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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※ ）

• 福岡市のベットタウンとして都市化が進み、子育て世代の移住が多い

• ごみの分別収集とリサイクルに積極的に取り組んでいる

（燃えるごみ，分別ごみ，粗大ごみがあり分別ごみだけでも14区分に分けられている）

1.新宮町の紹介

スプレー缶

分別ごみ14区分の様子（新宮町のごみ分別のパンフレットより）

福岡県新宮町の行政区 - 新宮町ホームページ＞
https://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/59,7300,270,164,html

※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

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.本プロジェクトの目的

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

課題解決方法
• 新宮町役場での新規住民の方への説明や、住民の方ご自身でごみ分
別情報を確認できるアプリを開発する
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新宮町のごみ分別情報提供を目的とした

「 」

開発したアプリのトップページ

分別ステーション検索機能

3.昨年度開発した「ごみ分別アプリ」

各種ごみの出し方機能

ごみ分別検索機能

主な３つの機能
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• 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

• 住所からごみ分別ス
テーションを検索する
機能

• もっとリサイクルに関する
情報が欲しい

• アプリの情報を分かり
易い表示にさせる

• 住所から分別ステーション情
報の検索機能が欲しい

• URL から直接HP へ移動したい

• 一つのごみから一つの出し方
を表示したほうがいい

• 写真をつけて説明して欲しい

• 文字を大きくして欲しい

• 分別ごみがどのようにリサイ
クルされるのか • リサイクル情報の充実

• 文字だけの説明や同じ
色のボタンになっていて
情報が伝わりにくい

平成29年度・アンケート結果 平成30年度・方針

3.1.昨年度開発した「ごみ分別アプリ」考察
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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いました

4.プロジェクトの開発方針

住所から分別ステーション
を検索する機能

リサイクル情報を追加
アプリデザインを
分かり易くする
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工程 担当 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

技術調査
松尾
柳迫

予定

実施

要件定義 吉浦
予定

実施

設計
吉浦
松尾
柳迫

予定

実施

開発
吉浦
松尾
柳迫

予定

実施

テスト
吉浦
松尾

予定

実施

打ち合わせフィー

ルドワーク

吉浦
松尾

予定

実施

：実施予定 ：実施状況 ：役場訪問 ：フィールドワーク ：アンケート調査

要件定義の
最終確定

4.1.プロジェクトスケジュール

住民インタビュー アンケートの実施
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新宮町のごみ分別情報提供を目的とした

「 」

開発したアプリのトップページ

分別ステーション検索機能

4.2.プロジェクト活動の成果物

リサイクル情報・コラム機能

各種ごみの出し方機能

ごみ分別検索機能

主な４つの機能
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• 行政区・組合から検索
新宮町の行政区と組合を選択する

• 地域別分別ステーション一覧
新宮町にある分別ステーション一覧から選択する

• 公設分別ステーション

地域別分別ステーション以外にごみの分別をでき
る分別ステーション情報を取得

• 住所から検索
分別ステーション情報を住所から検索する機能

4.3.分別ステーション検索機能(1)
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分別ステーション情報を取得する

追加機能



4.3.分別ステーション検索機能(2)

住所を選択

住所から分別ステーションを検索！

例：「下府1丁目１番１６号」の分別ステーションを検索．
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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
ているところがあった
（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

複雑

4.3.分別ステーション検索機能(3)

役場職員の方のご協力もあり住所と対応する
組合のデータを作成することができました!

住所一覧とそれに対応する組合のデータが必要
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4.4.アプリデザイン(1)
トップページのアプリデザインを変更！

アイコンにより遷移先
のイメージをしやすく

前年度アプリ画面 今年度アプリ画面

サブタイトルにて機能
のイメージをしやすく



前年度アプリ画面

アイコンにより遷
移先のイメージを

しやすく

4.4.アプリデザイン(2)

各種ごみの出し方画面

各種ごみの出し方ページのアプリデザインを変更！

情報に辿り着くまで
のステップ数が多い

無駄な操作を無くし
すぐにほしい情報
に辿り着ける



色調を変えボタン
の選択をしやすく

前年度アプリ画面

4.4.アプリデザイン(3)

今年度アプリ画面

分別ステーション検索ページとごみ分別検索ページのアプリデザインを変更！



4.5.リサイクル情報の追加(1)
リサイクルに関する情報を掲載！

項目 各種情報一覧

各種ごみ処理の流れ
燃えるごみの流れ

分別ごみの流れ

エコロの森関連情報

エコロの森の紹介

ごみ焼却施設について

リサイクルプラザについて

最終処分場について

再生・展示場について

コラム

新聞紙・雑誌・段ボールなどはリサイクルへ

生ごみ堆肥化容器等購入助成金制度

水切りでごみ減量を！

新宮町指定可燃袋・粗大ごみシール販売店
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4.5.リサイクル情報の追加(2)

各種ごみ処理の流れ

リサイクルに関する情報を掲載！

• ごみの収集後の流れを紹介

• ごみが分別された結果の紹介や古賀清掃工場
で行われるごみの処理方法を紹介 17



4.5.リサイクル情報の追加(3)

エコロの森関連情報

• エコロの森の概要や場所に
ついて図を用いて紹介

• エコロの森にある４つの施設
について紹介

リサイクルに関する情報を掲載！

• エコロの森について紹介

"ごみ焼却施設".古賀清掃工場. http://genkai-kankyo.jp/ecolo/index.php, (参照 2018-11-02)
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5.アンケート調査

新宮町役場職員と住民の方にアンケート調査のご協力をして頂きました

実施方法
対象：役場職員の方12名、住民の方12名
• 昨年度実施のアンケートに、今年度開発したアプリの変更点の質問を追加
• 前年度アプリを利用した方に対してはデザインの比較についても評価して頂いた

新宮町役場職員の方へアンケート調査を行う様子 新宮町住民の方へのアンケート調査の様子19



5.1.アンケートの調査結果(1)

項目 質問一覧
職員 住民

2017 2018 2017 2018

各種ごみの出し方 各種ごみの出し方ページは見やすかったですか？ 4.55 4.50 4.80 4.92

ごみ分別方法検索
調べたいごみの検索はできましたか？ 3.92 3.75 4.30 4.50

ごみ分別検索ページは便利でしたか？ 4.08 4.25 4.70 4.58

分別ステーション検索

住んでいる所からステーションは検索できましたか？ 4.50 4.92 5.00 4.92

2017年：分別ステーション検索ページは便利でしたか？ 4.33 4.8

2018年：住所からのステーション検索は便利でしたか？ 4.50 4.92

2018年：行政区・組合からのステーション検索は便利で
したか？

4.83 4.91

• アンケートは1～5の5段階評価とする
• 値は評価の平均
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5.1.アンケートの調査結果(2)

項目 質問一覧
職員 住民

2017 2018 2017 2018

アプリ利用説明書
アプリの使い方や機能がわかりやすく説明されていますか？ 4.22 4.20 4.50 4.67

ユーザーマニュアルのデザインは見やすいですか？ 3.67 4.10 4.60 4.67

アプリ全体

アプリのデザインは見やすいですか？ 4.25 4.60 4.80 4.75

アプリが今後一般公開された場合，利用したいですか？ 4.58 4.70 4.30 4.75

本アプリを利用することで，新規住民の方へごみ分別の説明
はパンフレット及び口頭による説明と比較して簡単になると
思いますか？（職員のみ）

4.33 4.33 ― ―
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• アンケートは1～5の5段階評価とする
• 値は評価の平均



職員： はい→7名 いいえ→4名

5.1.アンケートの調査結果(3)

 リサイクル情報に関して

2018年度：新宮町で行われているごみ削減とリサイクルについて、興味・関心を持つことが

できましたか？

住民： はい→8名 いいえ→2名

職員： 4.60 住民： 4.67
22

2017年度：新宮町で行われているごみ削減とリサイクルについて知ることができましたか？

※いいえを評価1、はいを評価5として平均を取った値

職員： 3.55 住民： 4.20

職員：評価5 → 6名 評価4 → 4名 住民：評価5 → 9名 評価4→ 2名 評価3 →1名



5.2.先行アプリとの比較

項目 質問一覧 はい いいえ

アプリデザイン
について

トップページは昨年度のデザインと比較してわかりやすかったで
すか？

6名 0名

各種ごみの出し方ページは昨年度のデザインと比較してわかり
やすかったですか？

6名 0名

分別ステーション検索ページは昨年度のデザインと比較してわ
かりやすかったですか？

6名 0名

アプリ全体
昨年度の「ごみ分別アプリ」より今年度の「ごみ分別アプリ2018」
を利用したいと思いますか？

6名 0名

• 前年度アプリでアンケートに答えて頂いていた方に以下の質問を行った
• 全回答数6件（新宮町役場職員6名）
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アンケートに答えて頂いた全ての方が今年度アプリの方が
良いという評価結果！



頂いた意見の例

初めて使う人でも見やすく使いや
すいページになっていました。

ごみ分別の検索を直接ワードで
検索できると便利だと思う。

ごみ分別検索の種類をもっと増
やして、情報の更新ができるよう
になると良い。

住所と行政区・組合の両方から
の検索は便利だと思う。小学校
の授業でも使えると思う。

アプリを利用してもらうことにより
良い点・改善点・欲しい機能についての意見を頂きました！

5.3.アンケート調査で頂いた意見



5.4.アンケート結果のまとめ
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アプリデザインや分別ステーション検索機能、リサイクル情報の追加

その他ご意見やご要望

• 見やすいという意見や便利な機能だというご意見を頂いた

• 実際にアプリを使いたいという一般公開を望む声を多く頂いた

• 昨年度アプリを使用した方には今年度アプリの方が良かったという評価を頂いた

• 新しいごみ検索方法の提案やデータ数を増やすことなどのご意見を頂いた

昨年度アプリと比較して全体的なアプリの機能と利便性を
向上させることができたと考えられる



新宮町の住民や役場職員の皆様のご協力を得て、新宮町のご要望に沿っ
たごみ分別情報提供アプリを完成し、評価実験まで行う事ができました

プロジェクトの実施を通して、地域の課題を知り、課題を解決する力だけで
なく、相手のご要望を聞き、自分の考えを伝えることの大切さも学ぶことがで
きました

プロジェクトで学んだことはこれから社会に出ていく私たちにとって、とても
貴重な経験となり、今後も仕事や日常生活で活かしていきたいと思います

6.まとめ
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ご清聴ありがとうございました
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