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１．廃棄物事業年表

年 ご  み  関  係 し  尿  関  係 備    考

昭和

17 年

～

28 年

昭和 15 年まで民営による収集

昭和 16 年から直営引継ぎ

ごみ焼却場（山ノ上）及び埋立

昭和 11 年荷車

昭和 17年し尿くみ取り業者誕生

昭和 27年直営と業者による収集

農村還元・貯溜槽

牛馬車（おけ）

昭和 11 年 10 月 15日

市制施行  7,977 世帯

38,770 人

18.18ｋ㎡

昭和

29 年

不定期収集

オート３輪トラック(1ｔ)・手曳車

月２回取り

農村還元（箕面・茨木・伊丹市に

も還元）・貯留槽

オート３輪木槽車・タンク牛馬車

清掃法公布

衛生課員 26 人

その下に環境衛生係

現業職員名称

運転士（手）

清掃人夫

昭和

30 年

～

36 年

昭和 35 年

10 日間隔収集

昭和 35 年

オート３輪

ダンプカー（2ｔ手動式）

昭和 36 年押込式収集車採用

船底型ダンプ

昭和 31年

オート３輪バキューム車

昭和 35年

直営と５業者

昭和 35年 5月

原田下水処理場完成

（100 ㎘／ｄ）

昭和 35年タンク牛馬車姿を消す

昭和 30 年 1月 1日

庄内町を扁入 30,083 世帯

132,374 人

36.60ｋ㎡

衛生課から分離

清掃課に庶務係・第１作業係・

第２作業係・第３作業係

昭和

37 年

昭和 37 年 週１回収集

豊中市伊丹市清掃施設組合第１清

掃工場完成（150ｔ／8H）

計量機による計量開始

昭和 37年 木槽車姿を消す 清掃課が部に昇格

庶務課

作業課 第１作業係・第２作業係

第３作業係・第４作業係

昭和

38 年

～

39 年

昭和 38 年 週２回収集

８か所のモデルステーション方

式採用

昭和 38 年

山ノ上焼却場閉鎖・市内埋立処

分地閉鎖

昭和 39 年

１３か所のモデルステーション

方式採用

手曳車姿消す

昭和 38年

４輪バキューム車採用（1.8 ㎘）

昭和 39年

豊中市伊丹市清掃施設組合第２

工場完成（300 ㎘／ｄ）

昭和 39 年 3月

第１作業課管理棟完成

（走井２-５-５）

昭和 39 年 7月

作業課が第１作業課と第２作業

課に分離

昭和

40 年

～

42 年

昭和 40 年

回転式収集車採用

昭和 42 年

全市の 50％モデル地区，一般地区

５日取り

直営と４業者

原田下水処理場完成

（62,500 ㎥/ｄ）

千里ニュータウン豊中市域工事始

まる

第２作業課管理棟完成

（島江１-３-２５）完成

昭和 41 年 4月

公共下水道の一部共用開始

昭和 41 年 11月

全市特掃区域となる

昭和 42 年 7月豪雨による災害

昭和

43 年

～

45 年

昭和 43 年全市の60％モデル地区

昭和43年第1清掃工場増設工場完

成（300ｔ/24H）

昭和 45 年全市週２回収集

中高層住宅にコンテナ方式

昭和 45 年コンテナ車採用

昭和 43年 6月 1日

浄化槽管理業者許可（５業者）

清掃法規則一部改正

（府条例廃止）

府知事認可→市町村長許可へ

昭和 44年

浄化槽清掃業者（７業者）

昭和 45年

ミニバキューム採用

昭和 43 年 4月

衛生課と統合し衛生部と改称，

作業課が清掃課となる

環境衛生週間に伴い団体・児童に

感謝状及び賞状贈呈式

昭和 44 年 4月

防疫部門を下水道部に移管

昭和 44 年 11月

猪名川流域下水道原田下水処理

場に名称変更

昭和 45 年 12 月 25日

廃棄物処理法公布

昭和

46 年

全市週２回定曜日収集

8 月第 1 清掃工場破砕機新設デ・

ロール＜切断機＞（50ｔ/5H）

ホースリール取り付け始める 9月 24 日廃棄物処理法施行
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年 ご  み  関  係 し  尿  関  係 備    考

昭和

47 年

5 月全市粗大ごみ月１回収集

(不燃物と可燃物との隔月分別収集)

大掃除廃止

10 月第１清掃工場不燃性廃棄物

処理プレス装置新設（30ｔ/5H）

２月第２清掃工場ロータリードラ

ムスクリーン２型（300 ㎘/ｄ）

ホースリール取り付け終わる

4 月 1 日廃棄物の処理及び清掃に

関する条例・同施行規則施行

4月 1日第３清掃課新設

昭和

48 年

5 月粗大ごみ月１回収集

（不燃・可燃物同日分別収集）

１月１日一般廃棄物処理業者許可

（11 業者）

電気集じん機新設

予備ピット新設（10,000㎥）

圧縮押込式収集車採用

4月庄内下水処理場完成

＜1/2＞ （60,000 ㎥/ｄ）

猪名川流域下水道原田終末処理場

（114,600 ㎥/ｄ）

4月 1日衛生部を清掃部に改称

（清掃課が業務課となる）

衛生課は分離し保健衛生部に

昭和

49 年

～

50 年

昭和49年6月粗大ごみ月２回収集

（不燃・可燃同日分別収集）

昭和49年8月ＰＣＢ抜き取りＰＲ

昭和 50 年 4月 30 日第１清掃工場

完成(675ｔ/24H),ピット 6,100㎥

昭和 50年 1月 30日

業者補償契約締結

昭和 50 年猪名川流域下水道原田

終末処理場増設（166,900 ㎥/ｄ）

昭和49年4月1日庶務課豊中ビル

に移転

昭和

51 年

～

52 年

昭和 51 年一般廃棄物処理業者許

可（10業者）

昭和52年9月環境衛生週間行事開

始 「ごみの中からこんなもの」

展示品 50点・講演会

昭和 52年委託契約・補償契約の処

理基準変更

昭和 51 年 5月 1日

清掃部を環境事業部に改称

昭和 51 年 8月

第３業務課管理棟完成

（原田南 2-5-1）

昭和

53 年

3 月排水処理施設完成

（重金属除去装置）

11 月４分別収集実施

日常ごみ     週２回定曜日

大型可燃物・金属・ガラス類・プラ

スチック等不燃物  月２回定曜日

ポリ袋全市無料配布実施

大口臨時処理（委託分）５４年度

から直営に返還を決定

祝日収集全面中止

３月収納事務一部電算化開始

廃掃法，規則一部改正

浄化槽清掃業法第９条に法第７条

許可必要となる（11月施行）

昭和

54 年

不燃物処理の強化を決める

市政モニター（清掃問題実施）

大口臨時処理（委託分）直営化

ベルトプレス式脱水装置新設

4 月１日収納事務電算化開始（臨

時ごみ料金繰越分は除く）

昭和

55 年

9 月ごみ展 入場者約 8,200 人

展示品  236 点

パネル･写真展

おもちゃの病院 修理数 823 点

不燃物集積場増設

ホイルローダー購入

9月庄内下水処理場 残 1/2 完成

120,000 ㎥/ｄとなる

昭和

56 年

9 月ごみ展 入場者数 3,668 人

展示品  228 点

パネル･写真展

おもちゃの病院 修理数 152 点

まちを美しくする運動ＰＲ行事

（6月・9月）

軽ダンプ購入

全収集車両クーラー整備

11月

委託２業者合併し４業者が３業者

となる

全収集車両クーラー整備

昭和

57 年

4 月祝日収集始まる

11 月ごみ展 入場者数 3,156人

展示品  254点

パネル･写真展

おもちゃの病院 修理数 124 点

親子シアター，環境講座開講

まちを美しくする運動ＰＲ行事

（6月・9月）

9 月 まちを美しくする運動連絡

会議設置

まちを美しく運動推進本部設置

（事務局環境事業部庶務課）

カベ新聞コンクール

美化ポスター募集開始

美化パトロール車購入

猪名川流域下水道原田終末処理場

251,600 ㎥/ｄ

8 月第２業務課第２作業係が第１

業務課第２作業係に統合

庶務課計画係の中に美化担当発足
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年 ご  み  関  係 し 尿 関 係 備    考

昭和

58 年

カベ新聞コンクール  参加校 17 小･中学校

参加人員 1,474 人，応募作品 257点

みんなであそぼうお話の会 参加園（所） 13施設

参加人員 1,088 人

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，ぬいぐるみ人形劇公演開始

集金制廃止・全面的に

銀行納入制

ミニバキューム廃車

第２業務課建替えのた

め第３業務課に移転

5月 18 日浄化槽法公布

「クリーンとよなか」発

行

昭和

59 年

カベ新聞コンクール  参加校 12 小･中学校

参加人員   730 人，応募作品 130点

みんなであそぼうお話の会 参加園（所） 29施設

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

補償契約満了 4月 9日

第２業務課竣工

昭和

60 年

7 月日常ごみ午前中収集

カベ新聞コンクール  参加校 17 小･中学校

参加人員 1,193 人，応募作品 228点

みんなであそぼうお話の会

参加園（所） 21 施設，参加人員  1,931人

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

美化啓発表示板「クリーンガイド」設置

連絡会議実務担当者研修会実施

発泡スチロール減容機設置（12 月）

委託業者合併し１業

者になる

9 月原田下水処理場へ

のし尿投入終了

10 月 1 日浄化槽法施行

10月18日廃棄物の処理

及び清掃に関する規則

改正施行

昭和

61 年

カベ新聞コンクール  参加校 11 小･中学校

参加人員 1,246 人，応募作品 233点

みんなであそぼうお話の会

参加園（所） 18 施設，参加人員  1,476 人

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，ぬいぐるみ人形劇公演

市制 50 周年「あき缶モザイク」パネル作成

昭和

62 年

カベ新聞コンクール  参加校 12 小･中学校

参加人員 849 人，応募作品 153 点

みんなであそぼうお話の会

参加園（所） 9施設，参加人員 760 人

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

屋外不法広告物撤去権限の一部事務委任

「クリーンとよなかⅡ」

発行

「地域清掃のてびき」発

行

昭和

63 年

カベ新聞コンクール  参加校 8小･中学校

参加人員 205 人，応募作品 41 点

リサイクルプレゼント（3月）

出品数 17品目（30 点），応募総数 984 通

3月大阪府宅地建物取引業協会豊中市支部と「屋外不法

広告物撤去対策協議会」設置（事務局環境事業部庶務課）

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，ぬいぐるみ人形劇公演

ごみ入れ容器の設置

犬のふん入れ容器（愛犬トイレ）試験設置

５月機構改革により不

法投棄関係を下水道部

から移管

平成

元年

カベ新聞コンクール  参加校 11 小･中学校

参加人員 652 人，応募作品  156点

リサイクルプレゼント（9月）

出品数 30点，応募総数 1,015 通

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈，地域清掃用具の貸出開始
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年 ご  み  関  係 し 尿 関 係 備    考

平成

2年

廃プラスチック類減容固化施設完成（1月）

カベ新聞コンクール  参加校 10 小･中学校

参加人員 623 人，応募作品 102 点

リサイクルプレゼント（4月・10 月）

出品数 66点，応募総数  2,887 通

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，幼児図画募集開始

ぬいぐるみ人形劇公演，美化清掃者へ感謝状贈呈

犬のふん入れ容器(愛犬トイレ):12か所(10月～11月)

し尿中継施設建設始

まる

豊中市伊丹市清掃施設

組合において「粗大ごみ

処理施設」着工（７月）

平成

3年

ごみ減量・リサイクリングシステムづくり懇話会設置(5月)

集団回収報奨金制度実施（6 月）

ごみ減量キャンペーンの実施（7 月～1 月）

リサイクル展，リサイクルシンポジウム（9月）

カベ新聞コンクール  参加校 17 小･中学校

参加人員 1,261 人，応募作品 254点

リサイクルプレゼント（4月・9月）

出品数 88点，応募総数 2,570 通

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，幼児図画募集，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈，犬のふん放置啓発看板作成

し尿中継施設「サニテ

ーション」竣工（6月）

4月リサイクル法公布

５月機構改革により再

資源対策課設置

庁内古紙回収ボックス

を市施設に設置（300

基：7月）

10 月改正廃棄物処理法

公布

10 月リサイクル法施行

「クリーンとよなかⅢ」

発行

平成

4年

トレー回収開始（三者協働事業：2月）

「豊中市ごみ減量・リサイクリングシステムづくり懇話

会」提言（3月 24 日）

ミニリサイクル展開催（4月）

生ごみ堆肥化容器設置助成制度開始（6月）

図書券プレゼント付きあき缶回収事業開始(くうかん鳥5 台：7月)

環境展’92（9 月）

第 1回「フリーマーケット in 豊中」開催（10月）

ペットボトル回収開始（10 月）

カベ新聞コンクール 参加校 17 小･中学校

参加人員 1,094 人，応募作品 183点

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，幼児図画募集，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

犬のふん入れ容器(愛犬トイレ)５基増設（合計 18基）

不法投棄処理困難物の統一処理

大阪府廃棄物減量化リ

サイクル推進会議「ごみ

減量化・リサイクルアク

ションプログラム」策定

（5月）

7月4日改正廃棄物処理

法施行

豊中市伊丹市清掃施設

組合において「粗大ごみ

処理施設」稼動（10月）

平成

5年

集団回収推進会議開催（2月）

「ごみ減量計画」策定（3月）

「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例公布・施行

(４月 1日条例の全部改正)

５分別収集実施（各定曜日収集）

可燃ごみ:週２回,不燃ごみ:週１回,大型ごみ:月１回

危険ごみ:月１回,資源ごみ:月２回

＊一部モデル地区にてガラスびんの分別収集を実施

市事業としてペットボトル回収（三者協働事業）開始

第２回ガレージセール in 豊中開催

図書券付きあき缶回収（くうかん鳥５台増設 計10 台）

第１業務課地域交流夏祭り開催（8月）

第１期廃棄物減量等推進審議会開催（9月 16 日）

環境展’93 開催(10 月)

ミニリサイクル展開催（10 月）

廃棄物減量等推進員制度発足（10月）

冊子「ごみゼロ社会へ挑む」発行(12 月)

カベ新聞コンクール 参加校 12小･3 中学校

参加人員 1,100 人，応募作品 188点

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，幼児図画募集，ぬいぐるみ人形劇公演

ごみ入れ容器の設置，美化清掃者へ感謝状贈呈

犬のふん入れ容器(愛犬トイレ)２基増設（合計 20基）

第１業務課建替えのた

め仮設事務所に移転（３

月）

豊中市伊丹市清掃施設

組合から豊中市伊丹市

クリーンランドへ名称

変更（４月）

総務課，再資源対策課第

一庁舎へ移転（7月）
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年 ご  み  関  係 し 尿 関 係 備    考

平成

6年

第３回ガレージセール in 豊中開催（６月）

第１業務課地域交流祭り開催（8 月）

環境こどもの集い（10 月）

ミニリサイクル展開催（10 月）

環境展’94 開催（12 月）

カベ新聞コンクール 参加校 9 小･3 中学校

参加人員 806 人，応募作品 137 点

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，幼児図画募集，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

犬のふん入れ容器(愛犬トイレ)２基増設（合計 22基）

9月7日未明豪雨による

災害

9月機構改革により，再

資源対策課に指導係を

設置。また空き地の指導

関係を下水道部から移

管

10 月 7 日第１業務課竣

工

リサイクル工房設置（10

月）

平成

7年

ごみ減量市民講座開講（1月） →地震のため中止

廃棄物減量等推進審議会「リサイクルセンター基本構

想」「事業系ごみ減量対策」答申（3月 30日）

ごみ減量セミナー開催（6月～8月）

第１業務課地域交流夏祭り開催（8月）

環境こどもの集い（10 月）

第４回ガレージセール in 豊中開催（10 月）

ミニリサイクル展開催（10 月）

環境展’95 開催

カベ新聞コンクール 参加校 9 小･2 中学校

参加人員 688 人，応募作品 147 点

12 月 20 日規則の公布（施行期日を定める規則）

事業系一般廃棄物減量計画に関する規則

大規模建築物の廃棄物保管場所等に関する規則

第２期廃棄物減量等推進審議会開催（12 月 25日）

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，幼児図画募集，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

犬のふん入れ容器(愛犬トイレ)５基増設（合計 27基）

1 月 17 日阪神・淡路大

震災による被害

倒壊家屋等解体処理班

設置（2月）

豊中市伊丹市クリーン

ランド４号炉稼動（3 月

31 日）

6 月 16 日容器包装リサ

イクル法公布

12月14日容器包装リサ

イクル法政令・省令公布

豊中市伊丹市クリーン

ランド余熱利用施設着

工（12月）

平成

8年

啓発冊子「めざせ ごみゼロ！ リサイクリング都市と

よなか」全戸配布

3月 1日大規模建築物の廃棄物保管場所等に関する規則

施行

4月 1日事業系一般廃棄物減量計画に関する規則施行

生ごみ堆肥化容器助成制度の対象をボカシ専用容器，生

ごみ処理機にも拡大（4 月）

第５回ガレージセール in 豊中開催（6月）

9月 20 日大阪府へ「分別収集計画」提出

環境こどもの集い（9月）

環境展’96 開催（12 月）

ミニリサイクル展開催（11 月）

カベ新聞コンクール 参加校 9 小･2 中学校

参加人員  1,100 人

応募作品   181 点

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，幼児図画募集

ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

犬のふん入れ容器(愛犬トイレ)３基増設（合計 30基）

市内一斉不法屋外広告物合同撤去活動実施（国，府，

市，関電他関係機関）以後継続実施

北摂７市３町環境美化対策会議開催

3月 25 日

容器包装リサイクル法

の基本方針の公表

3月

倒壊家屋等解体処理班

を解散し，各課で対応

5月 17 日

再商品化計画の公表

9月 25 日

財団法人日本容器包装

リサイクル協会設立

平成 8年 10 月 31日

容器包装リサイクル法

に基づく指定法人とし

て「財団法人日本容器包

装リサイクル協会」を指

定

12 月 16 日

大阪府分別収集促進計

画を公表

12 月 27 日

厚生省が平成 9 年度～

13 年度の分別収集見込

み量の全国量を公表
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平成

9年

ごみ減量・リサイクル講座 （1～2月，11 月～12月）

第２期廃棄物減量等推進審議会答申「ごみの分別の基本

的なあり方について」（3月 26 日）

資源ごみ回収品目に紙パックを追加（4月）

ペットボトル回収拠点の拡大と全店常設化（5月）

第６回ガレージセール in 豊中開催（5月）

ガラスびん収集に関する住民説明会各地域，自治会で始

める（7月～9月）

ガラスびん収集開始（1/2 世帯：10月）

環境こどもの集い（11 月）

環境展’97 （12 月）

カベ新聞コンクール 参加校 10小･3 中学校

参加人員 932 人，応募作品 168 点

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・10月)

美化ポスター，幼児図画募集

ぬいぐるみ人形劇公演，美化清掃者へ感謝状贈呈

犬のふん入れ容器(愛犬トイレ)１基増設（合計 31基）

ペットボトルリサイクル素材の作業服（冬服）を導入

廃棄物処理法・大気汚染

防止法各政令改正，ごみ

焼却炉のダイオキシン

に法規制（12 月）

地球環境温暖化防止京

都会議（12月）

平成

10 年

ペットボトルリサイクル素材の作業服導入

ガラスびん収集開始（全世帯）に伴う７分別（６分別収

集及び拠点回収）の実施（10月）

ごみ減量リサイクル講座（10月～11月）

環境こどもの集い（10 月）

環境展’98 （12 月）

カベ新聞コンクール 参加校 10小･1 中学校

参加人員 948 人，応募作品 174 点

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・9月)

美化ポスター，幼児図画募集，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

犬のふん入れ容器(愛犬トイレ)３基増設（合計 34基）

豊中市伊丹市クリーン

ランド余熱利用施設「ク

リーンスポーツランド」

オープン（2月）

家電リサイクル法公布

（6月）

平成

11 年

4 月 1 日条例の一部改正の公布「廃棄物の減量及び適正

処理等に関する条例」（10 月 1日施行）

廃棄物の処理手数料を 30 円から 60円に改定

4月 1日規則の一部改正の公布「豊中市生ごみ堆肥化容

器設置助成金交付規則」（6月 1日施行）

4 月 12 日規則，要綱の一部改正「廃棄物減量等推進審

議会規則」，生ごみ堆肥化容器助成制度の対象を，電動

式生ごみ処理機にも拡大（6 月）

公布・施行

機構改革に伴い名称を変更

「豊中市廃棄物減量等推進員設置要綱」実施（定数を

100 人以内から 130 人以内に改定）

6月 25 日大阪府へ「分別収集計画」提出

リサイクル工房展開催（6月）

第３期廃棄物減量等推進審議会開催（8月 25 日）

環境展’99 （12 月）

カベ新聞コンクール 参加校 15小･3 中学校

参加人員 1,394 人，応募作品  257 点

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・10月)

美化ポスター，幼児図画募集，ぬいぐるみ人形劇公演

美化清掃者へ感謝状贈呈

犬ふん防止対策「犬ふん放置禁止看板」自治会名を記

入し，地域での取り組み強化を図る

し尿収集運搬業務を

全面業者委託（4月）

3月3日豊中市伊丹市ク

リーンランドの条例の

一部改正｢ごみ処理施設

使用に関する条例の一

部改正「ごみ処理施設使

用に関する条例」（10 月

1日施行）

施設使用料を 30 円か

ら 60 円に改定

4 月 12 日機構改革によ

り

○総務課と再資源対策

課を環境事業総務課

に

○第 1業務課，第２業務

課，第３業務課をそれ

ぞれ中部業務課，南部

業務課，北部業務課に

7月 12 日

ダイオキシン類対策特

別措置法成立

9月 28 日

政府が廃棄物減量化目

標を決定
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平成

12 年

エリサイクル工房展（2 月）

廃棄物減量等推進員自主活動

ごみステーション調査結果展示（2月 22 日～24 日）

ガレージセール（3月 5日）

「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」一部改正

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等が 5,000 円

から 10,000 円に，許可証の再交付手数料が 3,000 円

から 6,000 円に（3月 31日公布，4 月 1日施行）

5月 1日から，ごみ収集業務の一部外部委託（約 10％）

可燃ごみ（対象；新千里東町・西町・南町・北町）

ガラスびん（対象：上記地域と上新田地域）

とよなか市民環境展（12月）

家庭系ごみ排出実態調査（5 月～3月）

事業系ごみ排出実態調査（5 月～3月）

「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」一部改正

家電リサイクル法対象４品目の市収集運搬手数料を

冷蔵庫（250 ㍑以上）5,000 円，その他 3,500 円に設

定（12月 20 日公布，平成 13年 4月 1日施行）

まちを美しくする運動ＰＲ行事(6月・10月)

カベ新聞コンクール 参加校 8 小･4 中学校

参加人員 775 人，応募作品 161 点

美化ポスター

参加校 9 小･1 中学校，応募作品 957 点

幼児図画募集

廃棄物の減量及び適

正処理等に関する条

例一部改正

し尿，浄化槽汚泥，

動物の死体の処理

手数料をそれぞれ

倍額に改定

・3月 31 日公布

・6月 1日施行

4月 1日

容器包装リサイクル

法完全施行

5月 31 日

グリーン購入法公布

建設資材リサイクル

法公布

6月 2日

循環型社会形成基本

法公布

廃棄物処理法改正

浄化槽法改正

6月 7日

リサイクル法改正

食品リサイクル法公

布

平成

13 年

リサイクル工房展（2月）

第３期廃棄物減量等推進審議会答申（3 月）「ごみ減量

をさらに進めるための方策について」

廃棄物減量等推進員 自主活動 ガレージセール（3月）

ごみ収集業務の一部委託化開始（4月）

可燃ごみ（対象：上新田地域）

「豊中市廃棄物減量等推進員設置要綱」定数改正

130 人から 150 人（4月 1日）

市収集事業系ごみのうち，100kg/月以上排出する事業者

については，許可業者へ移行（4 月）

ごみ袋無料配布枚数を 100枚から 50枚に

廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例一部改正

事業系ごみ収集運搬手数料を 90円から 110 円に

（10 月 1日施行）

粗大ごみ戸別申込制開始（10 月 1日収集分から）

プラスチック製容器包装のモデル収集開始（10 月から）

環境展（12月）

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・10 月）

カベ新聞コンクール 参加校 7 小中学校

参加人員 360 人，応募作品 102 点

美化ポスター

参加校 7 小･5 中学校，応募作品 629 点

幼児図画募集

アダプトシステム事業の推進

循環型社会形成推進基

本法施行（3月 1日）

家電リサイクル法，資源

有効利用促進法，グリー

ン購入法施行（4月1日）

環境事業総務課が中部

業務課内に移転

環境事業部相談受付開

始（第一庁舎５階）

平成

14 年

リサイクル工房展（2月）

廃棄物減量等推進員 自主活動 ガレージセール（3月）

第２次一般廃棄物処理基本計画策定（6月）

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 161 人

大阪府へ「分別収集計画」提出（6月）

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

カベ新聞コンクール 参加校 6 小･1 中学校

参加人員 528 人，応募作品 97 点

美化ポスター

参加校 8 小･2 中学校，応募作品 723 点

幼児図画募集 参加園 25園，応募作品 1,142 点

建設リサイクル法施行

（5月）

自動車リサイクル法公

布（7月）
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平成

15 年

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 163 人

第２次ごみ減量計画策定（3 月）

ガレージセール（3 月） 200 人参加

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

カベ新聞コンクール 参加校 7 小･2 中学校

参加人員    856 人

応募作品   166 点

美化ポスター    参加校  6 小･5中学校

応募作品     698 点

幼児図画募集    参加園        24 園

応募作品   1,012 点

4月1日機構改革により

○環境事業部と生活環

境部が合併し環境部

に（旧環境事業部の課

を廃棄物対策室とし

て新設しその傘下へ）

○環境事業総務課を減

量推進課へ改称

○中部・南部・北部業務

課を各環境センター

へ改称

平成

16 年

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 180 人

２市２町合同マイバッグキャンペーン（2月）80 人参加

プラスチック製容器包装分別収集モデル地区の拡大

（4月）約 10％→約 27％

ごみ収集業務委託地区拡大（4月）約 10％→約 20％

家庭系ごみ指定袋制導入（4 月）

違法簡易広告物追放推進団体制度(とよなか美はり番)の実施(2月)

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

美しいまちづくり推進のための市民懇話会設置（7月）

懇話会提言(11月19日)「美しいまちづくり推進のための提

言～捨てない人づくり，捨てない地域づくりに向けて～」

カベ新聞コンクール 参加校 7 小･2 中学校

参加人員 907人，応募作品 183点

美化ポスター 参加校  6 校，応募作品 566 点

幼児図画募集 参加園 27 園，応募作品 920 点

平成

17 年

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 164 人

２市２町合同マイバッグキャンペーン(2 月）131 人参加

「美しいまちづくりの推進に関する条例」公布・施行

（4/1）

リサイクル交流センター開所（4/26）

事業系指定ごみ袋制実施（10/1）

ごみ処理手数料改定（10/1 改正条例施行）

※重量制の収集･運搬,処分の区分を廃止

（事業系）45 ㍑指定袋 1袋につき 80 円

30 ㍑指定袋 1袋につき 60円

10 ㎏までごとに   190 円

（家庭系臨時）10 ㎏までごとに   150円

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

カベ新聞コンクール 参加校 2 小･2 中学校

参加人員 425 人，応募作品 76 点

美化ポスター 参加校 10 校，応募作品 875 点

幼児図画募集 参加園 27 園，応募作品 853 点

自動車リサイクル法本

格施行（1月 1日）

平成

18 年

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 130 人

市民講座開催（1月～2月：連続 4回）参加人数 19 人

２市２町合同マイバッグキャンペーン(2 月)70 人参加

粗大ごみ有料収集実施（10 月施行）

処理手数料は，品目ごとに 300 円，600 円，
1,200 円，1,800 円の 4区分

ごみ処理手数料改定（10月施行）

（臨時収集粗大） 1 品目ごとに粗大ごみの 1.5 倍

（家庭系臨時）  10 ㎏までごとに 170 円

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

カベ新聞コンクール 参加校 6 小･2 中学校

参加人員 503 人，応募作品 98 点

美化ポスター 参加校 6校，応募作品 663 点

幼児図画募集 参加園 35 園，応募作品 1,194点

改正廃棄物処理法（2 月

10 日公布）

改正容器包装リサイク

ル法（6月公布）
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平成

19 年

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 121 人

市民講座開催（1月～2月：4回） 参加人数 19人

２市２町合同マイバッグキャンペーン(2 月)44 人参加

ごみ収集業務委託地区拡大（4月）約 20％→約 30％

ひと声ふれあい収集実施（7 月）

ごみ散乱防止ネット貸し出し実施（9月）

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

カベ新聞コンクール 参加校 6 小･2 中学校

参加人員 697 人，応募作品 139 点

美化ポスター 参加校 11 校，応募作品 957 点

幼児図画募集 参加園 26 園，応募作品 679 点

事業系再生資源集団回収実験事業（12月～2月）

4 月 1 日環境業務課

新設

改正食品リサイク

ル法（6月13日施行）

改正廃棄物処理法

政令（9月 7日公布）

平成

20 年

ごみ減量フォーラム開催（1 月） 参加人数 122 人

市民講座開催（1月～2月：4回） 参加人数 10人

（4回のうち 1回は，積雪により中止）

リサイクル交流センター３周年記念イベント（4月）

・リサイクル作品展

・リサイクルバザー（障害福祉課・ひまわりと協賛）

・スタンプラリー（交流センター，バザー会場，

花とみどりの相談所の３か所）

「今後のごみ分別収集の基本的な考え方について」を第６期廃

棄物減量等推進審議会意見具申を踏まえ策定（8月）

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

カベ新聞コンクール 参加校 4小･3 中学校

  参加人員 796 人，応募作品 133 点

美化ポスター 参加校 7校，応募作品 847 点

幼児図画募集 参加園 23 園，応募作品 738 点

豊中市サニテー

ション閉鎖（3月

31日）

し尿・浄化槽汚泥

の処理を伊丹市

に委託

（4 月 1 日から

「伊丹市し尿公

共下水放流施設」

に搬入）

改正廃棄物処理法

政令施行（4月 1日）

改正容器包装リサ

イクル法完全施行

（4月 1日）

平成

21 年

レジ袋削減協定締結（2 月）

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 159 人

市民講座開催（3月） 参加人数 10 人

レジ袋削減キャンペーン実施（6 月）

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

市民講座開催（11 月～12 月：3回）参加人数76 人

かべ新聞コンクール 参加校 2小学校

  参加人員 124 人，応募作品 24 点

美化ポスター 参加校 5校，応募作品 316 点

幼児図画募集 参加園 25 園，応募作品 768 点

改正家電リサイク

ル法施行（4月 1日）

平成

22 年

レジ袋削減キャンペーン実施（1 月）

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 112 人

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

市民講座開催（12 月） 参加人数 16 人

かべ新聞コンクール 参加校 5 小・2 中学校

参加人員 852 人，応募作品 167 点

美化ポスター 参加校 11 校，応募作品 675 点

幼児図画募集 参加園 28 園，応募作品 706 点
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平成

23 年

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 89人

第３次一般廃棄物処理基本計画を策定（3月）

千里中央駅周辺を美化推進重点地区に指定（4/1）

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月））

市民講座開催（11 月） 参加人数 延べ37 人

かべ新聞コンクール 参加校 2 小・2 中学校

  参加人員 517 人，応募作品 87 点

美化ポスター 参加校 9校，応募作品 572点

幼児図画募集 参加園 26 園，応募作品 844 点

「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」一部改正

（12 月 21 日公布）

事業系指定ごみ袋制度の廃止（平成 24 年 4月 1日施行）

ごみ処理手数料改定 10kg までごとに 217 円（平成 24 年 10

月 1日施行）

4 月 1 日廃棄物対策

室を環境センター

に改称，中部環境セ

ンター・南部環境セ

ンター・北部環境セ

ンターをそれぞれ

中部事業所・南部事

業所・北部事業所に

改称

平成

24 年

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 84人

第３次ごみ減量計画策定（3 月）

「路上喫煙の防止に関する条例」公布(3/30) ,施行(4/1)

空き缶収集開始，プラスチック製容器包装の収集開始（全世帯），

ペットボトルの分別収集開始に伴う９分別の実施（4月）

ごみ収集業務委託地区拡大（4月）約 30％→約 40％

産業廃棄物に関する事務移譲（府から豊中市へ：4月）

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月・9月）

かべ新聞コンクール 参加校 5 小・1 中学校

  参加人員 564 人，応募作品 147 点

美化ポスター 参加校 7校，応募作品 403点

中核市へ移行（４

月）

直営事業所を3事業

所から2事業所へ統

廃合（南部事業所を

廃止）（4月）

平成

25 年

ごみ減量フォーラム開催（2 月） 参加人数 77人

リサイクル交流センター閉館（3 月 31日）

まちを美しくする運動ＰＲ行事（6月）

かべ新聞コンクール 参加校 4 小・2 中学校

  参加人員 707 人，応募作品 133 点

美化ポスター 参加校 9校，応募作品 314点

小型家電リサイク

ル法施行（4月 1日）

豊中市伊丹市クリ

ーンランドの自己

搬入について事前

申込制が開始

(7月 1日)

※平成 25 年 7 月 31日現在
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条例全部改正

H3.5～H4.3

・計画中間見直し

H3.3.24

委託拡大 委託拡大

    H8.3

H3.6

H5.10

休止

H5.4

H4.2 終了
H4.10

H5.4

H4.7 制度休止

制度休止

制度休止

    H4.10

工房閉鎖 H18.10

セミナー

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
家庭系ごみ

質
調査

小型家電リサイクル法（H25.3公布）

　　　　　　リサイクルプラザ（豊中伊丹スリーＲ・センター）　稼働↓

２．ごみ減量・リサイクル関係施策フロー

・リサイクルセンター基本構想
・事業系ごみ減量対策

市民検討会議

　・10業種、69品目を対象とし、事業者に３Rの取り組みを求める

            ①廃棄物の減量化･再生の推進　②廃棄物の適正処理の確保　③処理施設の確保

＜対象＞ガラス製容器、飲料・しょうゆ充填用
ペットボトル、飲料用紙パック

＜対象＞・左記に、ペットボトル以外のプラスチック製包装容器、飲料
　　　　　　　用紙パック以外の紙製容器包装を付加

①再生資源の有効利用　②廃棄物の発生抑制　③環境保全

ごみ減量・リサイクリングシステムづくり懇話会

・ごみ減量をさらに進める方策

　　　　　＜対象＞薄型テレビ、衣類乾燥機を追加

・第3次一般廃棄物処理基本計画

第５期分別収集計画

                      H3.7

第２期分別収集計画

S47年～

廃棄物減量等推進審議会

第１期分別収集計画 第６期分別収集計画

環境にやさしいリサイリング都市とよなかをめざし
て

　①環境保全システムへの転換
　②多様な再資源化の仕組みづくり

　③市民の生活様式と事業者の活動様式の転換
　④市民･事業者･行政の責任と分担の確立
　⑤市民･事業者・行政の協働体制の確立

　⑥行政の積極的活動を推進

H7.6公布、H7.12施行

家庭系･事業系ごみ質調

＜対象＞家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の４品目

・ごみ分別の基本的なあり方

第３期分別収集計画

・第２次一般廃棄物処理基本計画

○第１回環境子供の集い

○啓発パンフ全戸配布

                    H3.6

ペットボトル回収事業（府事業）

・３３プラン中間見直し

家庭系ごみ質調査
市民意識アンケート

○再生紙普及拡大キャンペーン H5.11

事業系ごみ質調査

 H6.6

家庭系・事業所系ごみ排
出実態調査

ごみ減量検討委員会

ごみ種ごとに全ごみ種

家庭系ごみ質調査

市民・事業所・販売店

意識アンケート

事業系ごみ
質調査

第４期分別収集計画

・粗大ごみ有料化

指定ごみ袋制度

H18～全ごみ種で契約

家庭系ごみ質調査

H6.6

市民意識ア
ンケート

収集運搬業務委託
可燃・ガラスびん

廃棄物の処理及び清掃に関する条例

関
連
法
の

変
遷

指定ごみ袋制度実施(H16.10)

第１次一般廃棄物処理基本計画

公共系ごみ有料収集

計画実施

廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

施

策

の

実

施

状

況

計画策定

大規模建築物の廃棄物保管場所等に関する規則

計画策定 計画実施

トレー回収

諮問 （第１期） 答申 諮問 （第２期） 答申 諮問 （第３期） 答申 諮問 （第４期） 答申

減量推進員ニュース発行

集団回収報奨金制度（集団回収促進事業） 報奨金見直し 報奨金見直し

集団回収推進会

計画策定

図書券プレゼント付あき缶回収（くうかん鳥 H4.7 ５台設置、H5.8 ５台増設）

ペットボトル回収事業（市事業）

古紙回収ボックス 市施設に設置

リサイクル工房

集団回収用保管庫設置助成金制度

市民講座

改正廃棄物処理法公布（H3.10公布、H4.7施行）

改正施行（H12.4）

第２次一般廃棄物処理基本計画

改正リサイクル法 （H12.5公布 H13.4施行）o

懇話会
提 言

リサイクル法 （H3.4公布、H3.10施行）

粗大ごみ処理施設稼動

５分別収集回収（「可燃ごみ」「不燃ごみ」「大型ごみ」「危険ごみ」「資源ごみ（一部ビンのモデル収集・H9.10～段階的にステーション回収）

あき缶プレスカー導入

環境展

制度拡充生ごみ堆肥化容器設置助成金制度（コンポスト助成）

ごみ減量 ごみ減量・リサイクル講座ガレージセール

廃棄物減量等推進員制度 委嘱 委嘱 委嘱 委嘱 委嘱 委嘱 委嘱 委嘱 委

多量排出事業所への減量指導

その他プラスチック製容器包装モデル収集

第１次ごみ減量計画 第２次ごみ減量計画

改正施行（H9.4）

家電リサイクル法（H10.6公布）

容器包装リサイクル法

H13.4 施行

計
画
等
の
変
遷

周知 粗大ごみ戸別申込制実施（H13.6）

周知期間

ごみ減量フォーラム

第６期

ごみ減量推進協議会

有料化実施

電動休止

計画策定 計画実施

約10％ 約21％

第５期審議会

約30％

改定

計画実施計画策定

リサイクル交流センター

計画実施

第７期

計画策定

改正施行（H21.4）

計画実施

第８期

第３次

第３次

約40％

９分別収集
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