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■ 組合の沿革 

 

１）組合規約 

 

 昭和５１年 ３月２２日 組合設立許可（千葉県指令第９０２号） 

             ・構成町村を白井町、印西町、本埜村、印旛村、栄町の３町２村と

し、共同処理する事務は塵芥の処理 

      １１月 ８日 変更許可（千葉県指令第２１１６号） 

             ・印西町新庁舎完成に伴い事務所所在地の変更 

 昭和５３年 ３月 １日 変更許可（千葉県指令第４９８号） 

             ・構成町村に船橋市を加え、共同処理する事務に下水道の管理及び

運営に関する事務を追加 

 昭和５６年１０月１５日 変更許可（千葉県指令第１２４４号） 

             ・下水道事業から、印西町の手賀沼流域下水道に関する事務を除く 

 昭和５８年 ３月 ２日 変更許可（千葉県指令第１８７８号） 

             ・事務所の位置を白井町役場内に変更 

 昭和６１年 ２月２０日 変更許可（千葉県指令第６３０号の６） 

             ・事務所の位置を印西クリーンセンター内に変更 

 平成 ３年 ２月 ７日 変更許可（千葉県地指令第１６号） 

             ・余熱利用施設の設置、管理及び運営に関する事務を追加 

 平成 ５年 ４月 １日 変更許可（千葉県地指令第４０号） 

             ・墓地、火葬場及び斎場の設置、管理及び運営に関する事務を追加 

       ８月２０日 変更許可（千葉県地指令第１５号） 

             ・事務所の位置の住居表示変更、監査委員の条件を変更 

 平成 ７年１２月 １日 変更許可（千葉県地指令第１７号） 

             ・処理する事務の中から、下水道に関する事務を削除 

              構成市町村の中から船橋市を削除 

 平成 ８年 ３月２９日 変更許可（千葉県地指令第３７号） 

             ・印西市市制施行 

             ・少年自然の家の設置、管理及び運営に関する事務を追加 

             ・印西地区環境整備事業組合教育委員会の設置を追加 

 平成１３年 ３月３０日 変更許可（千葉県指令第２２号） 

             ・白井市市制施行 

平成１９年 １月３１日 変更許可（千葉県指令第４７号） 

             ・地方自治法一部改正により、収入役廃止に伴う会計管理者の設置 

平成２０年 １月３１日 変更許可（千葉県指令第５８０４号） 

             ・一般廃棄物(し尿を除く)の収集、運搬に関する事務を追加 

平成２２年 ３月２９日 変更許可（千葉県指令第２７５１号） 

             ・組合教育委員会の廃止 

 ６月２３日 変更許可（千葉県指令第６９５号） 

             ・印西市、印旛村及び本埜村の合併に伴う組合構成団体数の変更 

             ・議員数並びに組合議員、管理者及び副管理者の任期の変更 
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３）ごみ処理事業 

 昭和４９年 ２月  第１回白井町都市計画委員会開催 

       ３月  第２回白井町都市計画委員会開催 

       ３月  ごみ焼却場施設に係る計画位置について同意（白井町） 

       ５月  印西都市計画ごみ焼却場決定について千葉県知事に申請 

 昭和５１年 １月  ごみ処理施設の建設について千葉県企業庁に依頼 

       ３月  組合設立 

      １０月  ごみ焼却場建設工事委託契約を千葉県企業庁と締結 

      １０月  白井清掃センター工事着工 

 昭和５３年 ２月  白井清掃センター工事竣工・組合引渡し         

      １０月  ごみ処理施設設置管理条例（昭和５４年２月１日施行） 

 昭和５４年 ３月  白井清掃センター業務開始 

 昭和５７年 ９月  印西クリーンセンター建設基本計画の策定 

 昭和５８年 ９月  印西クリーンセンター工事着工（ごみ処理施設） 

      １２月  印西クリーンセンター土地譲渡契約の締結 

 昭和５９年 ７月  印西クリーンセンター工事着工（粗大ごみ処理施設） 

 昭和６１年 ３月  印西クリーンセンター工事竣工・組合引渡し 

       ４月  印西クリーンセンター業務開始 

 昭和６２年１２月  印西クリーンセンターの操業及び公害防止に関する協定書の締結 

 平成 ４年 １月  印西地区ごみ処理検討委員会の設置 

 平成 ５年 ３月  ごみ処理基本計画の策定 

 平成 ７年 ３月  環境影響評価書及び印西クリーンセンター建設基本計画(第二期)の策定 

       ８月  白井清掃センター財産処分承認申請提出 

 平成 ８年 ３月  廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画の策定 

       ９月  印西クリーンセンター３号焼却炉増設工事着工 

 平成 ９年 ３月  次期中間処理施設用地（白井清掃センター用地）譲渡契約の締結 

 平成１０年 ６月  ごみ処理手数料改定 （10円／㎏→15円／㎏） 

 平成１１年 ３月  印西クリーンセンター３号焼却炉竣工 

       ６月  ごみ処理手数料改定 （15円／㎏→20円／㎏（税抜額）） 

 平成１２年 ２月  一般廃棄物処理に係る相互支援協定書の締結（柏市） 

       ３月  ごみ処理基本計画の策定 

       ６月  一般廃棄物処理に係る相互支援協定書の締結（船橋市） 

       ９月  廃棄物処理施設排ガス高度処理施設整備工事着工 

 平成１３年 ４月  ごみ受入基準の見直し 

       ６月  一般廃棄物処理に係る相互支援協定書の締結（成田市） 

 平成１４年 ３月  廃棄物処理施設排ガス高度処理施設整備引渡し 

      １２月  白井清掃センター廃止届け提出 

 平成１５年 ７月  ごみ処理基本計画策定懇話会の設置 

 平成１７年 ３月  ごみ処理基本計画の策定 

           廃棄物循環型社会基盤施設整備事業計画の策定 

平成１９年１２月  白井清掃センター解体工事着工 

 平成２０年 ４月  栄町を除く構成４市村の一般廃棄物収集運搬業務開始 

       １１月  白井清掃センター解体完了 

平成２１年 ３月  ごみ処理基本計画の策定 

 ４月  ごみ処理手数料改定（21円/kg→250円/10kg（税込額）） 
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受入品目から産業廃棄物を除外 

 ６月  次期中間処理施設整備検討委員会の設置 

平成２３年 ３月  次期中間処理施設整備基本計画の策定 

平成２５年 ２月  次期中間処理施設整備事業用地検討委員会の設置 

 ２月  印西地区ごみ処理基本計画検討委員会の設置 

平成２６年 １月  処理困難物ストックヤード完成 

       ３月  ごみ処理基本計画の策定 

 ４月  ごみ処理手数料改定（250円/10kg →260円/10kg（税込額）） 

      １１月  吉田地区を次期中間処理施設の建設候補地として選定 

平成２７年 ２月  次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画検討委員会の設置 

 ２月  次期中間処理施設整備事業地域振興策検討委員会の設置 

 ２月  印西クリーンセンターごみ焼却施設長寿命化計画書の策定 

 ３月  吉田地区の地元町内会である吉田区と次期中間処理施設整備事業の施行

に関する基本協定を締結（吉田地区を建設候補地として決定） 

      １０月  印西クリーンセンター基幹的設備改良工事着工 

平成２８年 ４月  次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画及び次期中間処理施設整備

事業地域振興策基本構想を策定 

平成２９年 ３月  吉田区と次期中間処理施設整備事業の施行に関する整備協定を締結 

          （吉田地区を建設予定地として決定） 

平成３０年 ３月  次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画追加策定及び次期中間処理 

          施設整備事業地域振興策基本計画を策定 

 ３月  印西クリーンセンター基幹的設備改良工事竣工・引渡し 

 ４月  印西地区ごみ処理基本計画検討委員会の設置 

 平成３１年 １月  次期中間処理施設建設用地の取得完了 

 平成３１年 ３月  ごみ処理基本計画の策定 

 令和 元年１０月  ごみ処理手数料改定（260円/10kg →270円/10kg（税込額）） 

令和 ２年 ３月  次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画の第１回変更 

 

４）印西地区一般廃棄物最終処分場事業 

 平成 ２年 ７月  印西地区環境整備事業組合最終処分場事業推進委員会設置 

平成 ３年 ５月  最終処分場推進委員会開催（最終処分場候補地の調査検討） 

平成 ５年１２月  地権者及び周辺住民の事業同意 

平成 ６年１１月  廃棄物処理施設（埋立処分地施設）整備計画書の提出、用地買収開始 

平成 ７年 ７月  廃棄物処理施設（埋立処分地施設）技術審査申請書提出 

平成 ８年 ９月  (仮称)印西地区一般廃棄物最終処分場建設工事(土木) 工事着工 

     １１月  廃棄物処理施設（埋立処分地施設）変更整備計画書の提出 

平成 ９年 ７月  (仮称)印西地区一般廃棄物最終処分場建設工事(浸出水処理) 工事着工 

平成１１年 ２月  (仮称)印西地区一般廃棄物最終処分場建設工事(土木)完成 

      ３月  (仮称)印西地区一般廃棄物最終処分場建設工事(浸出水処理)完成 

      ６月  印西地区一般廃棄物最終処分場埋立業務開始 

平成１２年 ４月  印西地区一般廃棄物最終処分場緊急事態発生時における対策協議会設置 

平成２１年 ７月  印西地区一般廃棄物最終処分場中間報告会開催 

平成２５年 ３月  印西地区一般廃棄物最終処分場住民説明会開催 

平成２６年 ３月  一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書（埋立期間の変更）提出 

 平成３０年１１月  大廻区と最終処分場施設運営に関する協定書を締結 
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５）余熱利用施設事業 

 昭和６３年１２月  印西クリーンセンター余熱利用推進委員会及び内部調査会の設置 

平成 ３年 ２月  規約の一部変更（余熱利用施設の設置、管理及び運営に関する事務） 

      ９月 （仮称）印西クリーンセンター余熱利用施設の設置等に関する委託契約を

住宅・都市整備公団と締結 

     １２月 （仮称）印西クリーンセンター余熱利用施設工事着工 

平成 ４年 ６月  余熱利用施設管理運営方針検討委員会の設置 

     １０月  施設名称を「印西地区環境整備事業組合温水センター」に決定（公募） 

平成 ５年 ３月  温水センター工事竣工・組合引渡し 

      ４月  温水センター設置管理条例の制定、温水センター開設 

      ９月  入場者１０万人達成記念式典 

平成 ９年 ９月  入場者１００万人達成記念式典 

平成１５年 ４月  入場者２００万人達成記念式典 

平成１７年 ４月  設置管理条例の一部改正（プリペードカード発行） 

平成２０年 ４月  指定管理者による管理運営に移行 

平成２６年 ４月  利用料金改定 

令和 元年１０月  利用料金改定 

 

６） 平岡自然公園事業 

平成 ５年 ３月 （仮称）平岡墓地公園の整備基本方針に関する協定締結 

      ４月  規約の一部変更（墓地、火葬場及び斎場の建設、管理及び運営） 

平成 ６年 ６月 （仮称）平岡墓地公園基本計画策定 

平成 ７年 ２月  火葬場の都市計画決定（印西町告示） 

     １１月  用地買収開始 

平成 ８年 ３月  規約の一部変更（印西市平岡地先の少年自然の家の設置、管理及び運営） 

平成 ９年 ３月 （仮称）平岡自然公園斎場基本設計及び斎場土木基本設計策定 

      ９月  事業計画の変更（期間の延長） 

平成１０年 ３月  事業計画の変更に伴う協定書等の一部変更 

 ４月  少年自然の家収用事業認定（千葉県告示） 

平成１２年 ３月  用地買収完了（民有地） 

平成１３年 ３月 （仮称）平岡自然公園基本計画変更策定 

平成１４年 ３月 （仮称）平岡自然公園基本計画変更策定 

平成１５年１１月  造成工事起工式・着工 

平成１７年 ７月  火葬場の建設工事着工 

１１月  （仮称）平岡自然公園内工事・地区外工事着工 

             ・地区内道路工事   ・地区外水路改修工事 

             ・地区内給水工事   ・地区内電気設備工事 

・地区内雨水．汚水工事 ・地区外送水管工事 

・地区外汚水工事   ・地区内植栽工事 

平成１８年 ９月  （仮称）平岡自然公園内工事 

             ・看板等設置工事 ・グラウンド倉庫．トイレ新築工事 

             ・フェンス工事    

 

１２月  （仮称）印西火葬場竣工、引渡し 
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平成１９年 ２月  斎場設置管理条例、同施行規則の制定（施設名称：印西斎場） 

 ３月  印西斎場竣工式典 

 ６月  印西斎場開設 

          （仮称）平岡自然公園少年自然の家実施設計策定 

 ７月  （仮称）平岡自然公園少年自然の家新築工事着工 

１０月  グラウンド倉庫、トイレ新築工事竣工、引渡し 

平成２０年 ２月  平岡自然の家設置管理条例の制定 

 ３月  平岡自然の家設置管理条例施行規則の制定 

平岡自然の家竣工、引渡し 

 ５月    平岡自然の家竣工式典 

 ６月    平岡自然の家開設 

 ６月  （仮称）平岡自然公園整備事業墓地建設工事（第１期）着工 

平成２０年 ７月  （仮称）平岡自然公園整備事業墓地管理棟建設工事着工 

平成２１年 ２月  霊園設置管理条例、同施行規則制定（施設名称：印西霊園） 

          （仮称）平岡自然公園整備事業墓地管理棟建設工事竣工、引渡し 

 ３月  （仮称）平岡自然公園整備事業墓地建設工事（第１期）竣工、引渡し 

 ５月  印西霊園募集受付開始 

平成２３年 ３月  印西霊園第 1期整備区画（1000基）募集手続き終了 

 ９月  平岡自然公園整備事業墓地区画工事（第２期）着工 

平成２４年 ３月  平岡自然公園整備事業墓地区画工事（第２期）竣工、引渡し 

 ５月  印西霊園第２期整備区画（第３区）募集受付開始 

平成２６年 ４月  印西斎場使用料、印西霊園管理料及び平岡自然の家使用料改定 

平成２８年 ３月  平岡自然公園整備事業墓地区画工事（第３期）着工 

      ７月  平岡自然公園整備事業墓地区画工事（第３期）竣工、引渡し 

     １１月  印西霊園第３期整備区画（第４区）募集受付開始 

平成３０年 ９月  印西斎場火葬炉増設工事着工（火葬炉２炉増設） 

令和 元年１０月  印西斎場火葬炉増設工事竣工、引渡し、供用開始（火葬炉２炉増設） 

          印西斎場使用料及び平岡自然の家使用料改定 

令和 ２年 ２月  印西霊園合葬墓整備基本計画策定 

令和 ３年 ３月  印西霊園合葬墓実施設計策定 

  平岡自然公園基本計画（更新）策定 

令和 ３年 ６月  新型コロナウイルス感染症臨時火葬枠の設置 

令和 ３年 ８月  印西霊園合葬墓整備工事着工 

 


