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１．伊１．伊１．伊１．伊    達達達達    市市市市    のののの    ああああ    らららら    まままま    しししし        

    

(1)(1)(1)(1)    地地地地    勢勢勢勢    

   私たちのまち伊達は、北は徳舜瞥山連山を屏風に、南は内浦湾に面し、北西には噴煙

たなびく有珠山を配し、長流川がまちを南北に貫き清流をたたえています。内浦湾沿い

の南の地域は、東山山麓を水源とする肥沃な大地がつづき、四季を通じて温暖な気候に

恵まれ豊かな農作物を育て、北に位置する大滝区は、豊富な湯量に恵まれた温泉郷を擁

し、まちを包む豊かな森林は多くの生命を育み、雄大な自然は四季折々の厳しくも鮮や

かな彩りを見せるなど、私たちの暮らしに潤いと安らぎを与えています。 

 

(2)(2)(2)(2)    市市市市    勢勢勢勢    

   伊達市は明治３年（１８７０年）、仙台藩一門亘理領主伊達邦成とその家臣達の集団

移住という古い歴史をもち、交通の要衝や胆振西部６市町村の商業圏を形成するなど、

胆振西部の中核都市として発展を続けています。 

   平成18年３月に伊達市と大滝村が合併し、新しい「伊達市」が誕生しました。 

 

２．清２．清２．清２．清    掃掃掃掃    事事事事    業業業業    のののの    沿沿沿沿    革革革革    

    昭和２５年昭和２５年昭和２５年昭和２５年   当市におけるごみ収集が始まり、当時はごみ箱のごみを馬車２台により 

市街地区の商店街のみを収集し、１日の収集量は馬車６台分位であった。 

 昭和３４年昭和３４年昭和３４年昭和３４年   戦後の復興と、高度経済成長の関係でごみも増加して市街地における自 

己処理が困難となり「伊達町清掃条例」を制定し、収集台数を増加して対

応、環境の整備を図る。 

 昭和３９年昭和３９年昭和３９年昭和３９年            収集効率化を図るため、市街地区を中心に塵芥収集車２台による収集を 

開始し、収集方法もポリバケツによるステーション方式を採用、また、処

理に係る費用の一部を「塵芥処理手数料」として住民より徴収する。（賦課

方式） 

 昭和４４年昭和４４年昭和４４年昭和４４年   それまで使用していた最終処分場が満杯となったため、上館山町に処分

地を求め処分を開始。収集区域もほぼ全町に拡大した。この当時は民間の

産業廃棄物処分場がなかったため、自己搬入ごみの量が膨大で、また搬入

の規制なども行っていなかったため、処分場の火災が頻繁にあった。 

 昭和昭和昭和昭和４７４７４７４７年４月年４月年４月年４月        市制施行に伴い、「伊達市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を制定

し、「伊達町清掃条例」を廃止する。 

    昭和５０年昭和５０年昭和５０年昭和５０年   家庭系ごみの無料化を実施（事業系ごみは有料）、また、生ごみの水切

りが悪く、ごみが重たくて作業効率が悪いことから収集方式を「ごみ袋方

式」に切り替え、清掃指導員を配置し、指導部門の強化を図る。 

    昭和昭和昭和昭和５８５８５８５８年年年年１０１０１０１０月月月月   それまで野放し状態であった最終処分場にゲートを設けて搬入時間、他

市町村からの搬入、建設廃材等の産業廃棄物の規制等を実施した。その結

果、それまで１日平均約26㌧余の自己搬入ごみが、約10㌧までに減少し

た。この頃より最終処分場の残存年数が限られてきたため、中間処理施設

の検討に入る。 

    昭和昭和昭和昭和６１６１６１６１年７月年７月年７月年７月  「ごみ処理基本計画」を策定し、破砕処理施設を併設した焼却処理施設

を建設することにより減容化し、処分場の延命化を図ることで計画を決定

する。 

    昭和昭和昭和昭和６２６２６２６２年６月年６月年６月年６月        ２ヶ年計画で「伊達市清掃センター」の建設に着工､総事業費約10億円｡ 

    昭和昭和昭和昭和６３６３６３６３年年年年4444月月月月  「清掃センター」準備室を設置し、清掃センターの稼動に向け本格的な

準備に入る。 

    昭和昭和昭和昭和６３６３６３６３年６月年６月年６月年６月  清掃センター稼動に向け、分別収集を開始する。 

                                                         （可燃ごみ週２回、不燃ごみ月２回） 
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 昭和昭和昭和昭和６３６３６３６３年年年年１０１０１０１０月月月月  市内に民間の産業廃棄物処分場が整備されたことから、すべての産業廃

棄物の、市処分場への受入を廃止する。 

    昭和昭和昭和昭和６３６３６３６３年年年年１２１２１２１２月月月月  「伊達市清掃センター」に係る維持管理費の一部住民負担を、「ごみ処

理手数料」とした条例改正案を議会に提出し、継続審議となり、翌年３月

議会で可決される。（ごみ処理券方式） 

    平成元年２月平成元年２月平成元年２月平成元年２月        「伊達市清掃センター」竣工。同年４月より稼動開始。 

    平成元年６月平成元年６月平成元年６月平成元年６月     不燃ごみの収集を週１回とする。 

    平成元年７月平成元年７月平成元年７月平成元年７月  家庭系ごみの有料化を実施。清掃指導員を３名に増員。 

    平成元年平成元年平成元年平成元年１０１０１０１０月月月月  年２回の「粗大ごみ」収集を申し込み制による個別収集に変更。 

    平成２年９月平成２年９月平成２年９月平成２年９月        「伊達市清掃審議会」を設置 

    平成３年平成３年平成３年平成３年１１１１１１１１月月月月        雑びん回収を開始。 

 平成７年７月平成７年７月平成７年７月平成７年７月        「生ごみ堆肥化容器購入助成制度」を創設。 

 平成７年平成７年平成７年平成７年１２１２１２１２月月月月        「伊達市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を「伊達市廃棄物の減量 

及び処理に関する条例」に改正し平成８年４月施行する。併せて新条例に 

「廃棄物減量等推進審議会」設置を盛り込んだことから「清掃審議会条例」 

を廃止する。 

 平成８年４月平成８年４月平成８年４月平成８年４月        フロンガス回収事業を開始。 

 平成８年平成８年平成８年平成８年１１１１１１１１月月月月        容器包装リサイクル法施行に向けた分別収集のモデル事業として、山

下・黄金地区の２ヶ所で翌年３月まで月１回分別収集を実施。 

    平成９年４月平成９年４月平成９年４月平成９年４月        容器包装リサイクル法による分別収集を開始。 

    平成平成平成平成10101010年４月年４月年４月年４月        ダイオキシン対策として、ビニール・プラスチックごみの分別収集を開

始、併せて、ごみの収集回数を可燃ごみ週１・２回、不燃ごみ月２回、ビ

ニール・プラスチックごみを月２回に変更。 

    平成平成平成平成12121212年８月年８月年８月年８月  生ごみの分別収集試行を長和地区で１０月まで実施。 

    平成平成平成平成13131313年４月年４月年４月年４月        ごみ収集部門を民間に委託する。併せて、ごみ収集回数を、可燃ごみ週

２回、不燃ごみ週１回、ビニール・プラスチックごみ週１回、生ごみ週２

回に変更（土曜日、祝日も収集を行う。） 

                  適正処理困難物指定。 

 平成平成平成平成14141414年３月年３月年３月年３月  「伊達市一般廃棄物処理基本計画」を新たに作成。 

    平成平成平成平成14141414年年年年12121212月月月月  西いぶり廃棄物処理広域連合の焼却施設が試験操業。 

                                    伊達市清掃センターでの中間処理及び最終処分を終了。 

 平成平成平成平成15151515年年年年４４４４月月月月        伊達市衛生団体連合会解散。 

平成平成平成平成15151515年５月年５月年５月年５月  清掃センターから環境衛生課清掃係となる。 

平成平成平成平成15151515年６月年６月年６月年６月  ビニール・プラスチックごみを可燃ごみとして収集。 

                                ごみ収集回数を可燃ごみ週３回、不燃ごみ週１回、生ごみ週２回に変更。 

平成平成平成平成15151515年年年年12121212月月月月  伊達市堆肥センター試験稼動（一部生ごみを搬入） 

                                再生資源物を西いぶり廃棄物処理広域連合で処理開始。 

        家具の再生を開始（西いぶり廃棄物処理広域連合） 

平成平成平成平成16161616年４月年４月年４月年４月        ごみ処理手数料を改定（１ℓ当たり２円に統一される。） 

        ※ごみ処理券については、１枚につき１６０円となる。 

平成平成平成平成16161616年７月年７月年７月年７月        ごみ処理手数料改定に伴う新旧ごみ処理券等の交換業務を開始する。 

平成平成平成平成18181818年３月年３月年３月年３月        大滝村との合併により収集計画処理区域の拡大。 

平成平成平成平成18181818年４月年４月年４月年４月        ごみ処理券を袋に入らない大型ごみ専用と改め１種類とする。 

平成平成平成平成19191919年７月年７月年７月年７月        「伊達市ごみステーション用保管ボックス設置事業費助成金交付要綱」

を定め、ごみステーションの設置費用の一部を助成。 

平成平成平成平成22222222年９月年９月年９月年９月        「伊達市ごみステーション用保管ボックス設置事業費助成金交付要綱」

を「伊達市ごみステーション用保管ボックス等設置事業費助成金交付要

綱」に改正し、サークル型管理器財を補助対象に追加。 

平成平成平成平成23232323年４月年４月年４月年４月        生ごみ用のごみ袋に５リットル袋を追加。 

                                再生資源物の回収を月２回に変更。 



 - 3 - 

 

平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月        伊達市環境基本計画実践懇話会からの提言を受け、伊達市環境美化推進

員制度を導入。 

伊達市環境美化推進員設置要綱を制定する。 

平成平成平成平成24242424年年年年７７７７月月月月        市街地区、中央地区、東地区に環境美化推進員を設置し、委嘱状を交付

する。 

平成平成平成平成25252525年年年年10101010月月月月        長和地区に環境美化推進員を設置し、委嘱状を交付する。 

平成平成平成平成26262626年４月年４月年４月年４月        伊達市役所、大滝総合支所に使用済み小型家電を回収する「回収ボック

ス」を設置し、無料回収を試験的に実施。    

平成平成平成平成26262626年６月年６月年６月年６月        第２期環境美化推進員へ委嘱状を交付する。（市街地区、中央地区、東

地区、長和地区、計90名） 

平成平成平成平成22228888年６月年６月年６月年６月        第３期環境美化推進員へ委嘱状を交付する。（市街地区、中央地区、東

地区、長和地区、計73名） 

平成平成平成平成22229999年年年年４４４４月月月月        「伊達市ごみステーション用保管ボックス設置事業費助成金交付要綱」

を「伊達市ごみステーション用保管ボックス等設置等事業費助成金交付要

綱」に改正し、保管ボックス等の修繕費用を補助対象に追加。 

平成平成平成平成29292929年５月年５月年５月年５月        伊達市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則を一部改正し、燃え

るごみ用のごみ袋に10リットル袋を追加。 
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３．清３．清３．清３．清    掃掃掃掃    事事事事    業業業業    のののの    機機機機    構構構構        

    

    (1)(1)(1)(1)    組組組組    織織織織    

                             平成２９年４月１日現在    

 

 

 

    

    

    

    

課  長 

 

係  長  

 

  係   ４名 

総合支所長 

地 域 振 興 課 

６名 

 

※大滝総合支所 ～ 地域振興課（産業建設係） 

 

課  長 

 

係  長 

 

係   ４名 

経済環境部長

環 境 衛 生 課 

６名 

 

 

※経済環境部 ～ 農務課、水産林務課、商工観光課、環境衛生課 
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    (2)(2)(2)(2)    事事事事    務務務務    分分分分    掌掌掌掌    

平成２９年４月１日現在 

経済環境部 

環境衛生課 (1) 環境保全対策の企画及び総合調整に関すること。 

(2) 環境基本計画の推進に関すること。 

(3) 大気、水質、騒音等の測定調査に関すること。 

(4) 廃棄物の適正処理に係る総合調整に関すること。 

(5) 公害防止に係る規制及び指導に関すること。 

(6) 公害防止に係る各種届出に関すること。 

(7) 公害防止施設に係る資金の斡旋に関すること。 

(8) 公害の苦情処理に関すること。 

(9) 環境美化条例に関すること。 

(10) 墓地及び火葬場の管理に関すること。 

(11) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に関すること。 

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関すること。 

(13) 野犬の掃とうに関すること。 

(14) 畜犬の飼育指導に関すること。 

(15) 衛生害虫の駆除に関すること。 

(16) 空き地の雑草除去の指導に関すること。 

(17) 清掃事業の総合計画に関すること。 

(18) 清掃思想の普及及び啓発に関すること。 

(19) 一般廃棄物の収集計画に関すること。 

(20) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 

(21) 一般廃棄物再生利用業者の指定に関すること。 

(22) 廃棄物の不法投棄の取締りに関すること。 

(23) リサイクル運動の推進事業助成金に関すること。 

(24) 自然環境の保全に関すること。 

(25) 有害鳥獣駆除に関すること。 

(26) 鳥獣の保護に関すること。 

 

 

大滝総合支所 

地域振興課 (1) 総合支所に関すること。 

(2) 地域協議会に関すること。 

(3) 新市建設計画の進行管理に関すること。 

(4) 過疎地域の振興計画に関すること。 

(5) 辺地対策に関すること。 

(6) 広報広聴活動及び市民相談に関すること。 

(7) 自治会に関すること。 

(8) 防災及び災害に関すること。 

(9) 市税に関すること。 

(10) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 

(11) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び国民年金に関すること。 

(12) 障がい者及び児童の福祉に関すること。 

(13) 生活保護に関すること。 

(14) 介護保険、介護予防及び高齢者の福祉に関すること。 

(15) 国民健康保険及び医療費の助成に関すること。 

(16) 住民の安全及び防犯に関すること。 

(17) 国際交流事業に関すること。 

(18) 農業行政に関すること。 

(19) 林道の監視に関すること。 

(20) 商工業及び観光の振興に関すること。 

(21) ごみの収集、減量化及びリサイクルに関すること。 

(22) し尿処理に関すること。  

(23) 環境保全及び公害防止に関すること。 

(24)  墓地及び火葬場に関すること。 
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(25) 畜犬登録及び狂犬病並びに野犬の掃とうに関すること。 

(26)  衛生外害虫等の駆除及び空き地の雑草除去の指導、相談等に関すること。 

(27) 労働行政に関すること。 

(28) 計量器に関すること。 

(29) 市道及び河川の維持管理及び占用に関すること。 

(30) 下水道に関すること。 

(31) 排水設備及び浄化漕に関すること。 

(32) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の維持管理に関すること。 

(33) 公園の維持管理に関すること。 

(34) 車両の管理に関すること。 

(35) ケーブルテレビに関すること。 

(36) 所管施設の維持管理に関すること。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


