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1. 自区内処理原則と江東区 

東京のごみ公害と自区内処理原則 

本稿は，東京都 23 区の自区内処理原則について，江東区の立場と戦略から再評価する．

自区内処理原則とは，「各区で発生したごみは各区内で処理すべき」という，ごみ処理にお

ける自治と公平の理念である．この原則は，長年のごみ公害に苦しんでいた江東区によって

1971 年に提唱された1．  

江東区は，戦後の東京都 23 区のごみ処理における受苦を集中して被ってきた．東京の沿

岸部におけるごみ投棄の歴史は，江戸時代初期にさかのぼる．1655 年，江戸幕府は，川や

水路へのごみ投棄が水運の妨げになっていること，人口増加に伴い埋立地造成が必要であ

ったことから，現在の江東区の一部である永代浦へのごみの運搬と投棄を命じた2．第二次

世界大戦後，ごみ処理の受苦はさらに江東区に集中した．江東区に隣接する東京湾には数多

 
1 自区内処理に近い考えは，東京ごみ戦争以前にも都議会でたびたび唱えられている．例えば，1960 年の
衛生経済清掃委員会では，東京の清掃工場がフル回転できない理由が他区のゴミを燃やすのはけしから
んという認識にあるのであれば，小さい工場を各区に一つずつでも作ってフル回転させなければ焼却率
を上げることはできないのではないか，という意見が出されている（東京都議会 昭和三十五年 第一回定
例会 衛生経済清掃委員会速記録 第五号）．1961 年の第一回定例会でも，特別区も地方公共団体である限
り自ら排出するごみの処理に責任を負うべきで，他所の区のごみまで自分の所で始末しなければならな
い義務はないという住民の考えが焼却場への反対を生んでいるのであり，一区一焼却場という基本路線
に立って，将来は事務移管するという考えが必要，と述べられている（東京都議会会議録 昭和三十六年  
第一回定例会 本会議）． 

2 東京都清掃局 2000 年「東京都清掃事業百年史」． 
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くの埋立地が建設されていった．1950 年代前半までは，東京および近隣都市の内陸部の埋

立地（低空地埋立）で約 60％のごみを受け入れていたが，急速な都市化と市民の汚染忌避

意識の高まりにより，その確保が困難になっていった3．さらに，高度経済成長下でのごみ

量増加によって，江東区のごみ公害被害は悪化していった．日本は 1954 年から 1973 年ま

で高度経済成長を遂げ，年平均で 10％近い成長率を記録した．さらに，東京 23 区の人口は

急激に増加し，1965 年には 880 万人を超えた．このような経済と人口の成長の下で，ごみ

量も急上昇した．1947 年には年間 11,000 トン程度だった東京のごみ量は，1960 年には 100

万トン以上に跳ね上がった．その後も年平均約 12％で増加し，1970 年には 300 万トン，

1972 年には 390 万トン年に達した4． 

その結果，大量のごみが沿岸部の埋立地に捨てられ，ネズミやハエの発生，汚水の流出な

どのごみ公害が発生した．また，多くのごみ収集車が通過する江東区の枝川などの地域では，

交通渋滞，交通事故，大気汚染が引き起こされていた．1971 年には，東京 23 区で発生した

1 日 14,000 トンものごみのうち，約 65％が江東区に隣接する東京湾岸の埋立地に捨てられ，

1 日に 5,000 台以上のごみ収集車が江東区を通過していた5． 

このような江東区へのごみ公害被害の集中は，「東京ごみ戦争」を引き起こした．1971 年，

東京都は急増するごみ量と清掃工場建設の遅れに対応するため，15 号埋立地の延伸を提案

した．この提案に対し，江東区は東京都と他区に公開質問状を送付し，15 号埋立地延伸に

反対するとともに，自区内処理原則を唱えてごみ公害の解決を訴えた．こうして，東京ごみ

戦争が開始されたのである．自区内処理原則は美濃部都政によって受け入れられ，各区に清

掃工場を建設する一区一工場として政策化されていった． 

 

自区内処理原則への評価をめぐって 

自区内処理原則については，肯定的な評価と否定的な見方がある．例えば，舩橋・舩橋

（1976）は，東京ごみ戦争を，江東区と杉並清掃工場に反対する高井戸の反対運動の相反す

る利害と，ごみ処理能力拡大を課題とする東京都の「対抗的分業」が成立した例として挙げ

ている．その中で，自区内処理原則への社会的合意は，当初において両立できなかった諸利

害要求を充足させうるような「システム全体としての充足能力の高度化」を可能にし，対抗

的分業を成立させ，東京ごみ戦争において最終的な合意形成をもたらした不可欠な要因と

して捉えられている（舩橋・舩橋 1976，舩橋 2010）． 

しかし，1990 年代の第二次東京ごみ戦争では，自区内処理原則への批判が多く見られる

ようになる（Nakazawa 2018）．第一次東京ごみ戦争は 1970 年代後半になると収束していっ

たが，新海面処分場建設計画を発端として 1990 年代には第二次東京ごみ戦争が勃発する．

その際，特に清掃工場に反対する住民運動の間では，ダイオキシン問題や循環社会形成を背

 
3 東京都清掃局 1952 年「塵芥処理五ヶ年計画 その 1 排出量及び処分」，東京都清掃局 1960 年「清掃事
業の将来計画」． 

4 東京都清掃局 2000 年「東京都清掃事業百年史」． 
5 東京都清掃局 1971 年「東京のゴミ その現状と課題」． 
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景として，「焼却が最善の処理方法である」という焼却主義を否定する脱焼却主義の立場か

ら自区内処理原則を批判する声が拡大した6．一方，同じ 1990 年代には，東京都の三多摩地

域のごみ処理と日の出町第二処分場建設をめぐって，「自区内処理を実現する市民プロジェ

クト」が焼却・埋立に依拠した廃棄物処理の資源再生・循環型への転換を目指して自区内処

理を主張していた（神長 2001，中澤 2009）． 

 自区内処理原則への見方がこのように分かれるのは，東京都 23 区においてこの原則が焼

却処理の拡大と強く結び付けられてきたためと考えられる．23 区においては，自区内処理

原則は一区一工場，すなわち各区に焼却場を建設する政策として具体化されてきた．言い換

えれば，自区内処理原則は，ごみ処理における負担の公平を，清掃工場（焼却場）を増設す

ることで実現する考えであったのである． 

 もう一点，東京都 23 区における自区内処理原則への見方を複雑にするのは，この原則が

特別区の自治権拡充運動と結び付けられてきたことである．後述するように，戦後，特別区

は基礎的な地方公共団体として出発したが，1952 年の地方自治法改正で都が基礎的な地方

公共団体となり，特別区は都の内部団体に位置付けられることになった．そのため，23 区

自治権を拡充するべく運動を展開してきた．この自治権拡充運動の中で，清掃事業の都から

区への移管が議論されてきた経緯がある．そのため，「各区のごみは各区で処理する」とい

う自区内処理原則は，清掃事業の区移管に繋がるものとして捉えられてきた． 

 

本稿の目的 

本稿では，まず江東区がなぜ自区内処理原則を主張したのかを明らかにし，それを通じて，

この原則が焼却処理及び清掃事業の区移管と関連付けられていった経緯を論じる．また，江

東区は絶えず自区内処理原則を強く主張し続けてきたわけではない．江東区は 1971 年に自

区内処理原則を提唱したものの，1970 年代後半には態度を軟化し，1980 年代にはこの原則

を声高に主張することはなくなった．しかし，1990 年代になると再び自区内処理原則の実

現を強く求めることになる．それにもかかわらず，2003 年に 23 区が自区内処理原則の「旗

を降ろす」決定をした際には，強く反対をしていない．そこで，本稿では，この原則への江

東区の態度の歴史的な変化を明らかにし，その変化が生じた背景について論じる．1970 年

代だけでなく，その後の江東区と自区内処理原則が辿った経緯を，経済的，政策的，政治的

な変動と関連付けて論じることで，より広い文脈に位置付けて自区内処理原則の果たした

役割を捉えなおすことができるだろう． 

 

 
6 1980 年代の目黒清掃工場をめぐる紛争でも，地域住民から自区内処理原則が過剰な焼却容量に繋がるこ
とを批判する声が出ていた（Nakazawa 2018）． 
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2. なぜ江東区は自区内処理を主張したのか？ 

江東区が主導した「ごみ戦争」 

東京ごみ戦争の特徴の一つは，それを主導したのが江東区と江東区議会であった点であ

る．東京ごみ戦争は，東京都が 15 号埋立地の延伸を江東区に打診したことが直接のきっか

けとなり，江東区が東京都と他の 22 区に公開質問状を送付し，自区内処理の実現とごみ公

害の解決を訴えたことで開始された．その後も，江東区と江東区議会が，主に東京都及び美

濃部都知事と交渉することを通じて事態は展開してく．東京ごみ戦争は，江東区という自治

体が主導したごみ公害反対運動であった． 

東京都への抗議という意味では，制限自治体としての区が東京都に対して自治権を示し

たものであるとも捉えられている7．当時の江東区議会議員がごみ戦争を振り返る座談会の

中で8，元区議会議員の一人は次のように語っている． 

 

従来，区というものは，東京都の出先機関のようなもので，都の権限が非常に強かった

と思うんです．それで区としては，都のいうことはなんでも聞かなくては仕方がないとい

うようなあきらめ的な流れがあったと思います．<中略> ハエ騒動のときにも，都の清掃

行政にメスを入れるまでには至らなかったし，区は区なりの一つの行政権を持っている

んだという，そういったものの発露が，ゴミ戦争というかたちで示されたのだと思うわけ

です9． 

 

このように，東京ごみ戦争はごみ公害反対運動であると同時に，区の自治権の発露として捉

えられているのである． 

もちろん，その背後には江東区民のごみ公害への怒りがあった．特に，ごみトラックが多

く通過する枝川においては，住民によるごみトラック通過阻止運動へと発展しようとして

いた10．当時の枝川連合町会会長は，ごみトラック公害への怒りを次のように語っている． 

 

ただ通り抜けるだけならまだがまんできる．ゴミや汚汁をまき散らし，それにともなう

悪臭と不潔さにはがまんならない．それだけではない．バス停だろうが，交差点だろうが，

あたりかまわず違法駐車して食事する．注意すれば，反対におどかされる始末だ．都は四

十五年までに，清掃工場を完備するので待ってほしいと約束した11．それがどうだ．前よ

 
7 同時に，東京ごみ戦争は，美濃部都政という革新自治体を相手取った戦いでもあった．そのため，江東区
議会も一枚岩ではなく，これを機会に美濃部を追い落したい保守派と，そこまで追い込みたくない革新派
に分裂していた（大住 1972）． 

8 小松崎軍次伝記刊行会 1981 年『師魂 小松崎軍次その人と業績』小松崎軍次伝記刊行会． 
9 小松崎軍次伝記刊行会 1981 年『師魂 小松崎軍次その人と業績』小松崎軍次伝記刊行会 380-381 頁． 
10 毎日新聞 1971 年 10 月 2 日「ゴミ攻め ガマンならん 江東区が都知事へ直談判『夢の島拡張，許せぬ』
各区で始末せよ―と強硬」． 

11 後述のように，1964 年の 15 号埋立地建設に際して，東京都は 1970 年までに全量焼却を達成し生ごみ
投棄を終わらせると約束していた． 
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りかえってふえてるじゃないか12． 

 

ごみ戦争が勃発する直前の 1971 年 8 月には，住民がトラックを実力で止めてパトカーが出

動する騒ぎにまで発展している13．1971 年 11 月には枝川地区の住民により「ゴミ公害反対

対策会議」が結成され，住民決起集会では「枝川住民の忍耐は限界にきた．都がゴミ投棄問

題に具体策を出さなければ，ゴミ公害阻止の運動をいっそうもりあげる」と決議された14． 

後述するように，それ以前にも江東区は生ごみ投棄反対を唱え，東京都に対策を訴えてき

た．しかし，東京ごみ戦争においては，埋立場に向かうごみトラックを実力で阻止すること

も辞さないという強硬な決意を見せ，東京都に対策を迫っている．実際に，江東区は 1972

年 12 月と 1973 年 5 月の 2 度にわたり杉並区からのごみトラックの搬入阻止を実施してい

る．江東区が自区内処理原則を主張し，東京都と 22 区に訴えかけ交渉を続けた背景には，

ごみ公害に対する区民の怒りに応えざるを得ないという事情があったのである． 

しかし，同時に，江東区は，ごみトラック阻止が住民によって直接実施されると収拾がつ

かなくなること，またトラブルや事故で刑事事件になりかねないことを懸念していた．その

ため，区議会が中心となって実施し，その際には警察とも相談を重ね，美濃部都知事を区に

訪問させることで幕引きを図るなど，収拾方法についても考えながらの実施であったとい

う15．このように，江東区と区議会は，区民感情を背景に東京都及び他区にごみ公害解決を

強く求めつつ，区民による直接の実力行使を抑止し，事態が収拾不能に陥らないように立ち

振るまっていたのである． 

 

自区内処理原則と焼却処理 

 上述したように，23 区における自区内処理原則の特徴の一つに，焼却処理との強い結び

付きがある．ごみ戦争の火ぶたを切った，都知事への「ゴミ投棄反対に関する公開質問」で

は，「各区内で発生するゴミは，可燃または不燃ゴミを問わず各区内のいずれかの場所で処

分すべきが原則と思うがいかがですか」と訊ねており16，自区内処理原則は必ずしも焼却処

理のみと関連付けられていたわけではない．しかし，この質問状に対する美濃部都知事の

「ゴミ投棄反対に関する質問に対する回答書」では，「ごみの処分は発生地域で処理するの

が原則であることは申すまでもありません」としながらも，「不燃ゴミの処理についても可

燃ゴミと同様地域処理の原則が望ましいが，次のような理由で現在は集中処理方式を考え

 
12 読売新聞 1971 年 8 月 21 日「ゴミ“行政”公害，もうごめん 江東・枝川住民 清掃車実力阻止へ」． 
13 毎日新聞 1971 年 10 月 2 日「ゴミトラ来るな 江東区 抗議の看板 600 本立てる」． 
14 朝日新聞 1971 年 11 月 2 日「ごみ埋立 白ハチ巻，怒りの 200 人 江東区民，初の決起集会」． 
15 小松崎軍次伝記刊行会 1981 年『師魂 小松崎軍次その人と業績』小松崎軍次伝記刊行会． 
16 東京都江東区議会議長 米沢正和 1971 年 9 月 29 日「ゴミ投棄反対に関する公開質問」（江東区役所企画
室 1974 年「ゴミ問題と江東区」16-17 頁に収蔵）． 
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ております17」として，不燃ごみの自区内処理については否定的な回答がされている18．一

方，22 区への公開質問状においては，質問事項の(1)で，「東京都においては，清掃工場を

新設しまたは増築しようとしても地元の反対があってできない場合があるといいますが

『自区内で発生するゴミは自区内で処分する処分場を持つ』という原則にご賛成願えます

か？」としており，清掃工場，すなわち焼却場の各区への建設を求める形になっている19．

その後，東京都が 13 清掃工場構想を立ち上げたことからも明らかなように，自区内処理原

則は清掃工場の各区への建設，すなわち一区一工場計画として具体化されることになる20． 

 自区内処理原則が焼却処理と結び付けられた背景には，埋立処分場や不燃ごみ処理施設

の各区への建設が政策的に困難であると考えられたことに加えて，東京ごみ戦争が，江東区

が 1960 年代から展開してきた「生ごみ投機反対運動」の延長線にあった点が挙げられる． 

江東区にとって，埋立地は両義的な存在であった．すなわち，埋立地は区の発展の象徴で

あるとともに，1960 年代のごみ量増加とともにごみ公害に苦しめられることになる．1950

年代から 1960 年代初頭の江東区報では，埋立地の存在は発展の象徴として肯定的に語られ

ている．例えば，1955 年 1 月 5 日号では，「わが江東区のホープである」として，埋立地の

造成による区の拡大と開発が肯定的に語られている21．1958 年 12 月 25 日号や 1960 年 1 月

10 日号でも，「南に伸びる江東区」，「伸びゆく江東区」として，埋立地は江東区の発展の象

徴とされている22．1961 年に掲載された埋立地の歴史においても，江東区の南部の広い土

地はごみの埋め立てによって出来たことが説明されているが，ごみ公害については触れら

れていない23． 

江東区で生ごみ投棄反対運動が展開される一つの契機は，15 号埋立処分場の建設である．

1964 年，葛西沖の埋立場計画が千葉県と漁協の反対で延期されたことを受けて，東京都が

江東区に 15 号地投棄を申し入れた．これに対して，江東区議会の 1964 年の第 3 回定例会

では，下のような意見が出されている． 

 
17 その理由は，「その性質上破砕，圧縮などの前処理をする必要と，施設の騒音，振動その他の条件なども
考慮すれば，付近に影響を及ぼさないような適地にこれを集中して処理しなければならないからであり
ます」とされている（東京都知事 美濃部亮吉 1971 年 10 月 7 日「ゴミ投棄反対に関する質問に対する
回答書」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と江東区」27-29 頁に収蔵））． 

18 東京都知事 美濃部亮吉 1971 年 10 月 7 日「ゴミ投棄反対に関する質問に対する回答書」（江東区役所企
画室 1974 年「ゴミ問題と江東区」27-29 頁に収蔵）． 

19 「22 区に対する『ゴミ投棄反対に関する公開質問』回答状況」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と
江東区」17-26 頁に収蔵）． 

20 しかしながら，13 工場計画は，東京都中期計画 1971 の補遺として公表されたもので，あくまで基本的
な方針を示しただけであり，候補地を含めた具体的な計画を示すものではなかった．東京都も，都議会で
の用地確保が難しいのではという質問に答えて，この計画は原則論的な考え方から出たもので，中期計画
そのものに繰り入れず補遺としたと説明している（東京都議会 昭和四十七 衛生経済清掃委員会速記録
年第二号 7 頁）． 

21 江東区報 1955 年 1 月 5 日（第 117 号）「年頭の辞」及び「五，南部開発」． 
22 江東区報 1958 年 12 月 25 日（第 209 号）「南に伸びる江東区 四回も埋立地を編入」，江東区報 1960 年

1 月 10 日（第 233 号）「伸びゆく江東区 将来は貿易の最前線に」． 
23 江東区報 1961 年 5 月 10 日（第 264 号）「江戸史談 163 ゴミと埋立（上）」，江東区報 1961 年 5 月 25
日（第 265 号）「江戸史談 164 ゴミと埋立（中）」，江東区報 1961 年６月 10 日（第 266 号）「江戸史談
165 ゴミと埋立（下）」． 
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八号地，夢の島は生ごみの埋め立てによって完成した埋立地であり，この間二十年余

における当区の迷惑はいまさら私たちが申し上げるまでもないのであります．先般八

号地が都の構想による葛飾沖埋め立ての搬入船の中継地に利用される計画においてす

ら反対を表明する区民感情を考えたとき，十五号地の生ごみ埋め立てとはとうてい私

たちの納得でき得ないところであります．すなわちこのような事態は，生ごみの処理に

適正な手段を欠く都当局の責任であり，わが江東区のみがその被害を全面的に負わな

ければならないという事態は，区民として承服できないのは当然であります．それは八

号地並びに夢の島において体験したあの生ごみによる悪臭，ハエの猛襲，加えて火災の

発生，ごみ収集車の区内横断による交通量の増加等々，私たち江東区民はゼロメートル

地帯における水禍と同じように生ごみの被害をこうむってきたのであります．都市美

化，ハエの駆除，衛生環境の改善など一連の都民運動が行われるとき，江東区民の一部

はハエは次から次へと発生し，悪疫の流行におびえ，悪臭は風に乗ってくると思うと，

区中心部はごみ収集車がわがもの顔に通る姿を見てきたのであります24． 

 

江東区議会は，「江東区地先 15 号地ゴミ埋立処理場の建設反対に関する決議」を可決し，

「非衛生な生ごみの処理が，区民の感情を無視して行なわれて来ており区民の南部地域開

発に対する希望を次々と破壊している25」として生ごみ投棄による公害被害を訴えている． 

1965 年 6 月には「夢の島ハエ騒動」が発生している．これは，夢の島（14 号埋立地）に

投棄されていた生ごみが温床となって異常発生したハエの大群が江東区内に来襲したもの

である．これに対して，江東区は，1958 年の夢の島への生ごみ埋め立て開始時に区議会を

中心とした運動の結果，サンドウィッチ覆土方式で埋め立てると都が約束したのにもかか

わらず，その約束が守られてこなかったことを非難している26． 

15 号埋立地建設への江東区の抗議を受けて，東京都は「ごみ埋立場の必要性は，45 年度

を目度とした清掃工場完備までの都内ごみ処理の方法として，万やむを得ず行っているも

のである」として，「現在の 8 号地にごみ車の集中による江東区内の交通のふくそうに対す

る解決策としては，埋立処分をなくすことである．即ち，清掃工場建設長期計画の早期実現

は勿論，各工場とも高能率の焼却炉を設置することであって，都は昭和 45 年度を目途とし

てこの目標達成に努力中である．」と回答している27． 

そもそも，1960 年代初頭より，東京都はごみの全量焼却を目標に掲げてきた．東京都で

は，1950 年代，1960 年代を通じて，内陸部の埋立場を閉鎖し，焼却処理を拡大する方針が

とられている．1958 年の首都圏整備計画では，内陸埋立地を 1966 年までに閉鎖し，焼却処

 
24 江東区議会 昭和三十九年第三回定例会 103 頁．  
25 江東区議会 昭和三十九年第三回定例会 140 頁． 
26 江東区区民部 1965 年「異常発生ハエ撲滅対策の記録」． 
27 清掃局長 関根通仲 1964 年 12 月 9 日「15 号埋立処理場の建設について」（江東区企画広報部 1977 年
「清掃・港湾問題と江東区（資料編）1」2-3 頁）． 
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理を拡大する計画が掲げられた28．1960 年の「清掃事業の将来計画」では，1970 年までに

焼却処理の割合を 1959 年の 11.1％から 49.3％まで増加させることが目指されている29．全

量焼却の方針は，1961 年の東京都議会で表明されており30，1963 年の東京都長期計画に織

り込まれている31．この計画では，1970 年までに全量焼却を達成し，埋立場に直接持ち込ま

れるごみをゼロにすることが掲げられている32．これ以来，全量焼却は東京都の重要な政策

目標となっていった． 

しかし，全量焼却は 1970 年までに達成されなかった．その原因の一つはごみ量の予測を

上回る増加である．全量焼却を掲げた 1963 年の東京都長期計画では 1970 年の可燃ごみ量

を 7,970 トン／日と予測していたが，実際には 1970 年の可燃ごみ量は 10,490 トン／日に

達した33．また，清掃工場建設は住民の反対もあり計画通りに進んでいなかった．1961 年に

計画が公表された北清掃工場は，激しい反対運動の末に 1969 年に稼働開始したが，1966 年

に高井戸の予定地が公表された杉並清掃工場は，ごみ戦争が勃発した 1971 年においても住

民との紛争が続いていた．また，東京都清掃局は，この他にも，ごみ質の変化，環境規制の

強化，焼却技術の急速な発展により，既存の清掃工場が時代遅れになり改修が必要になった

点を挙げている34． 

このように，東京都は清掃工場増設による全量焼却達成を目標としながらも，江東区と約

束した 1970 年には達成できず，大量の未処理の生ごみが 15 号埋立地に持ち込まれていた

のである．焼却率が 1961 年の 11.3％から 1970 年には 37.5％に上昇する一方で，同じ時期

に埋立場に投棄されるごみ量は 135 万トン／年から 225 万トン／年に増加している35．そ

のため，江東区民は未だにハエの大量発生やごみトラック公害に苦しんでいた36． 

江東区が 1971 年に自区内処理原則を提唱したのは，東京都が 15 号埋立地の延伸を打診

したことが直接的な契機となっているものの，その背景には以上のような生ごみ投棄反対

運動の経緯があったのである．つまり，江東区が自区内処理原則の受け入れを東京都と他区

に迫った最大の目的は，生ごみの埋め立てを早期に終わらせることにあったと考えられる．

そして，生ごみの投棄が終わらないのは，全量焼却の未達成，すなわち清掃工場の不足が原

因であると認識していた．東京ごみ戦争において江東区議会の司令塔的役割を果たした江

東区議会ゴミ投棄反対対策委員会の，1971 年 9 月 6 日に設置が決定された際の仮称は，「生

 
28 東京都広報渉外局首都建設部 1960 年「首都圏整備計画」． 
29 東京都清掃局 1960 年「清掃事業の将来計画」． 
30 東京都議会 昭和三十六年第三回定例会 衛生経済清掃委員会速記録 第十六号． 
31 東京都 1963 年「東京都長期計画」． 
32 このことは，ごみ分別の変更と関係している．生ごみは水分を多く含んでいることから焼却に不適とさ
れ埋立場に投棄されてきたが，東京都は 1961 年に生ごみの焼却を開始している．1963 年の長期計画は
この変更に応じて，それ以前の「焼却場建設 10 か年計画」を修正するものであった（東京都清掃局 2000
年「東京都清掃事業百年史」）． 

33 東京都 1963 年「東京都長期計画」． 
34 東京都清掃局 1971 年「東京のゴミ その現状と課題」． 
35 この値は，埋立処分も含めたごみ処分量全体に対する焼却処理の割合として計算されている（東京都清
掃局 1971 年「東京のゴミ その現状と課題」，76 頁）． 

36 例えば，ごみ戦争が勃発する約 1 年前の 1970 年 8 月にも，江東区はハエの大群に襲われている（読売
新聞 1970 年 8 月 19 日「江東再びはえ戦争 ぶつかって歩く住民 やはり夢の島？発生源」）． 
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ゴミ埋立反対対策協議会」であった37．また，1971 年 9 月 6 日の江東区議会の「声明」に

は，生ごみ埋立処理を問題視し，その解決を焼却工場の建設にみる認識が示されている38． 

 

その間われわれは一千万都民のため，生ゴミ埋立処理から生ずる悪臭，ハエの異常発生，

1 日延べ 5,000 台を超える運搬車による交通事故，交通渋滞，さらには搬入路への塵芥，

汚汁の飛散等，幾多の悪環境に耐えてきたところである．<中略>しかるに，都における

ごみ焼却工場の建設は遅々として進まず，本区に示した埋立完了年次は，その都度変更さ

れ，いつその生ゴミ埋立処理が終るか甚だ疑問であるといわざるを得ない．<中略>江東

区 36 万区民の生活環境を守り，住みよい町づくりのために，生ゴミ埋立処理の継続に対

し，重大な決意をもって絶対反対するものである． 

 

このように，江東区が自区内処理原則を唱えた目的は，清掃工場の建設を促進し，全量焼却

を達成することで，生ごみの投棄を終わらせることであったといえる． 

江東区の目的が全量焼却であったことは，清掃工場の操業制限への態度からも見ること

ができる．江東区議会では，清掃工場の稼働を制限するような協定に対する批判が出ている．

例えば，東京ごみ戦争直前の 1970 年の江東区議会では，北清掃工場が東京地裁の和解勧告

により二基のうち一基のみしか操業していないことについて，協定内容は北区住民の健康

を守ることを目的としているが，そのために都の清掃工場操業が計画通りに行っておらず，

このような生ごみを持ち込まれるのは遺憾であると述べられている39．東京ごみ戦争の最大

の争点であった杉並清掃工場の和解条項についても，「当初の予定では九百トンの処理能力

を持つ工場を建てるはずだったのが，六百トンにダウンした」「中野区のゴミも焼却する計

画が，杉並区だけのごみ処理に変更された」など不満を表明している40．たとえ自区内処理

原則に則った操業制限であっても，それが全量焼却達成を遅らせ，生ごみの投棄につながる

ことから，江東区は歓迎していないのである41． 

もちろん，江東区が東京都に求めたのは清掃工場の増設だけではなかった．上の「声明」

にも述べられているように，区内を通過するごみトラックが引き起こす被害への懸念は大

きかった．東京都も江東区の訴えに応じて，船舶輸送と積み替えによるごみトラック台数の

削減を約束している42．また，江東区には開発が遅れていることへの不満があり，ごみ処理

 
37 江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と江東区」53 頁． 
38 東京都江東区議会全員協議会 1971 年 9 月 6 日「声明」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と江東
区」15-16 頁に収蔵）． 

39 江東区議会 昭和三十五年 第三回定例会． 
40 朝日新聞 1975 年 7 月 22 日「都・江東区 約半年ぶりに話し合い」． 
41 杉並清掃工場の他にも，足立清掃工場，目黒清掃工場，光が丘清掃工場（練馬区）などで処理量を制限
する協定が結ばれている．東京都にとっても，全量焼却を達成するために確保できた用地でできる限り大
きな規模の工場を建設し，区境に制約されずごみを効率的に収集運搬・処理することが望ましかったた
め，こうした制限は歓迎できるものではなかった（東京 23 区清掃一部事務組合の職員への聞き取り調査 
2011 年 10 月 31 日）． 

42 東京都知事 美濃部亮吉 1971 年 10 月 7 日「ゴミ投棄反対に関する質問に対する回答書」（江東区役所企
画室 1974 年「ゴミ問題と江東区」27-29 頁に収蔵）， 
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施設の存在を開発促進の機会として利用してきた43．東京ごみ戦争においても，ごみ公害へ

の補償を求めている．東京都への公開質問状の中では，江東区には文化的施設が少ないこと

への不満が述べられており44，東京都は区立公園建設のための都有地の譲渡，工場移転跡地

利用での江東区の再開発，病院設置の検討，区民会館建設の予算措置などを回答している45．

しかし，長期的，根本的な解決策は，焼却容量を増大することに求められたのである． 

このことは，東京都と江東区は互いに対立しながらも，埋立依存から焼却中心のごみ処理

体制への脱却を目指すという点では一致していたことを意味する．上述のように，東京都も

1960 年代初頭から，増え続けるごみ量と埋立地の枯渇を背景に，清掃工場増設による全量

焼却と脱埋立依存を目指してきた．しかしながら，高度経済成長下でごみ量が予測を上回っ

て増加したことから，東京ごみ戦争が勃発した 1971 年に，東京都は 1985 年に全量焼却を

達成するためには日量 5,310 トンの焼却容量が新たに必要であると試算している46．そのた

め，これまでの周辺区に清掃工場を建設する枠組みでは対応できず，全量焼却のためには中

心区にも建設する必要が認識されていた．15 号延伸，そして中央防波堤の新処分場建設に

ついて江東区を説得する必要があったことに加え，全量焼却を達成し脱埋立依存を図るた

めに，清掃工場の建設を促進する自区内処理原則は東京都にとっても都合がよかったとい

える． 

以上のように，江東区が求めていたのは生ごみ投棄を終わらせるための焼却処理の増大

であったことから，自区内処理原則は焼却処理と強く結び付けられていった．また，東京都

も脱埋立依存のために全量焼却を目指しており，自区内処理原則を清掃工場増設，そして一

区一工場計画に結び付けていったのである． 

  

自区内処理原則と清掃事業の区移管 

自区内処理原則のもう一つの特徴は，「自区内」，すなわち各区内での処理を求めている点

である．上述した都知事への公開質問状においても，22 区への公開質問状においても，「各

区内で発生するゴミは，可燃または不燃ゴミを問わず各区内のいずれかの場所で処分すべ

きが原則」，「『自区内で発生するゴミは自区内で処分する処分場を持つ』という原則」と述

べられている47． 

江東区がこのように訴えたのは，これまで東京都と江東区の間で交渉されてきたごみ問

題に，他の 22 区を巻き込む狙いがあったと思われる．江東区は，都心部での用地確保の困

 
43 東京の江東五区（江東区，葛飾区，江戸川区，足立区，墨田区）には，東京オリンピックを通じた急速
な発展から取り残されているという思いがあり，1965 年には江東五区開発促進連盟を結成している(江東
区報 1965 年 3 月 15 日（第 330 号）「都心との格差をなくそう 江東五区開発促進連盟が発足」)． 

44 東京都江東区議会議長 米沢正和 1971 年 9 月 29 日「ゴミ投棄反対に関する公開質問」（江東区役所企画
室 1974 年「ゴミ問題と江東区」16-17 頁に収蔵）， 

45 東京都知事 美濃部亮吉 1971 年 11 月 25 日「ゴミ投棄反対に関する質問に対する回答書の補足につい
て」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と江東区」29-31 頁に収蔵）， 

46 東京都企画調整室 1971「東京都中期計画 1970」， 
47 「22 区に対する「ゴミ投棄反対に関する公開質問」回答状況」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と
江東区」17-26 頁に収蔵）． 
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難から，一区一工場が実現可能であるとは考えていなかった48．22 区への公開質問状の中で

も，江東区は一区一工場が難しい場合の，近隣数区での設置場所検討の是非を訊いている49．

東京ごみ戦争より前においては，江東区は東京都を交渉相手として生ごみ投棄反対運動を

展開してきた．自区内処理を唱えることで，ごみ問題は江東区だけではなく 23 区全体の問

題であることを明示し，江東区にごみを送っている各区がごみ問題に取り組むことを訴え

たものであるといえる50． 

一方，「各区のごみは各区で処理する」という原則は，清掃事業の区移管と結びつけられ

て理解されていった．この背景には，特別区における自治権拡充運動がある．戦後，特別区

は，1947 年の地方自治法において区長公選制，課税権，条例制定権を備えた基礎的な地方

公共団体として位置づけられた．その後，人事権や課税権，事務権限をめぐる都区間紛争が

激化し，1952 年の地方自治法改正で都が基礎的な地方公共団体となり，特別区は都の内部

団体に位置づけられることになった．それに伴い，区長公選制の廃止，区の事務は制限列挙

し法定化，都区間の事務調整の強化（都の調整条例制定権，都知事の助言勧告権），区職員

の都による定数管理，派遣といった扱いを受けることになった．23 区は自治権拡充運動を

展開し，1964 年の地方自治法改正では，福祉事務所の事務など事務権限の大幅委譲，地方

税法による課税権の法定化，都区協議会の法定化を勝ち取った．1974 年の地方自治法改正

では，区長公選制の復活，人事権の確立，事務配分原則の転換（都の特例規定がない限り市

と同等），保健所設置市の事務などの移譲といった成果を上げている． 

清掃事業の事務移管は，自治権拡充運動における争点の一つであった．清掃事業は基礎自

治体が実施する典型的な業務であるとされてきた．1900 年の汚物掃除法において，市は廃

棄物処理の責任を負うことになった．1954 年制定の清掃法，1970 年の廃棄物の処理及び清

掃に関する法律においても，清掃事業は市町村の責任とされている．しかし，23 区におい

ては，東京都が清掃事業を担ってきた．元々，戦前においては東京市が現在の 23 区に相当

する地域の清掃事業を所掌していたが，1943 年に東京市が東京都に併合されたことから，

清掃事業も東京都によって担われることになった．終戦間際の 1945 年 7 月には疎開による

人口減少から清掃事業は各区に移譲されるが，戦後は再び東京都が実施することになった．

23 区は，自治権拡充運動の中で，清掃事業の区移管を求めてきた．清掃事業の区移管は，

 
48 読売新聞 1971 年 10 月 12 日「ゴミ戦争 江東の質問状に 17 区が回答 「自区内処理」に大半賛成」． 
49 質問事項の(5)「現実的には(1)の原則の上にたちましても既に既設清掃工場があり，また東京都の計画
もありますので，当面の措置として一区一工場が至難な場合，近隣数区による協議等により清掃工場の設
置場所を決定する必要が生じたときは，ご参加願えますか」「22 区に対する「ゴミ投棄反対に関する公開
質問」回答状況」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と江東区」17-26 頁に収蔵）． 

50 1971 年９月６日の江東区議会全員協議会では「ゴミ問題解決はひとり江東区だけでなく，二十三区共通
の問題である．われわれはもはやゴミ埋立て継続を容認できない．三十六万区民の生活環境保護のため，
重大決意をもって絶対反対する」という声明が全員一致で採択されたという（毎日新聞 1971 年 9 月 7 日
「生活環境を守るため ゴミ捨てはゴメン 江東区議会 重大決意の声明」）．また，江東区議会は，公開質
問状は「果たし状」ではなく，都民が一緒に考えるべき問題であることを知らせたかったという(読売新
聞 1971 年 10 月 12 日「ゴミ戦争 江東の質問状に 17 区が回答 「自区内処理」に大半賛成」)．区長で
あった小松崎軍次も「今回の質問状は，ゴミ問題をいかに前向きで解決するか，都民一人一人に考えても
らいたいという意味で，提起をしたわけです」と述べている（小松崎軍次・柴田徳衛・三柴喜久雄 1971
年「《座談会》清掃問題と東京都政の課題」東京都政調査会編『都政』16(11) 6-18 頁）． 
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1964 年の地方自治法改正に書き込まれたが，東京清掃労働組合と日本社会党の反対によっ

て附帯決議がつけられ，別に法律が定める日まで，清掃事業は東京都が継続して実施するこ

ととされ，事実上棚上げされた．この時期においては，収集運搬のみが移管の対象として議

論されていたが，清掃工場や埋立場などの清掃施設が偏在していることから，それすらも不

可能であると主張された． 

自区内処理原則は，このような政治的文脈の上に提唱されたため，自治権拡充運動及び清

掃事業の区移管と結び付けて理解された．江東区による 22 区への公開質問状に対して，い

くつかの区の区長と区議会議長は，清掃事業移管と関連付けた回答をしている．例えば，文

京区長は，特別区の自治権拡充の立場から自区内のごみを自主的に処理するという原則に

賛意を示しながらも，終末処理については都の責任において全都的に一体として処理する

ことが望ましいと述べている51．豊島区議会議長も，23 区が推進してきた自治権拡充運動に

おいて清掃事業の移管要求もされてきたものの，収集運搬のみであり，終末処理は都の責任

において広域的に実施するのが妥当とされてきたという認識を示している5253． 

東京都ごみ対策専門委員会の提言でも，自区内処理原則について次のように述べられて

いる54． 

 

東京都における 23 区は，行政的集団という形体から，独立自治体としての性格に変化

してゆく傾向がますます強められている．今日のごみ戦争は，その発端の 1 つに他の区

の「後始末」を集中して引き受ける「独立区」の反撥があったことはいうまでもないが，

独立自治体としての名と実をかかげるためには，ごみ処理に対しても無関心あるいは他

区への依存の姿勢をもつことは許されない．全量焼却による自区内処理は，ごみの始末を

自分でつけるべき区民の姿勢をしめす一側面として，配置計画のための大きな条件にと

りあげることにしたい． 

 

このように，東京ごみ戦争を独立自治体としての江東区の「反撥」として認識しつつ，自区

内処理原則を同じ独立自治体の他区の責任として捉えている．さらに，東京都ごみ対策専門

委員会の提言では，排出者の自己処理責任の原則を地域的に敷衍した地域処理の原則55に合

致するとして，収集だけでなく中間処理の将来的な区移管が提言されている56． 

 東京都議会においても，清掃事業の移管と自区内処理の関係について議論されている． 

例えば，村井大吉議員は，各区内のごみは各区で処分する原則と特別区移管との関係につい

 
51 「22 区に対する「ゴミ投棄反対に関する公開質問」回答状況」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と
江東区」17-26 頁に収蔵）． 

52 「22 区に対する「ゴミ投棄反対に関する公開質問」回答状況」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と
江東区」17-26 頁に収蔵）． 

53 他にも，文京区議会議長や台東区長が同様の回答をしている（「22 区に対する「ゴミ投棄反対に関する
公開質問」回答状況」（江東区役所企画室 1974 年「ゴミ問題と江東区」17-26 頁に収蔵））． 

54 東京都清掃局企画部 1972 年「清掃工場の配置と規模について（東京都ごみ対策委員提言）」75-76 頁． 
55 東京都は，自区内処理ではなく「地域処理」という言葉を用いることが多かった． 
56 東京都清掃局企画部 1972 年「ごみ対策における体制の整備について（東京都ごみ対策委員提言）」． 
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て問いただし，「ごみ戦争の解決は区移管以外にない．江東区の提唱する自区内処理の精神

を活かすだけでなく，自治権拡充と知事の目指すごみ戦争への全都民参加を可能とならし

める」と述べている57．他にも，ごみ戦争を解決するために自区内処理原則に基づいて清掃

事業を区移管すべきという議論が出てきている58．これに対し，美濃部都知事は，自区内処

理と自治権拡充を支持しているものの，清掃施設の未整備，偏在という状況では区移管は難

しく，まずは清掃工場と終末処理施設の完成に全力を注ぎ，その後で移管を検討する旨の答

弁をしている59．しかし，その後は，自区内処理と清掃事業区移管の関係については明言し

ていない． 

その背景には，都職労や東京清掃労働組合の移管反対がある．上述したように，東京清掃

労働組合は清掃事業の区移管に反対してきた．そのため，自区内処理原則と清掃工場建設を

支持しつつも，それが清掃事業の区移管につながっていくことを強く警戒していた．江東区

が東京都と 22 区に公開質問状を送付し自区内処理を訴えた直後の 1971 年 10 月には，都議

会の村井大吉議員の質問の中に清掃事業区移管が含まれていることを察知し，清掃局長，企

画調整局長に対して申し入れをして，区移管への反対を確認している60．また，議会で都知

事が移管を今後の検討課題としたことについても，副知事との交渉をもち，知事発言の真意

を問いただしている61． 

このように，自区内処理原則は清掃事業区移管と結び付けられ，単に清掃工場を各区に建

設するという一区一工場政策を超えて，各区が清掃事業に責任を負うべきであるという都

区制度の問題に波及していった．1970 年代にはその波及は限定的であったものの，1990 年

代の第二次ごみ戦争においては，自区内処理は都区制度改革の一大争点となる． 

 

3. 一区一工場の後退と江東区 

自区内処理原則は，1970 年代初頭に大きく注目されたにもかかわらず，一区一工場は実

現されないまま 1970 年代の終わりには東京都の廃棄物政策から消え去っていく．東京都は

東京都中期計画 1972 の補遺で 13 清掃工場建設の方針を示したものの，都心部においては

候補地を確保することが困難であった．1972 年 6 月の都議会では，13 区のうち候補地が見

つかりそうなのは 5 区に過ぎないと述べられている62．東京都中期計画 1974 が公表された

時点で，候補地が公表されていたのは，新宿，渋谷，目黒の 3 区のみであった．しかし，渋

谷区の候補地は代々木公園内にあり，代替的な公園スペースの確保が必要とされた．また，

目黒は東京工業試験所目黒分室の跡地が候補地とされたが，移転が遅れていた．自区内処理

 
57 東京都議会 昭和四十六年第三回定例会 本会議，及び第四回定例会 本会議における村井大吉氏の発言． 
58 例えば，東京都議会 昭和四十六年第四回定例会 本会議における岡本丈氏の発言，東京都議会 昭和四十
七年第一回定例会 本会議における岡田幸吉氏の発言などを参照． 

59 東京都議会 昭和四十六年第四回定例会 本会議における村井大吉氏の発言への美濃部都知事の回答． 
60 東京清掃労働組合 1971 年 10 月 28 日「第 3 回中央委員会議案と報告」． 
61 同上． 
62 東京都議会 昭和四十七年 衛生経済清掃委員会速記録 第二十三号． 
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原則の象徴として公表された西新宿の再開発予定地での計画は，新宿区や大企業の猛反対

を受けることになった．1976 年の東京都清掃審議会答申「ごみ量の変化に伴う清掃施設整

備の基本的考え方について」では，未設置区を優先しつつも，複数区での共同設置を容認す

る提言がされた63．これを受けて，13 工場計画はうやむやになり，一区一工場は形骸化して

いく．そして，1979 年の鈴木都政誕生後は，もはや政策文書で言及されることもなくなっ

た． 

 こうした自区内処理原則の後退に対して，江東区は強硬な姿勢を見せてはいない．「清掃・

港湾問題と江東区」に収められている資料の中で，自区内処理原則が東京都との交渉におい

て言及されたのは 1975 年が最後であった．1976 年に清掃審議会が一区一工場の見直しを

提言した際にも，江東区は強く抗議はしていない．1977 年の区報で「ごみ戦争はまだ終わ

っておらず，自区内処理も未達成である」と述べられているものの64，江東区の自区内処理

原則への支持は弱まっていく． 

 その理由の一つは，杉並清掃工場問題が解決に向かったことである．杉並清掃工場をめぐ

っては，計画が公表された 1966 年以来，候補地の土地所有者を中心とした反対運動が継続

していた．杉並清掃工場問題は，自区内処理実現のためのボトルネックと見られていた．す

なわち，東京都は，もし杉並清掃工場が建設できなければ，全区に清掃工場を建設するとい

う都の決意は信用を失い，他の清掃工場計画の成否にも影響を及ぼしかねないと認識して

いた65．最終的には，江東区による 2 度のごみ搬入阻止66を経て，美濃部都知事が土地収用

の手続きを再開する決意をしたことにより，反対運動が調停に応じる意思を示し，1974 年

4 月には東京地方裁判所で調停の手続きが開始される． 

 江東区にとっても，杉並清掃工場問題は最大の焦点であった．当時の小松崎軍次区長は，

次のように述べている． 

 

それからもう一つは，杉並，足立等の反対というものを新聞でよんだ区民の率直な，素

朴な考え方はこうなんです．「杉並や足立が反対しているから清掃工場はできないんだ．

それじゃ，反対しないわれわれはいったい普通の人間じゃないのか，話にきくとゴミとい

うのは，江東区へもっていって捨てればいいんだ，という，じゃ江東区に住んでいるもの

は人間じゃないのか」ということを住民はいってくるのです．だから，むこうが反対して

できないんなら，われわれも捨ててもらったら困るというのが住民の考え方です67． 

 
63 東京都清掃審議会 1976 年「ごみ量の変化に伴なう清掃施設整備の基本的考え方について（答申）」． 
64 江東区報 1977 年 7 月 1 日（第 481 号）「ゴミ問題と江東区の立場 終わっていないゴミ戦争 今後も都
区間で協議を継続」． 

65 杉並正用記念財団 1983 年『東京ゴミ戦争 高井戸住民の記録』． 
66 一度目は，1972 年の年末である．大掃除によるごみ量増加に対応するために杉並区の和田堀公園に臨時
の積み替え所を置こうとしたところ，地元住民による反対を受け，東京都は計画を中止した．これを受け
て，江東区議会議員が中心となり，杉並から来たごみ収集車を 15 号埋立地の入り口で追い返した．2 度
目は 1973 年 5 月で，これは杉並清掃工場の候補地選定を再検討していた杉並清掃工場問題都区懇談会
を，反対派が流会させたことに応じて実施されたものである． 

67 小松崎軍次・柴田徳衛・三柴喜久雄 1971 年「《座談会》清掃問題と東京都政の課題」東京都政調査会編
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自分のゴミはどうするか自分で考える．人には迷惑をかけない，という気持ちを全都民

がもたなければこの問題は解決しない．したがって，現在問題になっている杉並，それか

ら足立の工場の目鼻がつかんうちは，旗はおろせないということです68． 

 

みんな見ているんですから，杉並，足立が反対で通ったんなら，われわれだってそうは

いかない．それは誰が見ても適地だと思うけれども，こっちの反対があったからしょうが

ない，こっちにもってくると，理屈じゃなくなっちゃうんです． 

ですから杉並と足立の解決がなければつまり，計画されたものを実現してくれなけれ

ば，あとの問題の解決がない．それはなにがなんでもやってもらわなければならない．そ

れまでは旗を降ろせないというのがわたしどものほうの考えです69． 

 

このように，区民感情からも，全量焼却を達成するための今後の清掃工場計画のためにも，

杉並清掃工場問題が解決するまでは「旗を降ろせない」と認識されていた．裏を返せば，杉

並清掃工場問題が解決に向かったことは，江東区としてもごみ戦争を終結させる出口戦略

を模索するきっかけとなったといえる．実際に，1974 年に高井戸の反対運動が和解に向け

て動き出すと，江東区はごみ戦争の中心となってきた区議会のゴミ対策特別委員会の人数

を半分以下に縮小している70． 

もう一つは，ごみ量増加の鈍化である．1960 年から東京ごみ戦争に至るまで，東京都の

ごみ量は年平均で約 12％という急激な勢いで増加してきたが，1973 年のオイルショックが

高度経済成長に終止符を打つと，ごみ量の増加率も鈍ることとなった．1973 年には前年度

の排出量を下回り，その後は増加に転じたものの，増加率は 1973 年から 1978 年の平均で

3.7％にまで低下している71．第二次オイルショックが発生した 1979 年には，前年度より

10％近く減少している．そして，1980 年代前半を通じて，ごみ量は微減していった72． 

 上述したように，江東区は東京ごみ戦争以前から生ごみ投棄反対運動を展開しており，江

東区にとって自区内処理原則の目的は焼却処理を促進し，埋立場に運び込まれる未処理の

生ごみを減らすことであった．ごみ量増大が鈍化したことにより，焼却率は1972年の31.7％

から，1977 年には 88.2％へと上昇した73．また，将来ごみ量予測も見直され，全量焼却は

 

『都政』16(11) 11-12 頁． 
68 小松崎軍次・柴田徳衛・三柴喜久雄 1971 年「《座談会》清掃問題と東京都政の課題」東京都政調査会編
『都政』16(11) 12 頁． 

69 小松崎軍次・柴田徳衛・三柴喜久雄 1971 年「《座談会》清掃問題と東京都政の課題」東京都政調査会編
『都政』16(11) 18 頁． 

70 委員会の人数は 23 人から 10 人減らされた(毎日新聞 1974 年 5 月 10 日「“ゴミ対委”縮小し再生 江東
区議会「清掃埋立委」と改称」)． 

71 東京都清掃局 2000 年「東京都清掃事業百年史」． 
72 同上． 
73 東京都 1969 年「東京都中期計画 1968」，東京都企画調整室 1972 年「東京都中期計画 1971」，東京都清
掃局 1977 年「事業概要」，東京都清掃審議会 1976 年「ごみ量の変化に伴なう清掃施設整備の基本的考
え方について（答申）」． 
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一区一工場なくても達成される見込みとされた．例えば，1976 年の東京都清掃審議会答申

は増加率が年 2-3％になると想定している．これにより，東京都中期計画 1971 年では 1985

年に 18,246 トン/日と予測されていたごみ排出量が，清掃審議会答申では 12,800 トン/日

と推計されており，全量焼却のために新たに必要な清掃工場の数も５か 6 とされた74．1982

年の東京都長期計画では 2000 年まで年間 400 万トン前後で推移すると予想し，1995 年度

に全量焼却を達成するために，杉並，光が丘，大田，目黒を含む 5 工場を新設，既存の 5 工

場を建て替えるとしている75．すなわち，一区一工場でなくとも全量焼却は達成見込みであ

り，江東区としても自区内処理に固執する動機は弱まったと考えられる． 

 同時に，ごみ量増加の鈍化は，江東区が自区内処理の実現を求める政治機会を閉ざしてい

った．東京ごみ戦争が勃発した 1970 年代初頭においては，深刻なごみ危機が東京都との交

渉材料を与えていた．すなわち，ごみ量が急激に増大しており，また今後とも増大し続ける

と予想されていたため，東京都としては何としても江東区を説得して中央防波堤の新処分

場建設を急ぐ必要があった．実際に，江東区は，新処分場への同意条件として，自区内処理

原則の実現や補償的措置を含むその他の施策の実施を東京都に迫ってきた．しかし，ごみ量

増加の鈍りにより東京の危機感が弱まると，ごみ危機を利用した交渉も終わりを迎えるこ

とになる．1977 年には，都有地譲渡と引き換えに中央防波堤外側処分場の建設に同意した

76．ごみ量増加の鈍りにより新処分場は当初の想定よりも長く使えると見込まれたこともあ

り，新処分場建設を「人質」に取った対都交渉は終焉をむかえる． 江東区が再び自区内処

理原則を強く求めるのは，1990 年代を待たなければならない． 

 

4. 自区内処理原則の復活と自治権拡充運動 

自区内処理原則の復活 

 自区内処理原則は，1990 年代に再び廃棄物処理政策において大きく取り上げられること

になる．東京清掃審議会による 1990 年の答申は，2000 年までに 3,400 トン／日の処理能

力を持つ新しい清掃工場を建設し，その配置は自区内処理原則に基づくべきであると提言

した77．答申では，都市化した地域で候補地を見つけるのが難しいことは認めながらも，清

掃工場のない区においては，たとえ小さな工場にしか適さない土地であっても確保する努

力をすべきだと主張された78．これを受けて，東京都は 1991 年に清掃工場建設計画を公表

した．この 20 年間に及ぶ計画では，自区内処理が廃棄物処理における重要な原則として強

調され，基本的には清掃工場のない 11 区に狙いを定めたものになっている79．世田谷区の

 
74 東京都清掃審議会 1976 年「ごみ量の変化に伴なう清掃施設整備の基本的考え方について（答申）」． 
75 東京都 1982 年「東京都長期計画: マイタウン東京 21 世紀をめざして」． 
76 毎日新聞 1977 年 5 月 25 日「江東ゴミ戦争 やっと決着 都が土地を譲歩」，毎日新聞 1977 年 5 月 27 日
「収拾案に基本合意 ゴミ戦争で江東区議会特別委」． 

77 東京都清掃審議会 1990 年「清掃事業の今後のあり方について（答申）」． 
78 東京都清掃審議会 1990 年「清掃事業の今後のあり方について（答申）」． 
79 東京都清掃局 1991 年「清掃工場建設計画」． 
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三番目の清掃工場と，江東区地先の埋立場に係留する台船型清掃工場は，既に清掃工場が存

在する区への計画であったが，予定通り進めば 2011 年までに清掃工場がある区が 20 区に

なる計画となっている．新宿区，台東区，文京区の 3 区には具体的な計画は示されなかった

が，東京都は検討を続けるとした． 

 東京都が自区内処理原則を再び掲げた背景には，江東区の抗議活動がある．1980 年代に

は沈黙していたのにもかかわらず，1990 年代になると江東区は再び自区内処理原則を積極

的に主張し始める．江東区は，23 区中 11 区に依然として清掃工場が建設されておらず，建

設計画すらないことを指摘し，自区内処理原則の実現を要求した80．1991 年には江東区議

会議員が 22 区を訪れ，各区長と区議会議長に自区内処理原則の未達成と清掃工場建設への

協力を訴えた81．1991 年の清掃工場計画は，江東区を説得するために作成されたものであ

った． 

 しかし，江東区は 1991 年の清掃工場建設計画が公表されたのちも，自区内処理キャンペ

ーンを継続した．江東区は東京都に公開質問状を再度送付し，台船型清掃工場の白紙撤回と，

計画のない 3 区に実行可能な建設計画を示すように求めた82．鈴木都知事は江東区の負担に

ついて謝罪し，計画通りに建設を進めることを約束した83．江東区の自区内処理推進活動は，

1995 年に青島都知事が区を訪問し，その時点で候補地が決まっていなかった台東区と文京

区にも清掃工場を建設することと，台船型清掃工場の見直しを約束するまで続いた84． 

 江東区が再び自区内処理原則を積極的に主張した背景には，1980 年代後半のごみ量増加

がある．1979 年の第二次オイルショック以降，ごみ量は約 380 万トン／年で推移していた

が，1985 年から年平均約 5.6％のペースで増加をはじめ，1989 年には約 490 万トン／年に

達した85．この結果，自区内処理の目的であった全量焼却は未だ達成されていなかった．1980

年代には，全量焼却は一区一工場でなくても達成できると見込まれていた．しかし，1980

年代後半のごみ量増加により，1990 年時点で約 20％の可燃ごみが焼却されず直接埋立処理

されていた86． 

 加えて，ごみ量の急増は，再び処分場の危機をもたらした．1977 年に江東区が都有地譲

渡と引き換えに同意した中央防波堤外側処分場が，想定よりも早く処分量の限界に達する

見込みとなった．1987 年には，この処分場は 1995 年までは利用可能であると見込まれて

 
80 江東区企画部 1989 年「清掃・港湾問題と江東区（資料編）11」，江東区企画部 1990 年「清掃・港湾問
題と江東区（資料編）12」． 

81 江東区議会議長 米沢正和 1991 年 7 月 31 日「江東区地先新海面処分場建設計画に反対する要請」（江東
区企画部 1992 年「清掃・港湾問題と江東区（資料編）14」139-140 頁），都政新報 1991 年 7 月 26 日
「江東区議会 新海面処分場「安易な建設に断固反対」 “第二次ごみ戦争”宣言？」． 

82 江東区議会清掃港湾特別委員会 1991 年 11 月 6 日「新海面処分場に関連する清掃工場建設計画等に対
する意見」（江東区企画部 1992 年「清掃・港湾問題と江東区（資料編）14」144 頁）． 

83 1992 年 5 月 27 日「新海面処分場問題の経過について」（江東区企画部 1992 年「清掃・港湾問題と江東
区（資料編）14」157-162 頁）． 

84 1996 年 5 月 1 日「新海面処分場問題の経過について」（江東区企画部 1996 年「清掃・港湾問題と江東
区（資料編）18」37-45 頁）． 

85 東京都清掃局 2000 年「東京都清掃事業百年史」． 
86 東京都清掃局 1991 年「清掃工場建設計画」． 
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いたが87，東京清掃審議会の 1990 年中間報告はあと 2 年 10 か月で満杯になると予測して

いる88．そのため，東京都にとって，新たな処分場の建設が喫緊の課題となっていた．東京

都は 1989 年に東京都港湾審議会に新処分場について諮問し，審議会は新海面処分場（中央

防波堤外側沖），葛西沖，羽田沖の３候補地を検討した．その際，江東区は鈴木都知事に公

開質問状を送付し，候補地選定において区との緊密な協議と清掃事業における負担の公平

を求めた89．しかし，1991 年に東京都港湾審議会が提出した中間報告書は，中央防波堤外側

処分場沖の新海面処分場を候補地と勧告するものであった90．江東区が自区内処理原則を再

び主張したのは，この新海面処分場への抗議の中においてであった． 

 以上のようなごみ量の急増と新処分場建設は，江東区が自区内処理原則を再び主張する

動機とともに，政治的機会をもたらした．新海面処分場の建設のためには公有水面埋立法に

基づく免許が必要になるが，その過程では関係自治体議会の議決に基づく首長意見を聞か

なければならない91．上述したように，1991 年の清掃工場建設計画は，江東区を説得するた

めに策定されたものであった．江東区は，東京都の廃棄物処理政策における長期的視点の欠

如と安易に埋立処分に頼る傾向を批判していた92．東京都港湾審議会が中間答申を提出しよ

うとする際に，江東区長と江東区選出の都議会議員は，廃棄物処理の長期的展望が示されな

い限り新処分場に同意しないと主張した93．1991 年の清掃工場建設計画は，江東区を説得

するために作成された廃棄物処理の長期的展望の一つであった．既存の処分場の使用期限

が迫る中で，1991 年の清掃工場建設計画公表後も，江東区は新処分場への同意を 1995 年

まで留保し，自区内処理を含む諸施策の実現について東京都と交渉していった． 

 

労使交渉と一区一工場の加速 

1990 年代に自区内処理が推進されたのは，江東区の要請だけが原因ではない．この時期

の都区制度改革と清掃事業移管をめぐる労使交渉が，一区一工場をさらに加速していった

のである．1990 年代前半は，23 区による自治権拡充運動が盛り上がりを見せた．基礎的地

方公共団体への昇格を目指す 23 区は，地方制度改革を目指す鈴木都知事と自治省に働きか

けを行った．この交渉の中で，自治省は，これまで東京都が事務権限をもっていた清掃事業

を各区に移管すること，移管に際して関係者の合意を得ることを，地方制度改革の条件とし

 
87 東京都企画審議室 1987 年「マイタウン東京 87」． 
88 東京清掃審議会 1990 年「清掃事業の今後のあり方について（中間答申）」． 
89 江東区議会議長 倉前栄一 1989 年 10 月 9 日「ごみの新処分場問題に関する意見書」（江東区企画部 1990

年「清掃・港湾問題と江東区（資料編）12」24 頁）． 
90 東京都港湾審議会新海面処分場検討部会 1991 年「廃棄物等の新たな海面処分場整備の基本方針につい
て―中間報告―」． 

91 1991 年 8 月に港湾審議会が最終答申を提出する際には，江東区長は新処分場建設の免許取得手続きにお
いて区長意見を聞く必要があるため，もし自分が拒否すれば新処分場は建設されないと述べている（江東
区議会会議録 平成三年 第四回定例会）． 

92 都区協議会 1989 年 12 月 18 日「清掃問題都区協議会における委員会意見」，都区協議会 1989 年 11 月
13 日「都区協議会における委員会意見」（いずれも，江東区企画部 1990 年「清掃・港湾問題と江東区（資
料編）12 に収蔵」）． 

93 江東区議会会議録 平成三年 第四回定例会． 
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て示した94．すなわち，都区制度改革を実現し基礎的地方公共団体となるためには，これま

で清掃事業の区移管に反対してきた東京都区職員労働組合，特に東京清掃労働組合の同意

を得る必要が生じたのである． 

 自区内処理は，労組との交渉の中で大きな焦点となった．当初，都と 23 区は収集運搬の

みの部分移管を想定していた95．上述のように，これまでの自治権拡充運動の中でも清掃事

業の移管は大きな争点であったが，処理施設の偏在から処理処分の移管は想定されていな

かった．しかし，労組は処理処分を含めた全面移管，すなわち自区内処理（各区による自己

完結的な清掃事業）の実現を移管の条件として要求したのである96．これは，実現不可能な

条件を押し付け，移管自体を潰す戦略であった．交渉の結果，将来的に各区が焼却処理に責

任を負うこと，移管の時期までに一区一工場の実現に見通しをつけることで 1994 年に合意

された97．これにより，東京都と 23 区は清掃工場建設計画を前倒しで実施するとともに，

候補地未決定区での候補地探しを急ぐことになる．1990 年代に自区内処理が大々的に喧伝

され，一区一工場の実現に向けた努力がなされた背景には，都区制度改革をめぐる政治的な

事情があったのである． 

 しかし，自区内処理が清掃事業の移管，そして都区制度改革の条件とされたことについて，

他の 22 区はもちろん，江東区も必ずしも歓迎していない．例えば，当時江東区長であった

室橋昭は批判的な考えを示している．室橋は，今まで収集運搬だけだったのが処理処分まで

俎上に乗り移管の範囲が拡大され，処理までは自区内処理とされたことで都区制度改革は

ますます困難になったこと，また，清掃工場の建設は遅々としていて，しかも 23 区が責任

を被されており，制度改革が実現しなかったら 23 区の責任にされかねない状況であること

への不信と不満を述べている98．また，労使交渉で，新海面処分場の供用開始も清掃事業区

移管の条件になっていた．これに対しても，江東区はまだ反対しており，埋立免許の地元区

了承の担保も取っていないと不満を述べている99．江東区が 1995 年に新海面処分場建設に

同意したのは，その供用開始が都区制度改革の条件とされてしまったという事情もあった

のである100． 

 

5. 2003 年の自区内処理原則放棄をめぐって 

江東区及び労組との交渉を経て，自区内処理原則は廃棄物処理政策に大きく反映されて

いったものの，1990 年代の後半になると早くも失速する．1997 年の「素案」において 1991

 
94 この経緯については，三宅（2006），成田（1998）を参照． 
95 都区制度検討委員会 1986 年「都区制度改革の基本方向」． 
96 東京都区職員労働組合 1995 年『都区制度改革をめぐる闘いの歩み』． 
97 東京都区職員労働組合 1995 年『都区制度改革をめぐる闘いの歩み』． 
98 江東区長・室橋昭 1998 年『我がまち・江東に愛と誇りを : 続雑記帳』三報社印刷 112-116 頁． 
99 同上． 
100 区制対策特別委員会・清掃港湾・臨海部対策特別委員会 1998 年 10 月 21 日「区制対策，清掃港湾・臨
海部対策特別委員会のまとめ」（江東区企画部 1999 年「清掃・港湾問題と江東区（資料編）21」46-47
頁）． 
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年の清掃工場建設計画の見直しがされ，中央清掃工場以降の 6 工場（千代田，中野，荒川，

新宿，台東，文京）の計画を再検討することが示された101．この「素案」は 1997 年末に公

表された「東京スリムプラン 21」に反映された．「東京スリムプラン 21」においては，自区

内処理は依然として重要な原則として言及されているものの，6 清掃工場の計画は後ろ倒し

にされた102．これに対し，労組は自区内処理を放棄したものとして，清掃事業区移管の断念

を迫った．しかし，自治省が労組の合意なしでの移管を認めたことにより103，2000 年に清

掃事業は区移管され，東京二十三区清掃一部事務組合に引き継がれた． 

2000 年の一般廃棄物処理基本計画では東京スリムプラン 21 の清掃工場計画が維持され

たものの104，一部事務組合はその見直しに着手し，2002 年にはこれ以上の清掃工場建設を

不要とする報告をしている105．これを受けて，23 区は自区内処理と一区一工場政策を維持

するかをめぐって議論している．結果，2003 年に，東京スリムプラン 21 で先送りされてい

た清掃工場計画を白紙化し，一区一工場政策と放棄するとともに，各区が焼却処理まで責任

を負う自区内処理体制への移行も断念され106，今後も一部事務組合によって共同処理を継

続することが確認されている107．こうして自区内処理原則は放棄されることになった． 

 しかし，江東区は一連の自区内処理原則の後退，そして放棄に対して，強い抗議をしてい

ない．1997 年の清掃工場計画見直しの際には，江東区議会は新海面処分場への同意条件に

反するものとして非難したものの，改定を受容している108．また，江東区は 1998 年の新海

面処分場Ｂブロックの供用開始についても受容している．1995 年の新海面処分場建設への

同意に際して，江東区を説得するために，東京都はブロックごとの事前協議と区同意を受け

入れていた．すなわち，新しいブロックでの埋立を開始するごとに，江東区との協議が必要

とされる．しかし，B ブロック供用開始の協議において，江東区は自区内処理に基づき清掃

工場未設置区が何らかの責任を担うことを求めたものの，全区への清掃工場建設には固執

していない109． 

2003 年の清掃工場計画の白紙化に際しても，江東区は反対をしていない．反対したのは，

新宿，荒川，中野という計画を白紙化される区で，3 区は予定通り用地を購入することを求

めた110．3 区には，自区内処理が社会的合意になっている状況で，清掃工場が自区内にない

 
101 東京都清掃局 1997 年「施設整備の考え方（素案）」及び「清掃工場整備計画（素案 2）について」． 
102 東京都清掃局 1997 年「東京スリムプラン 21」． 
103 この経緯については，三宅（2006）を参照． 
104 東京二十三区清掃一部事務組合 2000 年「一般廃棄物処理計画」． 
105 東京二十三区清掃一部事務組合 2002 年「一般廃棄物処理基本計画見直し検討会報告」． 
106 清掃事業の移管に際しては，一部事務組合による 23 区全体の共同処理から，複数区によるブロック処
理を経て，自区内処理に移行することが想定されていた． 

107 特別区長会 2003 年「特別区における一般廃棄物の中間処理について」． 
108 港湾臨海部対策特別委員会 1997 年「『施設整備の考え方（素案）』及び『資源循環型清掃事業への転換
に向けた施策（素案）』について港湾臨海部対策特別委員会のまとめ」（江東区企画部 1998 年「清掃・港
湾問題と江東区（資料編）20」32-34 頁）． 

109 港湾臨海部対策特別委員会 1998 年 6 月 12 日「港湾臨海部対策特別委員会のまとめ」（江東区企画部
1999 年「清掃・港湾問題と江東区（資料編）21」14-15 頁）． 

110 計画通りの建設に賛成が 8 区，反対が 10 区，そのほかの区は立場を明らかにしなかったといわれる（新
宿区議会会議録 建設環境委員会 平成十四年六月十一日）． 
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ことへの危機感があった．特に，新宿区では，1990 年代のごみ戦争において，江東区から

搬入阻止の脅しをかけられた記憶がまだ鮮やかであった111．また，杉並清掃工場，練馬区の

光が丘清掃工場，港清掃工場，目黒清掃工場等の既存の工場においても，自区内発生のごみ

しか処理しない，あるいは処理量を自区内発生相当分に制限するなどの協定が存在してい

た．一方で，これまで他区のごみを受け入れていた大規模な清掃工場は，ダイオキシン対策

のための改修で規模が縮小されていた112．そのような中で，清掃工場を自区内に持たないま

ま，一部事務組合による共同処理から各区処理へ移行することへの懸念が 3 区にはあった．

そのため，3 区は清掃工場計画を中止するのであれば，自区内処理の旗を降ろして共同処理

を継続すべきと主張したのである．一方で，江東区議会においては，これまで同区の負担公

平の主張の理念的基盤となってきた自区内処理がないがしろにされることへの懸念も表明

されたものの，清掃工場計画の白紙化をリードしたのはむしろ江東区長であった113． 

江東区が自区内処理原則の後退，放棄を受け入れていった背景には，経済的不況と廃棄物

処理政策の転換がある．1980 年代後半のバブル経済は 1989 年に崩壊し，日本経済は長い

不況に突入した．また，1990 年代には，廃棄物処理政策のパラダイムシフトが起こった．

それまでの日本の廃棄物処理は，増え続ける廃棄物を処理・処分するために，清掃工場や埋

立地などの施設を建設することで対応してきた．しかし，清掃工場の建設が困難になり，埋

立地が枯渇していく中で，下流の対策だけでなく廃棄物の量を減らすための 3R が重視され

るようになっていく．実際，1990 年代から 2000 年代初頭にかけて，日本の廃棄物処理シス

テムは大幅に改革され，多くの新しい法律や法令が制定された． 

長引く不況によりごみ排出量は抑制され，排出量の抑制や資源化が政策目標としてごみ

排出量の将来予測にも組み込まれるようになっていった．23 区のごみ量は，1990 年代を通

じて減少し続けた．1989 年に 490 万トン/年のピークに達した後，1996 年に 413 万トン/

年，2000 年には 350 万トン/年と減少の一途をたどっている114．景気悪化とごみ削減政策

の進展が見込まれることから，2000 年代初頭には，中期的にはごみ量が減少し，将来的に

も大幅に増加することはないと想定された． 

ごみ量の減少は，江東区が自区内処理原則に固執する動機を弱めた．ごみ量減少により，

1991 年に計画された清掃工場が稼働する前に，改修中だった江戸川清掃工場が 1997 年に

再稼働したことで，初めてごみの全量焼却が実現した．この時期，ダイオキシン対策設備の

設置のため，6 つ清掃工場の焼却容量が大幅に縮小（合計 3100 トン／日）されているが，

それを勘案しても全量焼却のために新しい清掃工場は不要とされた115．江東区が自区内処

 
111 新宿区議会会議録 建設環境委員会 平成十四年四月十日． 
112 大井清掃工場は1200 トン／日から600 トン／日，多摩川清掃工場は600 トン／日から300トン／日，
世田谷清掃工場 900 トン／日から 300 トン／日，板橋清掃工場は 1200 トン／日から 600 トン／日，足
立清掃工場は 1000 トン／日から 700 トン／日，葛飾清掃工場は 1200 トン／日から 500 トン／日 (東
京都清掃局 1997 年「清掃工場整備計画（素案 2）について」)． 

113 これは，当時，江東区長が区長会会長で，議論をまとめる立場であったことから，江東区が率先しなけ
ればまとまらない，という意識があったという（江東区職員への聞き取り調査 2011 年 11 月 18 日）． 

114 東京二十三区清掃一部事務組合 2002 年「一般廃棄物処理基本計画見直し検討会報告」． 
115 規模縮小後の 21 清掃工場の焼却容量は 367 万トン／年であるのに対し，2000 年度の可燃ごみ量は 286
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理原則を主張したのは，清掃工場の建設を促進し全量焼却を達成するためであった．全量焼

却が達成されたことで，自区内処理原則に固執する理由は薄れていった． 

さらに，江東区においても財政危機が懸念されていた．21 世紀に入っても景気が回復せ

ず，23 区の財政指数は 1992 年以来悪化をつづけていた116．財政状況から，23 区は一区一

工場を進めることを躊躇した．2000 年に 23 区に清掃事業が移管されたことで，これまでは

東京都が支払ってきた清掃工場の建設費用は 23 区で分担することになる．また，当時は小

型焼却炉からダイオキシンが発生すると問題視され，厚生省が廃棄物処理の広域化を推進

している最中であった．23 区全体としては焼却容量に余裕がある状況で，自区内処理のた

めの清掃工場建設に国からの補助金を獲得することは困難であると想定された117．そのた

め，中野，荒川，新宿の清掃工場建設を予定通り進めた場合，土地購入費を含めて合計で約

1,100 億円が必要であり，各区平均 50 億円程度を負担する試算がされた118．そのため，特

に自区内発生量を処理するのに十分な規模の清掃工場がある区は，3 区の清掃工場に費用を

出すことに消極的であった．江東区議会でさえ，厳しい財政状況から費用負担に消極的な意

見が出されている119． 

さらに，自区内処理原則が焼却処理の拡大と結びついている点も批判された．1990 年代

の清掃工場計画に対する反対運動の間には，自区内処理が焼却主義と結びついていること

を批判する言説がみられるようになっていた．廃棄物処理政策において，処理処分の能力を

拡大するよりも，廃棄物の発生を抑制することを重視する新しい政策アプローチが優勢に

なるにつれ，江東区議会でも，一区一工場は時代遅れの考えであり，清掃工場の数を増やす

のではなく減らすために発生抑制とリサイクルにもっと力を入れるべきだという議論が生

じている120． 

すなわち，ごみ量減少，発生抑制重視への廃棄物処理政策の変化，清掃事業区移管に伴う

建設費負担，財政状況の悪化，広域処理推進下での補助金獲得の困難性という状況下におい

て，清掃工場を増設することで負担の不公平を是正するという自区内処理原則の政策的な

合理性が疑問視されるようになっていったのである．自区内処理を提唱し，1970 年代，1990

年代の東京ごみ戦争の先頭に立ってきた江東区議会においてさえ，新たな清掃工場計画に

反対する意見が出された121． 

もちろん，江東区がごみ処理の負担に納得したわけではない．江東区は依然として，不公

平な負担を強いられていると主張していた．2005 年の「ゴミ問題と江東区」の中で，江東

 

万トン／年であった（東京都清掃局 1997 年「清掃工場整備計画（素案 2）について」，東京二十三区清
掃一部事務組合 2013 年「事業概要 平成二十五年度版」）． 

116 井上（2009）． 
117 特別区長会事務局 2006 年「清掃事業に関する特別区長会検討資料：平成十三から十七年度」，東京二
十三区清掃一部事務組合 2002 年「一般廃棄物処理基本計画見直し検討会報告」． 

118 東京二十三区清掃一部事務組合 2002 年「一般廃棄物処理基本計画見直し検討会報告」． 
119 江東区議会 清掃港湾臨海部対策特別委員会会議録 平成十三年十月二十九日，平成十四年三月十五日，
平成十五年十月十日，及び江東区議会議員への聞き取り調査 2011 年 11 月 21 日． 

120 江東区議会 清掃港湾臨海部対策特別委員会会議録 平成十四年三月十五日． 
121 江東区議会 清掃港湾臨海部対策特別委員会会議録 平成十三年十月二十九日，平成十四年三月十五日． 
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区には合計で 2,200 トン／日の能力を持つ清掃工場が 2 基あり，23 区内で発生する可燃ご

みの 21％を焼却していること，江東区で焼却されたごみのうち 74％は区外からのごみであ

ることを強調している122．また，江東区では年間 100 万台以上のごみ収集車が通過してい

たが，これは区内や区に隣接する埋立地に，2 つの清掃工場以外にも，不燃ごみの中間処理

施設，粗大ごみの処理施設，埋立地など，多くのごみ処理施設があるためである．しかし，

清掃工場増設の合理性と必要性が否定されたとき，江東区は自区内処理原則を放棄し，別の

方法で負担の不公平を是正する道を模索し始めたのである． 

 

6. おわりに 

本稿は，江東区の立場と戦略との関係から自区内処理原則の歴史を概観してきた．1970

年代の東京ごみ戦争は，東京 23 区という大都市部において，ごみ公害に苦しむ江東区の抗

議により引き起こされ，高井戸での清掃工場計画への反対運動が続いていた杉並区を戦線

に巻き込みながら展開していった．同時に，東京ごみ戦争は東京都に対する区の自治権確立

という側面も持っていた．江東区と他区，ごみ公害に苦しむ江東区民と清掃工場計画等に反

対する他区住民，江東区と東京都，さらには清掃事業区移管をめぐる労組と特別区など，東

京ごみ戦争は複数の対立軸が絡み合いながら展開していった． 

東京ごみ戦争の解決という点から見た時に，自区内処理原則をどのように評価できるだ

ろうか．確かに，杉並清掃工場への反対運動が和解に応じたのは，江東区によるごみトラッ

ク阻止などの強硬姿勢とともに，自区内処理原則への世論の広範な支持が美濃部都知事の

強制収用手続き再開を後押ししたためであった（Nakazawa 2018）．杉並清掃工場問題が和

解に向かったことは，江東区が矛を収める要因にもなっている．また，自区内処理原則が，

江東区のごみ公害を緩和するための諸施策の理念的な根拠となったことも確かである．し

かし，本稿で論じたように，江東区が自区内処理を主張しなくなっていったのは，高度経済

成長の終焉とごみ量増加の鈍化により，一区一工場でなくとも全量焼却が達成される見込

みになったからでもあった．1970 年代の東京ごみ戦争は，自区内処理が実現されなかった

のにもかかわらず，経済的変動がもたらす状況変化によって解決に向かっていったのであ

る． 

また，自区内処理原則は焼却処理と結び付けられてきた．本稿では，その理由を 1970 年

代の東京ごみ戦争が江東区の生ごみ投棄反対運動に連なるものであり，その目的が生ごみ

の全量焼却であった点から論じた．東京都も江東区も，焼却中心の処理を実現し脱埋立依存

をはかるという点で，目指していた方向は同じであった．言い換えれば，両者とも「焼却」

という処理技術による生ごみ公害の解決を目指していたのであり，自区内処理原則には，焼

却処理の普及・拡大の妨げとなっていた他区における反対運動を抑え込む目的があったと

 
122 江東区 2005 年「ゴミ問題と江東区」． 
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いえる．しかし，1990 年代になると，自区内処理原則は焼却処理拡大との結び付きが批判

されるようになっていった．ごみ量が減少し，排出抑制などの上流対策が重視される中で，

焼却という下流の技術との結び付きは，自区内処理原則を「時代遅れ」の考えにしていった

のである． 

他方で，自治権拡充運動という政治的な文脈の中で，自区内処理原則は清掃事業の区移管

とも結び付けられた．自区内処理原則は，単に各区に清掃工場を建設するだけでなく，ごみ

処理の行政的な責任を各区が負うことも意味したのである．1970 年代の革新都政下では，

東京清掃労働組合の反対により区移管への波及は阻止されたが，1990 年代には同じ労組の

戦略によって自区内処理の実現が区移管の条件，ひいては都区制度改革の条件となってい

った．このことは江東区の思惑を超えた動きであり，区長には都区制度改革を阻害するもの

であると批判的に捉えられた．焼却処理にまで各区が行政的責任を負い，実際に区ごとに実

施するという自区内処理は，それを主張した労組も含めて，誰も望ましいとは考えていなか

った．東京都，23 区，労組，いずれも可燃ごみは広域的に処理するのが適切であると考え

ていたにもかかわらず，労組による移管阻止の戦略に端を発して，自区内処理体制への移行

とそのための清掃工場建設が進められることになったのである．このことは，清掃工場建設

に反対する住民運動や環境運動の立場からは，1989 年をピークにごみ量は減少していたに

もかかわらず，「不要」で「有害」な清掃工場の建設が強行された原因の一つとも見なされ

ている（Nakazawa 2018）．同時に，区移管による制度変化は，清掃工場建設をめぐる各区

の利害対立を表面化させ，最終的に 23 区が自区内処理原則を放棄することに繋がっていっ

た．  

このように，自区内処理原則は，焼却処理と区移管と結び付いていたことから，経済変動，

それに伴うごみ量の変動，廃棄物処理政策の変化，都区制度改革をめぐる政治と連動し，時

代や立場よって様々に評価されることになった．提唱者である江東区も，こうした経済的，

政策的，政治的な変化と連動しながら，自区内処理原則に対して時代によって異なる態度を

示したのである． 
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