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第１章  総   説 
 

１清掃事業の沿革 

 

⑴ごみ処理事業 

 

大正５年頃から塵芥収集業者が希望家庭を対象に行っていたごみ収集を大正１０年４月に市直営業務

とし、ごみ処理事業に着手した。 

当時は全量を埋立又は飼料として終末処理をしていたが、大正１２年４月に焼却炉２基４ｔ／日を建

設し、焼却処理に着手、本格的なごみ処理事業への第一歩を踏み出した。 

戦後のごみ処理事業は、昭和２０年８月の戦災の後片付けから始まり、昭和２４年には、オート三輪

車２台を購入する等、機材の整備と人員の増強を順次行い、復興著しい市域の環境衛生向上に努めた。 

その後、町村合併促進法に基づく数次にわたる隣接町村の合併により人口の増加と、市域の拡大、経

済発展による市民生活の向上等により、ごみ排出量が増大すると共に多様化してきた。 

これに対処するため、昭和３９年４月から月１回の不燃ごみ収集（ステーション方式）を実施した。

また、昭和４１年１１月には、機械炉の運転開始によりそれまで月１～２回のごみ箱収集と週２回の厨

芥収集だった収集形態を、一部市域でダストボックス・ポリ容器による塵芥・厨芥の混合収集とし、昭

和４９年４月には、全市域混合収集に切替えを完了した。 

また、この間昭和４７年１月には不燃ごみ収集業務の一部を業者委託（昭和５１年４月から全面委

託）とし、月２回収集、粗大ごみの申告による収集等を実施した。 

一方、処理施設については、昭和２９年に既設焼却炉を改築（２４ｔ／日）したのをはじめ、ごみ処

理施設の整備改善をめざし焼却炉の増築、新設を行ってきたが、特に昭和４６年には、増加しつづける

ごみと広大な市域における効率的な処理を行うため、市域の西北部及び西南部に清掃工場を新設し、既

設焼却場とあわせ市域を三分割して処理することを計画し、昭和４７～４８年度に西北部（戸吹町）に

焼却炉（２４０ｔ／日）を建設した。引き続き４９年度において市域西南部の館町地内の用地５５，９

１１㎡を買収し、昭和５３年度から３ヵ年事業で清掃工場（３００ｔ／日）を新設した。さらに、長期

にわたり安定した処理体制を確立するため、北野清掃事業所構内に平成４年度から北野清掃工場（１０

０ｔ／日）の建設を進め、平成６年１０月に稼動を開始するとともに、同年度には戸吹町清掃工場の老

朽化による実処理能力の低下が著しいため、その改築事業（焼却炉 ３００t/日・灰溶融炉 ３６ t/

日）に着手し、平成１０年４月から稼働を開始した。 

また、この間不燃・粗大ごみの効率的な埋立を行うべく、粗大ごみ処理設備（７５ｔ／５ｈ）を昭和

４７年度に新設した。その後、新処分場が昭和５７年４月から埋立を開始したため、昭和５７年廃止し

た。 

最終処分場については昭和５２年７月石川町に（埋立容量約 １００,０００㎥）開設し、昭和５５年

５月で埋立を完了したが、引き続き戸吹最終処分場に昭和５７年３月まで埋立を行った。 

また、昭和５４年には、戸吹町に新処分場の建設を計画し、昭和５５年度から２ヵ年継続事業で、９
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３９,３００㎥の埋立が可能な処分場を新設し、昭和５７年４月から埋立を開始した。 

しかし、ごみ量の増加とごみ質の変化が著しく、当初予定した埋立期間１５年が大幅に短縮する見込

みとなったため、平成２年度から２ヵ年事業で粗大ごみ処理施設・戸吹破砕処理センター（１８０t/

日）を新設した。 

なお、最終処分場は、当初予定を２年短縮して平成７年２月に埋立を完了したことに伴い、翌３月か

ら東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合谷戸沢処分場に搬入を開始し、平成１０年４月からは同組合二

ツ塚処分場に搬入している。 

一方、人口増加が著しい多摩ニュータウン地域のごみ収集効率の向上を図るため、平成３年６月に館

清掃事業所多摩ニュータウン分室を開設した。 

また、多摩ニュータウン区域のごみ処理を市域を超えて効率的に行うため、平成５年４月１日、町田

市、多摩市と本市の３市で「多摩ニュータウン環境組合」を設立し、当地域とその周辺部のごみは、当

組合の清掃工場で処理することとなった。 

また、２１世紀を目指した廃棄物対策を確立するため、現行の「八王子市清掃条例」を全部改正し、

資源が循環して利用されるまち（リサイクル型都市）づくりを積極的に推進していくため「八王子市廃

棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を制定。この条例を平成５年１０月から施行するととも

に、平成６年４月より可燃ごみの週３回収集を週２回に変更し、新たに古紙だけを週１回収集する古紙

分別収集事業を開始した。さらに、同年１２月にびん分別収集の対象地域を全市に拡大し、缶分別収集

についても平成１０年６月から全市に拡大した。古布収集は平成１０年度から回収を開始した。 

平成７年６月には、「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）が公布され、市民・事業者・行政がごみの資源化に関してそれぞれ役割を担うことが明確に

なった。この法律に対応するため、ペットボトルについて平成８年度から一部地域で回収を行っていた

が、平成１０年１０月から拠点回収方式により全市を対象に回収を開始した。プラスチック製容器包装

などについては、平成１２年１０月から一部地域でモデル事業として分別収集を開始した。 

また増加する不法投棄対策として、事業者が排出したごみの処分経路を把握し、適正な最終処分まで

の責任を負う、一般廃棄物管理票（マニフェスト）制度を平成７年７月に導入した。 

平成９年１０月には、北野清掃工場の隣接地に、ごみ焼却時の余熱を温水プールなどに利用する余熱

利用施設「あったかホール」をごみ減量・リサイクルの啓発施設として開設した。同様な施設として平

成１３年１月、戸吹清掃工場隣接地に入浴施設「戸吹湯ったり館」を開設した。 

平成１３年４月には、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）が施行されたことに伴い家電

４品目については、民間業者によって処理する新たなルールが確立された。また、同月より長年の懸案

であった可燃ごみ収集車の２人乗車を本格的に導入した。また、同年７月には、組織改正により環境部

と清掃部が統合し、新生「環境部」がスタートした。これに伴い一部名称変更を行った。また、平成１

４年３月には、多摩ニュータウン環境組合の二期施設工事が完了し、４月より粗大ごみ処理施設が稼働

した。またリサイクルセンターも同時にオープンし、運営についてはＮＰＯ法人に委託した。 
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平成１４年１０月には、八王子駅北口周辺地区で早朝収集を開始し、八王子の顔である北口駅前美化

の推進を図った。 

平成１６年１０月には、ごみ減量・資源化の推進を図るため、指定収集袋(有料化)制度を実施し、戸

別収集、資源物回収の拡充を行い、また、少量排出事業系ごみの収集を実施し、ペットボトルについて

は、平成１７年から、夏季期間（７～９月）の毎週回収を実施し、拡充を図った。 

平成１８年７月には、１人暮らしの高齢者・障害者のごみ・資源物を収集する「ふれあい収集」事

業、集合住宅ごみ等優良排出管理認定制度、及び職員による夜間・深夜パトロールを開始したほか、増

加する事業系ごみ対策として、事業系古紙回収モデル事業をスタートした。平成１９年３月には、更な

るごみの減量と、資源化の拡大を図り循環型都市を実現するためごみ処理基本計画を策定した。 

平成１９年４月には、保健所政令市移行により東京都から自動車リサイクル法に基づく引取業者・フ

ロン類回収業者の登録、解体業・破砕業の許可及び関連事業者の指導業務を引継いだ。また、同月か

ら、事業系ごみの減量に向け事業系資源集団回収モデル補助事業を開始したほか、同年１０月には事業

系清掃指導員を配置した。また、同月から市民の利便性の向上を図るため、粗大ごみの収集方式を従量

制の立会い方式からポイント・シール制へ移行するとともに委託収集に変更した。 更に、同年１１月

から発生抑制対策として清掃事業所職員の戸別訪問により、マイバッグを配布しながらごみ減量と分別

の徹底に関する啓発を行った。また、平成２０年２月から市内３箇所に事業系古紙持ち込み場所を設置

した。 

平成２０年４月には、事業系ごみの減量・資源化への新たな対応として、事業者向けのパンフレット

を作成、市内全事業者に送付した。更に大規模事業所に対しては、提出された計画書に基づき、事業系

清掃指導員を中心に訪問指導を行った。一方、平成２０年２月より設置を始めた事業系古紙持ち込み場

所を５箇所増設し、更なる事業系ごみの資源化を目指した。また、同年１０月には、１０月を「マイバ

ッグ利用促進月間」、１０月５日を「マイバッグの日」に制定し、マイバッグ利用による不要なレジ袋

の削減を訴える排出抑制策の啓発活動を行った。また、更なるレジ袋削減実現のため、行政（八王子

市）・事業者（スーパーアルプス）・市民（ごみゼロ社会推進協議会）の三者協定を締結、この協定に

基づき平成２１年１月にスーパーアルプス宇津木台店において、レジ袋有料化実証実験を開始した。 

平成２１年７月には、新たに「道の駅八王子滝山」でレジ袋の無料配布を中止し、不要なレジ袋の削

減に努めた。同年１１月には、使用済小型家電のレアメタルモデル事業を実施した。また、平成２２年

１月には、プラスチック製容器包装の資源化拡大に向けて、プラスチックを選別・圧縮・梱包するプラ

スチック資源化センターの建設に着工した。 

 

平成２２年９月には、熱利用設備がなく熱エネルギーの有効利用が不可能であり、稼働開始から

３０年近く経過し老朽化した館清掃工場の稼働を停止した。同年１０月には、プラスチック製容器

包装とペットボトルの中間処理施設のプラスチック資源化センターが稼働し、すべてのプラスチック製

容器包装の資源化と、資源物の戸別回収を開始した。同時に、不燃物として扱っていた資源化でき
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ないプラスチック製の製品やゴム・革製品を可燃ごみとした。 

平成２３年４月から市が所有している使用しなくなったごみ集積所の売り払いを開始した。ま

た、同年９月から、家庭から出た生ごみを堆肥化施設へ運搬し資源化する、生ごみ資源化モデル事

業を実施した。 

平成２５年３月には、平成１９年３月に策定したごみ処理基本計画の見直しを行い、新たなごみ

処理基本計画を策定した。 

平成２５年９月には、平成１０年１０月から開始したペットボトルの拠点回収事業を廃止した。

また、同年１０月から、スプレー缶等の回収品目を不燃ごみから有害ごみに変更した。 

平成２６年４月から、ふれあい収集の対象を拡大した。同年９月には、中核市移行へ向け、八王

子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正した。また平成２７年２月には、戸

吹不燃物処理センター設備更新工事が竣工した。 

 

⑵し尿処理事業 

昭和２９年清掃法の施行に伴って市の監督の下、農業協同組合に委託し、し尿収集業務を開始した。

当時は主として農地還元による終末処理を行っていたが､その後の農家需要の減少、排出量の増加、加

えて埋立処分地の確保難に対処するため昭和３３年度に消化処理方式による施設（５４kl/日）を建設

した。その後も施設拡充に努め、昭和３６年に化学処理施設（１４４kl/日）を建設した。これにより

昭和３７年以降は全量施設処理が可能となった。 

昭和４４年に、消化処理施設（２７０kl/日）を建設し､昭和４７年には処理の高度化をめざし化学処

理施設を酸化処理方式に改造した。 

し尿収集業務について、昭和３３年に農業協同組合に委託していたものを許可業者制に移行し、昭和

４０年４月には許可業者を一体化し新清公社を設立した。昭和４５年には手数料の無料化、翌４６年に

は新清公社を市に吸収し収集業務を直営化とし、車両整備等を行い、し尿収集体制の確立を図る一方、

収集されたし尿に混入されている夾雑物を処理する前処理設備を昭和５２年３月に設置し、処理施設全

体の能率向上と処理体制の確立を図った。 

また、昭和５０年代の人口増加に伴って、市域周辺部における大規模住宅団地の造成､公営住宅の建設

による地域し尿処理施設の設置と単独浄化槽の普及による余剰汚泥の排出量の増加対策として、旧第一

処理場（５４kl/日）を廃止し、跡地に昭和５５年から３ヵ年事業で新第一処理場（２３０kl/日）を建

設し、昭和５７年９月から運転を開始した。 

更に、北野清掃事業所内の環境保全対策の一環として、昭和６３年から２ヵ年事業としてし尿処理施
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設の公害防止等改良工事及び構内緑化事業を行った。 

平成に入り公共下水道整備が急速に進むなかで、平成１２年度にはし尿等の減少と第三処理場（昭和

４４年建設）の老朽化のため、第三処理場を廃止し､第一処理場への処理統合を図る整備工事を２ヵ年

事業で行った。 

平成１２年４月から楢原清掃事業所北野分室の増改築工事を行い､平成１３年３月に楢原清掃事業所

を新装された同分室に移転し､同年４月、北野衛生事業所と名称変更し、同年７月北野清掃事業所を北

野衛生処理センターと名称変更した。 

平成１４年４月からし尿収集車の乗車体制について２名乗車に戻しごみ収集車と同じ体制とした。 

平成１５年６月ディスポーザー排水処理システムの普及が始まったのを受けて、取り扱う一般廃棄物

の種類の見直しを行い、ディスポーザー排水処理汚泥、し尿混じりのビルピット汚泥の受入を開始した。 

平成１６年４月には、し尿脱水汚泥の処分方法の変更を行い、委託・有機肥料化処理から隣接する北

野下水処理場での焼却処理とし、焼却灰はセメント原料として再生することとなった。 

平成１９年４月には、保健所政令市移行により東京都から浄化槽管理者・浄化槽保守点検業者の指導

業務を引継いだ。 

平成２２年１月から仮設トイレの直営収集を廃止し、全面許可業者の収集に移行した。 

平成２２年には公共下水道整備による下水道接続が進み、搬入されるし尿・汚泥が減少してきたこと

から、処理方式の効率化を目的とした、北野衛生処理センター縮小化工事の実施設計を行なった。 

平成２３年６月から平成２４年３月にかけて、生物処理＋高度処理方式（河川放流）から固液分離方

式（下水道放流）への改造（縮小化）工事（処理能力２３０ｋℓ/日→４５ｋℓ/日）を実施した。 

平成２３年８月から下水道整備地区及び浄化槽整備地区で下水または市設置型浄化槽に切替えが済ん

でいない世帯に対して、下水道料金を負担している方との均衡を考慮し、し尿収集手数料・浄化槽の汚

でい処理手数料等を改正した。 

平成２５年１０月から、事業系のし尿収集を許可業者に移行し、市で収集を行うのは一般家庭のみと

した。 



区分

年度

明治33年度 汚物掃除法施行

大正5年度

大正10年度

大正12年度 第一焼却場建設

２基４ｔ/日

昭和29年度 第一焼却場を改築 「汚物掃除法」を廃止し「清掃法」

３基２４ｔ/日となる が制定される（４月）

昭和33年度 第一焼却場を増設 農業協同組合に委託していた

能力４基３３．８ｔ/日となる し尿汲取り業務を許可制にした

し尿第一処理場を建設

５４kl/日 （１２月）

昭和34年度 機構改革「産業民生部衛生課」と

なる（１２月）

昭和36年度 し尿第二処理場を建設

１４４kl/日（１０月）

し尿の埋立処理解消される

昭和37年度 第二焼却場を建設

２基３８ｔ/日（８月）

手車収集がなくなる（１月）

昭和39年度 不燃ごみ収集を始める（４月）

昭和40年度 機構改革「衛生部」となる

昭和41年度

昭和42年度 第三焼却場を建設（５月）

９０ｔ/日×２基 し尿第三処理場を建設

ポリ容器収集開始（９月） ２７０kl/日（３月）

昭和45年度 第一焼却場を廃止

（１２月）

昭和46年度 同法律施行（９月）

機構改革「清掃部」となる

（１１月）

2.  清 掃 事 業 の あ ゆ み

ごみ・資源物 し        尿 そ    の    他

塵芥収集業者による、希望家庭の収
集開始

収集業務を直営とし、埋立処理及び
飼料とする（４月）

「清掃法」を廃止し「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」制定

第二焼却場にマルチサイクロン設置
（３月）
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許可業者を一本化し新清公社を設
立（４月）

ダストボックスによる塵芥厨芥の混合
収集を開始（１１月）

一般家庭のし尿汲取りを無料とする
（４月）

し尿収集業務を直営とし新清公社の
業務を継承
担当課として衛生第三課を新設
                                （４月）



区分

年度

昭和47年度 粗大ごみ破砕処理設備建設 し尿汲取り全市域実施 八王子市清掃条例（昭和２９年）

７５ｔ/５ｈ（３月） （自家処理家庭の解消）（４月） 全部改正（４月）

し尿第二処理場を酸化処理方

式に改良（４６～４７年度）（６月）

昭和48年度 ダストボックス収集を廃止 し尿処理施設脱臭装置を設置

コンテナボックス収集を開始 （３月）

戸吹清掃工場竣工（３月）

１２０ｔ/日×２基

昭和49年度 戸吹清掃事業所新設（４月）

し尿浄化槽清掃手数料改正

松枝ごみ中継地取得（１０月） （４月）

館清掃工場用地取得（１２月）

昭和50年度 戸吹最終処分場埋立開始（６月） 合併処理方式し尿浄化槽汚泥 し尿浄化槽清掃手数料改正

館清掃工場用地測量 収集運搬経費軽減措置（４月） （８月）

多摩ニュータウン入居開始（３月）

昭和51年度 不燃ごみ収集全面委託（４月） し尿浄化槽清掃汚泥処分有料

ニュータウン地区可燃ごみ収集 化（事業所等）（４月） 一般廃棄物処理手数料改正（４月）

業務委託（４月） し尿前処理設備を設置

７２kl/ｈ（３月）

昭和52年度 ニュータウン地区可燃ごみ収集 家庭雑排水の前処理設備新設 一般廃棄物処理施設構造指針

処分の業務直営（５月） （１月） 作成（国）（６月）

石川ごみ最終処分場埋立開始 し尿浄化槽清掃手数料改正

（７月） （７月）

昭和53年度 館清掃工場着工（１０月） 楢原清掃事業所拡張用地取得 し尿浄化槽清掃手数料改正

（１月） （４月）

昭和54年度 戸吹最終処分場拡張用地取得

（９月）

（新）戸吹最終処分場用地取得

（２月）

昭和55年度 石川ごみ最終処分場埋立完了 し尿第一処理場廃止（７月） し尿浄化槽清掃手数料改正

（５月） （４月）

ごみ減量モデル地区指定（６月） （新）第一処理場着工（７月）

（新）戸吹最終処分場造成工事

着工（９月） 同組合加盟（１１月）

館清掃工場竣工（３月）

１５０ｔ/日×２基 　　

廃棄物の処理及び清掃に関する法律改正
（３月）

北野清掃事業所等管理施設新設（３月）５３.
５.１７移転

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合設
立（１１月）

ごみ・資源物 し        尿
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そ    の    他

ごみ収集全市域混合収集となる
（６月）

家庭雑排水吸込槽の清掃を開始
（条例改正）（４月）



区分

年度

昭和56年度 第二、第三焼却場を廃止（６月） 北野排水樋管改築（３月） 館清掃事業所新設（４月）

（新）戸吹最終処分場浸出水処

理施設建設工事着工（６月）

粗大ごみ破砕処理設備廃止（３月）

戸吹最終処分場埋立完了（３月）

（新）戸吹最終処分場竣工（３月）

（新）戸吹最終処分場浸出水処

理施設竣工（３月）

昭和57年度 し尿第二処理場廃止（７月） 一般廃棄物処理手数料改正（４月）

（新）第一処理場竣工 し尿浄化槽清掃手数料改正（４月）

２３０kl/日（８月） 戸吹最終処分場新設（４月）

し尿第三処理場に脱臭設備を

新設（３月）

昭和59年度 乾電池等の分別収集を実施 楢原清掃事業所北野分室開設 し尿浄化槽清掃手数料改正

（６月） （３月） （４月）

昭和60年度 一般廃棄物処理手数料改正

（４月）

八王子市清掃条例改正（１０月）

昭和61年度 資源集団回収補助事業開始 浄化槽清掃手数料改正（４月）

（４月）

不燃ごみ週1回収集の実施

（２月）

昭和63年度 浄化槽清掃手数料改正

（４月）

平成2年度 空きびん回収モデル事業開始 浄化槽清掃手数料改正

（１１月） （４月）

平成3年度 館清掃事業所多摩ニュータウン

分室開設（６月）

戸吹破砕処理センター竣工

９０ｔ/５ｈ×２系列（３月）

平成4年度 紙パック拠点回収開始（９月） 浄化槽清掃手数料改正

北野清掃工場着工（１０月） （４月）

平成5年度 多摩ニュータウン環境組合設立 一般廃棄物処理手数料改正

（４月） （７月）

新たに「八王子市廃棄物の処理

及び再利用の促進に関する条例」

施行（１０月）

ごみ・資源物 し        尿
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そ    の    他

生ごみ堆肥化容器購入費補助事業
開始（４月）

可燃ごみ全市週３回収集の実施（５
月）

廃棄物処理法改正・浄化槽法全面施行（１０
月）

合併処理浄化槽設置補助事業開始（１０月）

八王子市清掃条例（昭和４９）を全部改正



区分

年度

平成6年度 可燃ごみを週2回収集に変更（４月） 汚泥の資源再利用化を図る 浄化槽清掃手数料改正（４月）

古紙（新聞、ダンボール、雑誌類） 貯留搬出設備を新設

分別回収開始（４月）

北野清掃工場竣工（９月）

（新）戸吹清掃工場着工（９月）

１００ｔ/日×３基

空きびん分別回収事業全市域実

施（１２月）

戸吹最終処分場埋立完了（２月）

谷戸沢処分場搬入開始（３月）

平成7年度 一般廃棄物管理票制度開始（７月） 容器包装リサイクル法公布（６月）

平成8年度 リサイクル公社設立（２月）

平成9年度 空き缶一部地域で分別回収開始（９月） 北野余熱利用センター開設

新戸吹工場竣工（３月） （１０月）

平成10年度 谷戸沢処分場搬入終了（４月） 浄化槽汚泥の直営収集を廃止

二ツ塚処分場搬入開始（４月） し、全面許可業者の収集に移行

空き缶全市域で分別回収開始

（６月）

古着・古布分別回収開始（１０月）

ペットボトル全市域で拠点回収

開始（１０月）

平成11年度

平成12年度 はがき類拠点回収事業開始 し尿第一処理場改良工事着手

（９月） （～１３年度）

プラスチック類回収モデル事業 楢原清掃事業所、北野町へ移転

開始（１０月） （楢原清掃事業所は閉鎖）

（３月） 戸吹湯ったり館開設（１月）

平成13年度 可燃ごみ収集の2人乗車実施 移転に伴う名称変更（４月）

（４月）

組織改正「環境部」となる（７月）

し尿第一処理場改良工事完了 組織改正に伴う名称変更

（３月） ・管理課→清掃事業管理課

し尿第三処理場廃止　（３月） ・戸吹破砕処理センター

　→戸吹不燃物処理センター

・北野清掃事業所

　→北野衛生処理センター

・リサイクル推進課

　→ごみ減量対策課

ごみ・資源物 し        尿 そ    の    他

ペットボトル一部地域で分別回収開
始（６月）

館清掃工場排ガス処理設備の改造

循環型社会形成推進基本法の公布（６月）

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル
法）の施行（４月）

楢原清掃事業所→北野衛生事業所
白色発泡スチロールトレイ拠点回収
事業開始（９月）

集合住宅生ごみ資源化モデル事業
開始（２月）

多摩ニュータウン環境組合二期施設
工事完了（３月）
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容器包装リサイクル法の完全実施（４月）



区分

年度

平成14年度 黒ビニール袋不使用の徹底 し尿収集の２人乗車実施（４月） 事業系持込ごみ処理手数料改正

（４月） １５円/ｋｇ→２５円/ｋｇ（４月）

建設リサイクル法施行（５月）

平成15年度

生活排水処理基本計画策定 ・清掃事業管理課・ごみ減量対策課

（１２月） 　→ごみ減量対策課

　→南大沢清掃事業所

パソコンリサイクル実施(１０月）

（３月）

ごみの有料化説明会実施

少量排出事業系ごみ収集実施

（１０月）

平成17年度 ペットボトル夏季毎週回収開始（７月） リサイクル公社解散（３月）

エコショップ認定制度開始（１２月）

事業系ごみ組成分析実施（１.２月）

平成18年度 事業系古紙回収モデル事業開始（６月）

ふれあい収集の開始（７月）

東京たまエコセメント化施設本格

稼動（７月）

ごみゼロ社会推進協議会発足

（１２月）

ごみ処理基本計画の策定（３月）

平成19年度 粗大ごみ収集ポイント・シール制 事業系古紙集団回収モデル事

に移行（１０月） 業開始　　　　　　　　　　　　　　（４月）

容器包装リサイクル法の一部改正

法の施行(一部）(４月）

保健所政令市移行に伴い、東京都

から自動車リサイクル法の許可・登

録業務及び浄化槽指導業務を引

継ぐ（４月）

東京工科大学との協働による剪定

枝のバイオガス化等実証研究事業

開始(７月）

粗大ごみ受付センター設置（１０月）

廃食用油によるバイオディ－ゼル

燃料（BDF）の製造及びごみ収集

車の試行運転開始（３月）

全戸訪問（マイバッグ配付）によるご
み減量・資源化啓発の開始（11月
～）

廃プラスチック中間処理施設調査研究協議
会発足（５月）

戸吹・館清掃工場及び南大沢清掃
事業所に事業系古紙持ち込み場所
設置　（2月～）
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集合住宅生ごみ資源化モデル事業
終了（３月）

ビルピット、ディスポーザー汚泥受入
開始（６月）

集合住宅ごみ等優良排出管理認定
制度開始（７月）

組織改正に伴う課の合併及び名称変更（８
月）

プラスチック類回収モデル事業
終了（３月）

・館清掃事業所多摩ニュータウン分室

八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進
に関する条例改正

ごみ・資源物 し        尿 そ    の    他

八王子駅北口周辺地域での早朝収
集開始（１０月）

合併処理浄化槽設置補助事業終了（３月）

平成16年度 し尿脱水汚泥の処分を委託・肥料か
ら市施設・焼却・セメント原料に変更
（４月）

ごみの有料化・戸別収集・資源物回
収の拡充実施(１０月）

北野余熱利用センター指定管理者の導入（４
月）



区分

年度

平成20年度

組織改正に伴う名称変更

・粗大ごみ受付センター

 →ごみ総合相談センター（４月）

使用済小型家電からのレアメタルリ
サイクルモデル事業（１１月～）

プラスチック資源化センター着工（１
月）　プラスチック製容器包装40トン
／日　ペットボトル１２トン／日

ごみ・資源物 し        尿 そ    の    他

事業者向けのごみ減量パンフレット
を作成し、市内業者に送付
（４月）

組織改正により環境部内に「水循環室」を設
置（４月）
下水道部・北野衛生事業所・北野衛生処理
センター・水道部→水循環室

北野衛生事業所や市民部事務所の
一部等に、事業系古紙持ち込み場
所を設置（４月） みなみ野君田小学校に業務用生ごみ処理機

を設置し、食の循環モデル事業を開始（１０
月）

旧戸吹清掃工場解体工事着工（６
月）

マイバッグ利用促進月間、マイバッ
グの日の制定（１０月）
市民公募のデザインで、八王子織物
を使ったオリジナルマイバッグを作成
（３月）

八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進
に関する条例の一部改正（９月）

プラスチックモデル地区収集（１０月）

廃プラスチック中間処理施設整備計画を策
定（１月）

スーパーアルプス宇津木台店でのレ
ジ袋有料化実証実験の開始
（１月～）
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平成21年度 道の駅八王子滝山でのレジ袋無料
配布中止（７月～）

仮設トイレの直営収集を廃止し、全
面許可業者の収集に移行（1月～）

粗大ごみ処理券1ポイント券発行（7
月～）



区分

年度

組織改正に伴う名称変更

→戸吹クリーンセンター（１０月）

　　

ごみ集積所跡地の売払いを開始（４月）

ごみ処理基本計画の策定（3月）

戸吹清掃工場、戸吹破砕処理センター、新
設のプラスチック資源化センターを統合し名
称を変更

八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進
に関する条例の一部を改正　（資源物の持ち
去り禁止）（９月）

ごみ・資源物 し        尿 そ    の    他

プラスチックを容器包装プラスチックに
名称変更（４月）

北野衛生処理センター改造（縮小化）
工事実施
処理能力２３０（ｋℓ/日）→４５（ｋℓ/日）
（平成２３年６月～平成２４年３月完了）

し尿収集手数料・浄化槽の汚でい
処理手数料等改正（8月）

１０月１日からのプラスチック資源化
拡大に伴い不燃ごみ専用袋と可燃
ごみ専用袋の交換を実施（９月１５日
～３月３１日）

館清掃工場の稼動停止に伴い、館
清掃工場への可燃ごみの持込を終
了。（９月１７日）

館清掃工場の稼動を停止（９月３０
日）

プラスチックの回収品目を、プラマー
クのついているプラスチック製容器
包装すべてに拡大。（１０月）

不燃ごみの一部（プラスチック製の文
具やおもちゃ、皮・ゴム製品等）を可
燃ごみに変更。（１０月）

多摩清掃工場へ収集可燃ごみを搬
入する地域を拡大（１０月）

平成23年度

平成24年度
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東京工科大学との共同研究により、せん定枝
をごみ収集車の燃料にし、試験走行を行っ
た。（５月）

平成22年度 「プラスチック資源化拡大・戸別収
集」市民説明会を実施（５月）

環境部と道路事業部を再編し、水循環部を
設置
(水環境整備課・下水道課・水道課・水再生
課）

資源集団回収補助金単価を改定
（４月）

戸吹清掃工場灰溶融炉の停止
（６月）

宮城県女川町の災害廃棄物の受入
れ（１月～2月）

10月からのごみ・資源物の出し方変
更に伴い、広報「プラスチック資源化
拡大特集号」を全世帯へ戸別配布
（７月）

不燃ごみ専用ミニ袋（５リットル）を１０
枚入９０円で新たに販売（７月1５日）

可燃ごみ用、不燃ごみ用の４０リット
ルの袋の１枚７５円での販売を開始
（７月１５日）

市が所有している使用しなくなったご
み集積所の売り払いを開始。(４月)

生ごみ資源化モデル事業を実施。(９
月～１１月)



区分

年度

ペットボトル拠点回収事業の廃止 組織改正に伴う部の新設と課の分割（8月）

（9月） 環境部から清掃部門が独立し、資源循環部

スプレー缶類の回収品目を不燃ごみ を新設。また、水再生課から、水再生施設課

から有害ごみに変更（10月） が独立。

ふれあい収集の対象を拡大（要介
護4・5→要介護1～5）（4月）
戸吹不燃物処理センター設備更新
工事竣工（2月）

災害時トイレ対策し尿収集・処理
計画策定（3月）

中核市移行へ向け、廃棄物対策課を新設
(4月)

八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進
に関する条例の一部を改正（中核市移行
へ向けた整備）（9月）

平成26年度

平成25年度 事業系の直営収集を廃止し、許可
業者の収集に移行（10月～）
生活排水処理基本計画策定（3月）
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