清聴ありがとうございました
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付録.フィールドワーク

• 実際に分別ステーションへ向かいフィールドワークを行った。

夜臼一区公民館の分別ステーションの様子
福岡県新宮町＞新宮町の行政区
https://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/59,7300,270,164,html

時間：10：00～11：00 （日）
場所：夜臼一区公民館
総数：14名（女性10名、男性4名）

実施内容
• 分別ステーションの様子の調査
• 住民の方へのインタビュー調査
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・雨の日が大変 ・担当の日は私用が入れられない

・毎月 ・年に1回

ごみ分別方法の更新情報を早く確認したい

新規住民の方には便利な機能だと思う

・リサイクルによる利益の還元方法 ・分別ごみリサイクル方法

・広報 ・パンフレット ・インターネット ・世話人 ・回覧板 ・役場

世話人をする頻度について

困ったこと・大変だったことについて

追加してほしい情報について

住所から分別ステーションを検索する機能について

リサイクルについての興味・関心について

分別情報の調べ方について

ごみ分別に関する質問と回答

前年度アプリに関する質問と回答

ごみ分別の世話人の方への質問と回答

 インタビュー項目

19

付録.フィールドワーク（2）



• 新宮町で収集したごみの処理が行われている古賀清掃工場の見学

熱処理施設の様子 処理を行った後の様子

実施目的
• ごみ分別アプリのリサイクル情報を充実させるため
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付録.フィールドワーク（3）
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