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◆市勢と廃棄物事業のあゆみ 

 

 市川市は、千葉県の西部に位置し、北は松戸市、東は船橋市、鎌ヶ谷市、南は浦安市と接して東

京湾に臨み、西は江戸川を隔てて東京都と隣接しています。 

 市の面積は56.39km2であり 、地形は東西8.20km・南北13.33kmと南北に長く、北部は標高20ｍを

越える丘陵となっていますが、おおむね標高2～3ｍの平坦地です 。 

 都心から20㎞圏に位置し、鉄道７路線・高速道路２路線が整備されており、良好な郊外住宅都市

として発展しています。また、臨海部の埋立地には、企業が進出し、京葉工業地帯の一翼を担って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人    口 470,074人（ 平成19年10月1日 現在 ） 

世  帯  数 213,411世帯（     〃      ） 

世帯当り人数        2.20  人/世帯 

面    積       56.39 km２ 

人 口 密 度                  8,336  人／km２ 

東 西 延 長                     8.20  km 

南 北 延 長                   13.33  km 
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年 度 区 分 内               容 

昭和 

9年度 
 市制施行   (11月) 

21年度 ごみ 掃除巡視員制度を設け市内を５地区に分け、塵芥処理、環境衛生業務を実施 (6月) 

23年度 その他 衛生課発足  (6月) 

25年度 ごみ 
衛生班７班を編成し、「ごみ投入共同箱」及び各家庭へのごみの巡回収集を実施 

 (4月) 

し尿 し尿汲み取りをし尿収集許可業者により実施  (7月) 29年度 

その他 

 

・明治33年制定「汚物掃除法」が廃止され、「清掃法」を制定 (4月) 

・「市川市清掃条例」制定 (10月) 

30年度 ごみ 柏井町２丁目に柏井塵芥
じんかい

焼却場(18ｔ/日)完成  (2月) 

36年度 し尿 大野町２丁目地先にし尿貯留場を設置  (11月) 

ごみ 柏井塵芥焼却場(37.5t/日)増設 (2月) 37年度 

その他 清掃課発足  (10月) 

38年度 
ごみ 

・各戸のごみ箱を廃止しポリ容器・紙袋による混合収集方式に改め、市街地は週3

回、その他の地域は週2回の定期収集を開始  (3月) 

・犬猫死体焼却場を南八幡に設置  (3月) 

し尿 二俣新町に衛生処理場建設着工  (11月) 39年度 

その他 部制施行に伴い経済衛生部に所属  (4月) 

ごみ 柏井塵芥焼却場(50t/日)増設  (3月) 40年度 

し尿 清掃第２係を設け、し尿汲み取り業者の指揮監督体制を設置  (9月) 

41年度 し尿 衛生処理場 竣工（200kℓ /日） (3月) 

し尿 
し尿収集業者を企業合同させ、協同組合を設け、し尿収集を２業者に委託(40.11市

川清掃事業協同組合、42.9協同組合市川興運)  (11月) 
42年度 

その他 「市川市清掃条例」全面改正 (9月) 

43年度 その他 清掃課を清掃第１課、清掃第２課に分離 (4月) 

し尿 衛生処理場 増設(100kℓ /日) (3月) 44年度 

その他 「空地に係る環境衛生の保全に関する条例」制定 (12月) 

ごみ 民間２業者にごみ収集を委託し、駅周辺の早朝収集開始 (6月) 45年度 

その他 
・都市計画ごみ処理場として都市計画決定   (12月) 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」制定 (12月) 

ごみ 大型ごみ収集を開始(年6回) (7月) 46年度 

その他 環境衛生部に部名変更 (10月) 

ごみ 仮称市川市高谷清掃工場建設工事着工 (7月) 

し尿 衛生処理場余剰汚泥処理装置・脱臭装置完成  (10月) 

47年度 

 

その他 「市川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」制定  (3月) 

ごみ 柏井塵芥焼却場閉鎖・操業中止 （12月） 

し尿 「市川市汲み取り便槽等の補修、改造工事資金貸付規則」制定   (10月) 

48年度 

 

その他 保健衛生部に部名変更  (1月) 
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年 度 区 分 内               容 

ごみ 

・ごみの分別収集一部地区で 試行実施 (4月)  

・大型ごみ破砕処理施設着工 (10月) 

・清掃工場竣工(450t/日)  (12月) 

・燃えるごみ週3回、燃えないごみ週１回の全市域分別収集開始  (12月) 

し尿 
・「市川市浄化槽清掃料金補助金交付要綱」を制定し、補助金交付開始    (4月) 

・衛生処理場増設(100kℓ /日)  (3月) 

49年度 

その他 
機構改革により保健衛生部から清掃部として独立し、清掃第１課・清掃第２課・清掃

第３課・清掃工場・衛生処理場に変更 (4月) 

50年度 ごみ 
・清掃工場大型ごみ破砕処理施設竣工(60t/5h)  (4月) 

・大型ごみ、月１回の集積所収集開始 (4月) 

ごみ 
・柏井塵芥焼却場解体 (10月) 

・一部の自治会等で 紙の資源回収開始  (2月) 
51年度 

し尿 衛生処理場前処理設備・汚泥乾燥設備・脱臭設備完成 (3月) 

52年度 し尿 し尿汲み取り料金の無料化実施  (4月) 

53年度 その他 
機構改革により清掃部と環境部が合併し環境清掃部となり、清掃第１課・清掃第３

課が清掃事務所に、清掃第２課が清掃管理課に変更 (4月) 

54年度 
その他 

・機構改革により清掃事務所・清掃管理課を統廃合し、新たに清掃事務所制をしき、

管理課と業務課を設置  (5月) 

・「土砂等による土地の埋立、盛土並びにたい積に関する指導要綱」施行(9月) 

ごみ 

・最終処分を茨城県北茨城市内の民間業者に一部委託開始  (5月) 

・集団資源回収開始  (7月) 

・最終処分を民間業者に全量委託開始 (1月) 

55年度 

その他 
「市川市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例」制定(10

月) 

ごみ ビン、月１回の集積所収集開始（集団資源回収地区を除く） (8月) 

し尿 「市川市浄化槽清掃料金補助金交付規則」制定 (4月) 

56年度 

その他 「市川市環境美化条例」制定 (7月) 

ごみ 大型ごみ個別収集申込み制を一部地区で 開始  (7月) 57年度 

し尿 浄化槽汚泥処理手数料有料化実施  (5月) 

58年度 し尿 「浄化槽法」公布 (5月) 

ごみ 
・廃乾電池(筒型)を有害ごみとして週１回の分別収集を開始 (4月) 

・ビン収集を月２回に増加  (4月) 
59年度 

その他 「市川市清掃工場建設基金の設置、管理及び処分に関する条例」制定  （3月） 

ごみ 
駅前広場周辺の道路等の清掃業務を財団法人市川市高齢者福祉事業団に委託開始 

 (4月) 
61年度 

その他 
機構改革により清掃部となり、清掃事務所制を廃止し、管理課を清掃管理課、業務

課を清掃業務課とし、清掃工場準備室を新設 (7月) 

62年度 ごみ 燃えないごみ（直営収集分）の中間処理を民間業者に一部委託開始 （7月） 

ごみ 

 

・定期収集後の集積所周辺の巡視及び清掃を行うため、巡回清掃業務を民間業者に

委託開始 （4月） 

・「市川市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理編）」策定 （10月） 

63年度 

し尿 「市川市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理編）」策定 （10月） 
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年 度 区 分 内               容 

平成 

元年度 

ごみ ・最終処分（全量）の委託先を銚子市内の民間業者に変更 (4月) 

・不法投棄防止協力員制度を開始 (4月) 

・ビン回収地区を３割から４割に拡大。回収回数も月２回から週１回に増加(8月) 

・市川市のキャンペーン(タイトル「シェイプアップ市川」“ごみを減らして”) 

を開始 

ごみ 

 

・ビン回収地区を市域の７割地区に拡大すると共にカンの回収もビンと併せ週１回

実施 (4月) 

・集団資源回収参加団体に対して報償金の交付を開始 (4月) 

・大型ごみの中間処理を民間業者に委託開始 (4月) 

・「家庭ごみ減量化アンケート」実施 （8月） 

・（仮称）市川市クリーンセンター（焼却施設600ｔ/日・不燃・大型ごみ破砕施設 

75ｔ/5ｈ）建設工事着工 (9月) 

・牛乳パックの回収を公民館・小学校で 開始 （10月） 

・ごみ処理業務のイメージ改革として、ごみ収集車のカラーリングの実施とキャラ

クター（キラリン・ピカリン）を制作 （10月） 

・「事業所ごみ減量化アンケート」実施 （11月） 

・庁内で 紙ごみの回収を開始 （3月） 

2年度 

 

その他 ・機構改革によりクリーン推進課を新設し、また、清掃工場建設準備室を清掃工場

建設室に変更 （7月） 

・ごみの発生から処分まで 、また、身近にできるごみ 対策について、女性の視点か

ら考え、行動し、施策に参加する場として『女性の会』が発足 (8月) 

ごみ ・ビン、カン回収を市内全域に拡大 （4月） 

・ごみ処理業務のイメージ改革として、新デザインのユニホームを着用（4月） 

・市内在住者を対象にコンポスト容器購入費補助制度を開始 （6月） 

・「市川市ごみ減量化・資源化協力店」制度開始 （10月） 

3年度 

その他 ・「再生資源の利用促進に関する法律」制定 （4月） 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改正 （10月） 

ごみ ・不法投棄防止協力員制度を廃止 （3月） 

・「市川市収集処理システム検討調査」実施 （3月） 

し尿 「市川市汲み取り便槽等の補修、改造工事資金貸付規則」廃止  (4月) 

4年度 

その他 「一般廃棄物処理手数料」に消費税相当額導入 （4月） 

ごみ ・廃棄物減量等推進員（クリーンパートナー42名）設置 （7月）  

・市川市廃棄物減量等推進審議会の設置 （8月） 

・新清掃工場（市川市クリーンセンター）仮稼動開始 (11月) 

・フロンガス回収（対象は冷蔵庫とエアコン）開始 （3月） 

し尿 「市川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」並びに「市川市合併処理浄

化槽維持管理費補助金交付要綱」を制定し、補助金交付を開始（4月） 

5年度 

その他 ・「市川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」並びに「市川市廃棄物の処理及び 

清掃に関する条例施行規則」廃止 （6月） 

・市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例」並びに 

「市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則」施行(7月) 
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年 度 区 分 内               容 

ごみ ・市川市クリーンセンターの竣工 （4月） 

・ごみの収集方法の一部変更（プラスチック、ゴム、皮革類等を燃えるごみとして

収集） （4月） 

・ＪＲ総武線を境に燃えるごみを2地区に変更 （4月） 

・市川市クリーンセンター見学会開始 （5月） 

・廃棄物減量等推進員10名増員（計52名） （7月） 

・大型ごみ戸別収集を市内全域に拡大 （10月） 

・清潔で 、明るく、緑豊かで 、住むことに愛着のもてるまちの実現に全力を傾ける

ことを誓い、「クリーン・グリーン都市」を宣言 （11月） 

・旧清掃工場解体取り壊し着工 （12月） 

・「一般廃棄物処理基本計画ごみ処理編」策定 （3月） 

し尿 「一般廃棄物処理基本計画生活排水処理編」策定  （10月） 

6年度 

 

その他 ・清掃工場名称変更と組織替え、施設広報係、化学技術係（公害防止の強化）の新

設 （4月）  

ごみ ・廃棄物減量等推進員10名増員（計62名）（7月） 

・旧清掃工場解体取り壊し完了 （1月） 

・「ごみ処理と資源化物処理に係る基本方針」策定 （3月） 

7年度 

その他 ・市川市リサイクルプラザの開設 （6月） 

・都市計画汚物処理場として市川衛生処理場を都市計画決定 （11月） 

・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイ

クル法）」施行 （12月） 

ごみ ・廃棄物減量等推進員10名増員（計72名） （3月） 

・「市川市分別収集計画」策定 （10月） 

し尿 し尿収集運搬手数料有料化を実施 （10月） 

8年度 

その他 ・機構改革により清掃工場建設室を廃止し、施設課を新設 （4月） 

・市計画ごみ焼却場の都市計画変更 （12月） 

ごみ ・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づく、ペット

ボトル・紙パックの拠点開始 （4月） 

・「ごみと資源物アンケート」実施 （5月）  

・廃棄物減量等推進員10名増員（計82名）（7月） 

・「市川市一般廃棄物処理施設整備基本計画」策定 （3月） 

9年度 

し尿 ・新衛生処理場建設着工 （9月）（スクラップアンドビルト方式） 

・旧衛生処理場施設の撤去開始 （11月） 

ごみ 

 

・指定袋制及び大型ごみ収集有料化を市川市廃棄物減量等推進審議会に諮問（11月） 

・指定袋制及び大型ごみ収集有料化の答申 （1月） 
10年度 

 

その他 ・「特定家庭用機器再商品化法」制定 （6月） 

・市川市家庭系ごみに係る指定袋の認定基準を制定 （1月） 

・「市川市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」一部改正 （3月） 

 （大型ごみ収集有料化に伴う手数料規定の改正） 
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年 度 区 分 内               容 

ごみ ・剪定枝葉のチップ化開始 （4月） 

・「第２期市川市分別収集計画」策定 （6月） 

・指定袋制及び大型ごみ収集有料化実施 （10月） 

・市川市リサイクルプラザ不用品有料販売開始。収益は福祉事業へ （11月） 

し尿 ・単独処理浄化槽清掃料金補助金交付廃止 （4月） 

・新衛生処理場試運転開始 （9月） 

・新衛生処理場竣工 （3月） 

11年度 

その他 ・機構改革により、清掃部に政策調整担当を設置し、クリーン推進課をリサイクル

推進課へ改称 （4月） 

・市川市クリーンセンター「ＩＳＯ14001認証取得に向けて」の宣言 （4月） 

・「市川市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」一部改正（5月） 

・市川市クリーンセンターＩＳＯ14001の認証を取得 （2月） 

ごみ ・電気式生ごみ処理機購入費補助制度を開始 （5月） 

・市川市リサイクルプラザにリサイクルガラス工芸教室を開設 （6月） 

・市川市クリーンセンター排ガス高度処理施設整備工事着工 （9月） 

・事業系ごみの減量と適正処理について啓発リーフレットを市内12,000の事業所へ 

送付 （11月） 

し尿 ・新衛生処理場供用開始 （4月） 

・「合併処理浄化槽清掃料金補助金」及び「合併処理浄化槽維持管理費補助金」 

 交付廃止 （4月） 

12年度 

その他 ・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイ

クル法）」完全施行 （4月） 

・「循環型社会形成推進基本法」完全施行（1月）。併せて、廃棄物処理法の改正等

の個別法律も整備 （5～6月） 

ごみ ・特定家庭用機器再商品化法対象品目（ブラウン管式テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エ

アコン）の市受入廃止（4月） 

・市川市クリーンセンター灰固形化施設整備工事着工 （6月） 

・「ごみ処理・リサイクルに関する市民意識調査」実施 （7月） 

・廃棄物減量等推進員を公募。循環型社会へ対応すべく、呼称をクリーンパート 

ナーからじゅんかんパートナーへ変更（市内14地区81名） 

・一般廃棄物処理基本計画を市民参加で 策定する「循環型社会推進懇談会（じゅん

かんプロジェクト）」設置 （8月） 

・市川市クリーンセンター排ガス高度処理施設整備工事完成 （9月） 

・プラスチック製容器包装類のモデル回収開始 （10月） 

・買物袋持参運動をモデル地区で開始 （10月） 

・市川市一般廃棄物処理基本計画（いちかわじゅんかんプラン21）ごみ処理編策定 

（3月） 

し尿 市川市一般廃棄物処理基本計画(いちかわじゅんかんプラン21)生活排水処理編策定 

（3月） 

13年度 

その他 ・「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」施行（4月） 

・「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」施行 （4月） 

・「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）」施行 

                                （5月） 

・市役所本庁舎ほか18施設でＩＳＯ14001の認証を取得 （3月） 
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年 度 区 分 内               容 

ごみ ・市川市クリーンセンター灰固形化施設整備工事完成 （4月） 

・「第３期市川市分別収集計画」策定 （6月） 

・廃棄物減量等推進員を公募及び自治会推薦（市内14地区139名）（7月） 

・市川市清掃公社「じゅんかん堆肥」(1袋40リットル型)を販売開始 （8月） 

・焼却量の削減、資源化率の向上を目指した「資源物とごみの12分別収集」 

 （集積所収集）を全市域で開始 （10月） 

・市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営事業の実施方針を公表（12月） 

14年度 

その他 ・機構改革。廃棄物処理を環境行政の一環として推進していくため「環境清掃部」 

として一元化。清掃管理課を環境衛生課として、衛生処理場を合併。清掃施設課

をリサイクル推進課に統合 （4月） 

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」施行(5月) 

・市川市クリーンセンターＩＳＯ14001更新審査 （2月） 

ごみ ・リサイクルプラザの展示販売品をホームページ掲載 （4月） 

・買物袋持参運動推進検討会発足 （7月） 

・ひとり暮しの高齢者、障害者等を対象に「大型ごみ」のサポート収集を開始(7月) 

・循環型社会推進懇談会（じゅんかんプロジェクト）メンバーと協働で 「ごみ分別

ガイドブック」を作成し、市民に配布 （11月） 

・リサイクルショップ「あある」閉館 （3月） 

15年度 

その他 ・「資源有効利用促進法」に基づきメーカー等による家庭系使用済みパソコンの回

収・リサイクル開始 （10月） 

・「市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例」並びに「市川市廃棄

物の減量、資源化及び適正処理等に関する施行条例規則」一部改正 （12月） 

・「空地に係る環境衛生の保全に関する条例」並びに「空地に係る環境衛生の保全

に関する施行規則」一部改正 （12月） 

ごみ ・特定家庭用機器再商品化法対象品目（冷蔵庫）の追加に伴い、市受入廃止(4月) 

・最終処分（全量）の民間委託処分先を２業者に変更 (4月) 

・廃棄物減量等推進員を公募及び自治会推薦（市内14地区149名）（7月） 

・市民、事業者等による「マイバック運動推進会」発足 （7月） 

・市川市クリーンセンターに搬入される、燃やさないごみ及び大型ごみの手選別 

開始 （10月） 

・じゅんかん堆肥の1袋15リットル型販売開始 （10月） 

・従来の小・中学生用副読本を循環型社会の構築の視点から見直して、配布（3月） 

し尿 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の補助事業を開始 （4月） 

16年度 

その他 ・機構改革により環境衛生課を廃止し、廃棄物対策課を新設 （4月） 

・衛生処理場を市川市クリーンセンターに、環境検査センターを環境保全課に統合 

（4月）

・二輪車リサイクルシステム（業界による自主的取り組み）開始 （10月） 

・「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」完全施行 

(1月) 

・京都議定書発効 （2月） 

ごみ ・第４期市川市分別収集計画策定 （6月） 

・‘ゼロエミッションフォーラム・イン・いちかわ2005’を開催 （8月） 

・アスベスト含有家庭用品廃棄物の分別収集を開始 （10月） 

・リサイクルプラザで 販売家具等の有料配送を開始 （10月） 

17年度 

その他 ・市川市クリーンセンターＩＳＯ14001第2回更新審査 （2月） 
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年 度 区 分 内               容 

18年度 ごみ ・パーソナルコンピュータ及び原付バイクの市受入廃止 （4月） 

・市川市リサイクルプラザ内に資源じゅんかん政策課分室を設置 （4月） 

・燃やさないごみ、有害ごみ収集車をアスベスト飛散対策車に変更 （6月） 

・容器包装リサイクル法の改正（6月） 

・廃棄物減量等推進員を公募及び自治会推薦（市内14地区259名）（7月） 

・事業系ごみ(一般廃棄物)実態アンケート調査実施（市内6,000事業所）（2月） 

ごみ ・学校給食残渣等を対象とした生ごみ資源化モデル事業の実施（4月） 

・「第５期市川市分別収集計画」策定（6月） 

・余熱利用施設（クリーンスパ市川）オープン（9月） 

19年度 

その他 ・循環型社会推進懇談会（じゅんかんプロジェクト）メンバーと協働で 環境清掃部

清掃ホームページ「ごみとリサイクル」を全面改訂し公開（4月） 

・環境省が「一般廃棄物会計基準」「一般廃棄物処理有料化の手引き」「市町村に

おける循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」を策定(6月） 

・環境省が第２次循環型社会形成推進基本計画、廃棄物処理施設整備計画を策定 

（3月） 

 

 


