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要旨 

 本稿では、東京市の衛生政策と民間業者の動向に着目し、近世来の資源循環の変容過程

と東京市による資源循環への介入課程を検討することによって、塵芥処理、資源回収がい

かに変容し、都市衛生環境が維持されたのかを明らかにする。近世期においては、あらゆ

る都市排出物が市場で売買されることによって、都市衛生環境が保たれていたが、近代以

降、都市の発展とともに排出物が増加すると、いかに排出物を処理し、都市衛生環境を維

持するかが重要な問題になった。東京市では、1900年以降、排出物の経済的価値の差異に

よって、異なる回収方法が取られた。経済的価値を喪失した塵芥に関しては、市直営化す

ることによって、処理サービスの質が高められたのに対し、屑鉄などの経済的価値の高い

排出物は依然として市場で流通していたことから、行政が処理サービスに介入する必要は

なく、消毒等の義務を課すことにより再生資源自体の質の向上が図られたのである。 
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1 はじめに 

本稿では、東京市の衛生政策と民間業者の動向に着目し、紙屑や襤褸回収をはじめとし

た近世来の資源循環がどのように変容したのかを検討する。近世期においては、塵芥、屎

尿といった都市排出物が市場で売買されることによって、都市衛生環境が保たれていた側

面があった。しかし、近代以降、都市の発展とともに排出物が増加すると、いかに排出物

を処理し、都市衛生環境を維持するかが重要な問題になった。つまり、従来の民間業者と

都市住民の間の売買だけでは問題を解決することはできず、行政は都市衛生環境を意識し

ながら、従来の市場に介入する必要が生じたのである。 

まず、先行研究において、近世から近代にかけての資源循環の変化がどのように捉えら

れてきたのかを概観し、本稿の課題を提示する。近世期に関する先行研究によれば、都市

排出物である塵芥や屎尿は農家などで利用価値を有していたため、有価物として市場で流

通し、都市排出物は円滑に処理されていた1。しかし、近代、特に 1900 年代以降になると、

都市の人口増加とともに塵芥、屎尿が都市に滞留するようになり、衛生上の問題から塵芥、

屎尿処理に行政が介入するようになった2。つまり、従来の研究をまとめてみると、近世期

                                                   
1 鬼頭宏『環境先進国・江戸』PHP 研究所、2002 年；スーザン・B・ハンレー（著）、指昭

博（訳）『江戸時代の遺産―庶民の生活文化―』中央公論社、1990 年；吉田伸之『21 世紀

の「江戸」』山川出版社、2004 年；根崎光男『「環境」都市の真実―江戸の空になぜ鶴は飛

んでいたのか―』講談社、2008 年；川添登『裏側からみた都市―生活史的に―』日本放送

出版協会、1982 年；林玲子「近世における塵芥処理」『流通経済大学論集』第 29 号（1974

年 3 月）；伊藤好一『江戸の夢の島』吉川弘文館、1982 年；小林茂『日本屎尿問題源流考』

明石書店、1983 年。 
2 石垣尚志「＜ごみ＞をめぐる制度――明治期～戦後の＜ごみ＞」『中央大学大学院研究年

報文学研究科篇』第 29 号（2001 年 2 月）；坂詰智美「明治期塵芥処理法制の変遷―明治三

十三年・汚物掃除法制定以前の様相―」『専修総合科学研究』第 10 号（2002 年 10 月）；溝

入茂『明治日本のごみ対策―汚物掃除法はどのようにして成立したか―』リサイクル文化

社、2007 年；吉良芳恵「屎尿処理をめぐる都市と農村―一九二一年の横浜市街地と近郊地

域―」横浜近代史研究会・横浜開港資料館（編）『横浜近郊の近代史―橘樹郡にみる都市化・

工業化』日本経済評論社、2002 年；松下孝昭「大阪市屎尿市営化問題の展開―都市衛生事
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に見られた資源循環は、人口増加や衛生問題の発生を背景として、1900 年前後から一方向

的に崩壊するようになったことが分かる。 

しかし、1900 年以降の各排出物の動向や行政介入の変化を概観してみると、先行研究で

明らかにされているような一方向的な資源循環の崩壊だけでは説明できない側面が存在し

ていた。まず、近代以降、都市から発生する排出物は多様化し、それぞれ異なる再利用価

値を有していたが、従来の研究ではこうした都市排出物の多様化という側面には注目され

てこなかった。また、行政の介入過程に関しては、民間で行われていたものを全て市の責

任で実施することを目指していたわけではなく、できるだけ、民間業者や市場機能の利用

を模索していた可能性を指摘することができる。 

そこで本稿では、塵芥や各種再生資源といった多様な都市排出物の経済的価値の変動と、

各排出物の処理に対する行政介入の過程を検討することによって、東京市の資源循環がい

かに変容したのかを明らかにする。 

なお、1944 年に出された『塵芥と屎尿の化学』によれば、塵芥は厨芥と雑芥の 2 つに分

類することができる。厨芥は主に台所で出る生ごみなどを指し、雑芥は可燃性の紙、藁や

不燃性の金属類などを指す言葉であり、塵芥は生ごみから紙類、金属類に至るまで多種多

様な排出物を総称した言葉であった3。 

 

2 塵芥処理の停滞と行政介入 

（1）近世期の塵芥処理 

江戸は政治・経済の中心都市として急速に都市化し、18 世紀には推定 100 万人を超える

人口を抱える一大消費地になった。こうした都市化の進展によって、各自の処理・再利用

だけでは都市の清潔を保つことはできなくなり、それまでには見られなかった処分方法や

体系だった塵芥処理が行われることになったのである4。 

近世期における塵芥処理は各町々の自治組織と清掃を担っていた芥取請負人との間で結

ばれた請負契約により行われていた5。1662 年に幕府が作成した芥取請負人制度により請負

人の公認が開始されると、民間の芥取請負人は各町々と請負契約を締結し、住民から集め

られた町入用の中から請負代金を徴収するようになった。 

また、近世期には塵芥処理の方法が大きく変化し、従来からの塵芥の再利用に加えて埋

立処理が重要な処理方法になった。江戸では、都市化の進展によって、塵芥を直接自然に

帰すことが困難になり、塵芥を都市の外部に移動させる必要に迫られた。そのため、1655

年に深川永代島が塵芥捨場に指定され、塵芥を川などに不法投棄せずに永代島に捨てに行

                                                                                                                                                     

業と市政・地域―」『ヒストリア』第 119 号（1988 年 6 月）；遠城明雄「近代都市の屎尿問

題―都市－農村関係への一視点―」『史淵』（2004 年 3 月）。 

3 川畑愛義『塵芥と屎尿の化学』河出書房、1944 年、3 頁。  
4 林「近世における塵芥処理」、72 頁。 
5 笹沢琢自「江戸と東京から見た日本的システムの系譜―ごみ収集と資源リサイクルのあい

だ」『月刊廃棄物』第 25 巻第 12 号（1999 年 12 月）、118 頁。 



3 

 

くように指示された。埋立地の造成は永代島だけにとどまらず、その周辺の永代築地、深

川越中島等にも拡大されることになり、この処理方法は近代にも引き継がれることになっ

た6。 

他方、従来から行われていた塵芥の再利用も重要な処分方法であり、塵芥を売却可能な

有価物とそれ以外のものに選別することは、芥取請負人の重要な役割であった。選別した

後、鉄などはそれぞれの回収業者へ、肥料芥は船積みされて千葉方面へ、残ったものの中

で燃えるものは燃料として売却され、有効活用されていた7。 

こうした塵芥の再利用が可能であったことから、塵芥処理はビジネスとして大きな魅力

を持っていた。そのため、1662年に公認が始まった芥取請負人は 1733年には 76人に達し、

1794 年にも 22 人が参入した8。 

 

（2）汚物掃除法施行と塵芥処理の変容 

 しかし、1880～90 年代に都市で衛生問題が頻発するようになると、都市衛生環境の改善

のため、塵芥処理に行政が介入する必要が生じた。そのため、明治政府は 1900 年に汚物掃

除法を施行し、塵芥処理を行政の責任で行うこととした。 

同法の施行により、東京市会では、1900 年 3 月 5 日に塵芥処理に関する議論が開始され

た。その中で松田秀雄市長9は当時のコレラ、赤痢、ペスト等の流行を踏まえ、早急にその

予防に努める必要があることを指摘し、汚物掃除法への対応が検討された10。 

まず、行政が塵芥処理に介入するにあたり、いかに従来の塵芥処理業者を活用するかが

議論された。この議論の冒頭で「汚物掃除請負人指名入札案調査委員意見書」が朗読され、

指名入札制の導入が検討される中で、随意契約による請負人の選定が容認された。これに

対して、市会議員であった今井喜八は「掃除請負ニ就テハ激シキ運動モアリトノコト故競

争入札請負ト為スヲ可トス依テ随意契約ノ文字ヲ削リタシ」11と反論した。この反論は、掃

除請負での競争を促進しようとする中で、随意契約制を容認することには矛盾があるとい

う見解である。しかし、この今井の発言は即座に多数決で却下されることになり、市会多

数派が主張した随意契約により 1900 年の請負人が決められることになった。 

 続いて、請負人の選定に関する議論が行われた。そこでは「信頼できるもの」に任せよ

うという大枠での一致はあるものの、市会の多数派は「信頼できるもの」を「資力のある

                                                   
6 東京都清掃局（編）『東京都清掃事業百年史』東京都環境整備公社、2000 年、15 頁。 
7 東京都清掃局『東京都清掃事業百年史』、453 頁。 
8 東京都清掃局『東京都清掃事業百年史』、12～13 頁。 
9 松田秀雄は彦根藩士の家に生まれ、上京後、神田区衛生委員、神田区会議員、東京府会議

員などを歴任。1896 年に衆議院議員に選出され、1898 年の市政特例撤廃を機に東京市長と

なった。元来は政友会系の対立勢力であった進歩党系の公民会に属していたが、市長に選

ばれた後は政友会系の市会倶楽部に所属した。『明治人名辞典Ⅱ 下巻』日本図書センター、

1988 年、まノ 20 頁；中邨章『東京市政と都市計画』敬文堂、1993 年、31～32 頁を参照。 
10 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第三号』東京市役所、1900 年、11 頁。 
11 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第四号』、23 頁。 
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もの」と定義づけ、それに基づいて新請負人を選定しようとした12。松田市長は 1900 年 5

月 1 日の東京市会で「市内ノ清潔ヲ計ラントシ塵芥掃除ヲ市役所直轄事業ト為スノ詮議ヲ

為セシカ之ニ要スル経費莫大ニシテ遂ニ実施スルコトヲ得サリシナリ」13と述べ、市内の清

潔のためには市直営事業とすることが望ましいが、費用面の問題から実現は困難であるこ

とを指摘している。松田はそれに続けて、「東京市ノ如キ三十余万ノ戸数ヲ有スル大都会ニ

対シ四月一日ヨリ実施セント欲スルハ到底不能ノコトタリ何トナレハ東京市ノ塵芥掃除タ

ル祖先以来世襲ノ業トシ来レルモノ数十名アリ故ニ今数百年ノ習慣ヲ一朝ニシテ打破シ之

ヲ市ノ事業ト為スニハ相当ノ準備ヲ為ササルヘカラス其準備ニハ莫大ノ経費ト幾多ノ日子

トヲ要ス」14と費用面の問題に加えて、市直営化するための準備期間が足りないことを実現

困難な理由として挙げている。こうした理由により、東京市は直営化を断念し、代替案と

して、資力があり、事業の遂行能力があるものを請負人とすることよって、塵芥処理を遂

行することとした。 

 随意契約で市内の塵芥処理を行うにあたり、東京市は市を 3 分割して 3 氏に請け負わせ

ることにした。1900 年 7 月 30 日の東京市会における浦田助役の発言によれば、「現今ハ掃

除区トシテ本市ヲ三分シ第一部ヲ京橋、芝、麻布、赤坂、四谷ノ五区第二部ヲ小石川、本

郷、下谷、浅草、日本橋ノ五区第三部ヲ神田、牛込、本所、深川、麹町ノ五区」15と分類し、

第 1 部を印東佐兵衛、第 2 部を東京市内衛生株式会社、第 3 部を金田伝兵衛に請け負わせ

ることにした。 

この 3 氏は塵芥処理未経験者であり、こうした未経験者が請け負うようになると、新旧

請負業者間の対立が発生し、塵芥処理の円滑な遂行を妨げることにつながった。1900 年 5

月 1 日の東京市会における松田市長の発言によれば、汚物掃除法を機に請負人が一新され

ると、従来の請負業者が下請け業者に選ばれることになったが、その下請け仕事からも漏

れてしまった業者は生業を失い、種々の衝突が起こったことが分かる16。こうした新規事業

者の参入に伴う利害対立によって、塵芥処理にかかる費用は増大することになった。 

 東京市の事例で考えられる費用の増加は、大きく 2 つに分類できる。第 1 に、政治家と

の関係で発生する費用、第 2 に、旧営業者との関係で発生する費用である。ここでは『都

新聞』の記事に基づいて、以上の 2 つの費用の変化について検討していく。 

 まず、政治家との関係で発生する費用の増加について見ていこう。この費用は、塵芥処

理未経験者が事業を請け負い、遂行していくためには、政治家とのつながりが不可欠であ

り、その関係の構築には多大な不透明な費用を要した。1900 年 4 月 3 日の『都新聞』によ

れば、新請負人に決まった 3 氏が請負契約を取るために要した費用について、一人当たり

「一金六百円 市参事会員勧説奔走費及手土産代、一金一百円 運動費として市参事会員

                                                   
12 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第八号』東京市役所、1900 年、5 頁。 
13 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第八号』、4～5 頁。 
14 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第八号』、5 頁。 
15 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第十三号』東京市役所、1900 年、5 頁。 
16 東京市役所『明治三十三年 東京市会議事録 第八号』、5 頁。 
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某へ前渡、一金八十円 待合其他料理店の御馳走費、一金二十円 壮士其他使用人への手

当金、一金三千円 市参事会員六名へ渡せる成功謝金」17を支出したとされる。この内訳を

まとめると、交渉中の接待費に 800 円、請負契約締結後に謝礼として 3,000 円を要したこ

とになる。また、同じ記事の中に「斯る贈賄運動を為したるは前期三名の請負人のみにあ

らずして一時は他の芥屋も競うて運動したるを以て市参事会員中には右の外に鰹節の切手

やら反物やら玉子やら意外の所より意外の獲物ありたるべし」18とあることから、他の業者

も新請負人の 3 氏と類似した費用を負担していたことが分かる。このように、随意契約の

裏側では相当な競争19があり、その競争によって、政治家関連の支出は更に増加したことが

推測できる。 

 続いて、旧営業者との関係について見ていく。旧営業者は随意契約制の導入を機に、新

請負業者の下請け業者として働くか、仕事を奪われることになった。そのため、新請負業

者と旧営業者の対立は絶えず、円滑な事業の進行を阻害した。『都新聞』では、「此度の請

負を取るには意外に多くの散財を為したるのみか従来の塵屋に反対されては如何に金力あ

る三人と雖も如何とも為し能はざるは勿論にして倉田印東氏等の困難するは此点にあり芥

屋も此弱点を見透し居るを以て中々下請の相談に応ぜず強ひて頼むとならば思ふ様油を搾

り呉れんと意気込み居るを以て気の毒にも請負人折角の儲けは煙とならざるを得ず」20と記

述されており、旧営業者が下請けの相談に乗らず、下請け代金の高騰を引き起こしていた

ことが分かる。また、具体的な妨害方法に関しても、「従来の掃除業者は直接請負人と利益

分配の交渉纏まらざる為め塵箱引上と人夫の買収とを以て見事同法実施早々請負人の苦し

めたる」21とあり、旧営業者は塵箱を引き上げ、塵芥処理を直接行う人夫を買収するなどの

妨害行為に出ていたことが分かる。つまり、旧営業者との関係では、下請け契約締結の難

航、塵芥処理そのものへの妨害という 2 つの問題が発生したのである。 

 これらの一連の問題によって、塵芥処理サービスの質は低下し、住民からの苦情も頻繁

に出てくるようになった。例えば、都新聞社には 1900 年の 4 月から 5 月にかけて、多数の

汚物掃除不行届の苦情が寄せられた22。主な内容は「掃除人が来ない」、「掃除人が心付金を

要求する」、「掃除人が不慣れである」などであり、「昨今東京市中は増々不潔と為り此儘に

放任せば此大都会は遂に塵芥汚物の山を為すに至るべし」という状況に陥った23。つまり、

汚物掃除法施行に合わせて開始された随意契約制は当初より問題を抱えており、うまく機

                                                   
17 「汚物問題の醜聞（続）」『都新聞』1900 年 4 月 3 日。 
18 「汚物問題の醜聞（続）」『都新聞』1900 年 4 月 3 日。 
19 随意契約制は本来、業者間の競争を排除する性質のものであるが、ここでは新規事業者

の参入に伴う利権争いのことを競争と表現した。 
20 「汚物問題の醜聞（続）」『都新聞』1900 年 4 月 5 日。 
21 「夏季の大掃除と請負人の迷惑」『都新聞』1900 年 5 月 9 日。 
22 「汚物掃除法の苦情」『都新聞』1900 年 4 月 21 日；「汚物の堆積依然たり」『都新聞』1900

年 5 月 12 日。 
23 「汚物掃除の苦情」『都新聞』1900 年 4 月 17 日；「汚物掃除法の苦情」『都新聞』1900

年 4 月 21 日。 
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能しなかったのである。 

 こうした随意契約制の失敗の後、請負人の選定方法は見直されることになり、翌 1901 年

には随意契約制に代わって競争入札制が採用されることになった。同年 3 月 30 日の東京市

会では、競争入札への参加資格に関する議論が行われ、「直接国税十円以上ヲ納ムル者」を

請負人とすることが決められた24。この決定は「請負人ノ資格ハ、直接国税十円以上ヲ納メ、

若クハ最近五ヶ年間ニ於テ二年以上当業ニ経験ヲ有スムル者トスル事」という原案を修正

したものであり、経験者であるか否かは重要な事柄とされなかった25。そのため、資力のあ

る塵芥処理未経験者が請け負うという状況が続き、その後 2、3 年の間、塵芥処理サービス

の質は随意契約時と変化がなかった26。 

 しかし、1903 年頃になると、資力のある塵芥処理未経験者に請け負わせることは、塵芥

処理サービスを維持していく上で不適当と考えられるようになった27。そのため、東京市会

は 1902 年 4 月 18 日に直接国税 10 円以上という制限を 5 円に引き下げることにより、資

力の有無を問わない方針に変更したのである28。この決定により、1903 年頃には、塵芥掃

除請負専業の者が請負人となり、塵芥処理未経験者は減尐した29。表 1、表 2 に基づき、1900

年から 1914 年までの請負人の変遷と請負人の本業等を見てみると、初期に請け負っていた

村田定吉・印東佐兵衛・水野伊和造（金田伝兵衛）30・吉田金太郎・吉田愛之助・小林七兵

衛・田村金松は、塵芥処理とは関わりのない業種を本業としていた。それに対して、汚物

掃除法施行以前から塵芥処理を本業としていた佐々木吉右衛門・林藤七31は、それぞれ 1907

年と 1904 年から請負期の最後まで請け負っていた。表 2 は 1898 年の『商工人名録』によ

るものであるから、汚物掃除法以前の請負業者が再び専業の業者として請け負うようにな

ったことが分かる。つまり、資力のある新請負人が失敗した後、代替案として、旧営業者

の中から請負人を選び、請負方式を存続させていったのである。 

 

 

 

                                                   
24 東京市会事務局『東京市会史 第二巻』東京市会事務局、1933 年、510 頁。 
25 東京市会事務局『東京市会史 第二巻』、508～510 頁。 
26 宮川鉄次郎『東京市ノ衛生』東京市役所、1914 年、11 頁。 
27 東京市会事務局『東京市会史 第二巻』、688～689 頁。 
28 東京市会事務局『東京市会史 第二巻』、689～690 頁。 
29 宮川鉄次郎『東京市ノ衛生』、11 頁。 
30 『都新聞』では金田伝兵衛を、『東京市ノ衛生』では水野伊和造を請負人としている。こ

れに関しては、推測になるが、政治家経験のある金田が同じ区の水野のために請け負った

と考えるのが妥当であろう。 
31 東京都（編）『東京市史稿市街編 第八十一』東京都、1990 年、563～564 頁によると、

佐々木吉右衛門と林藤七は 1891 年の東京塵芥掃除業組合設立に際して、中心人物として名

を連ねている。また、林藤七に関しては、1900 年の随意契約時に、旧営業者の代表的存在

として収賄契約の不正を訴えていたという記事が同年 4 月 3 日の『都新聞』の中に見られ

る。 
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表 1 東京市塵芥掃除請負人沿革表 
1900年 1901年 1902年 1903年 1904年 1905年 1906年 1907年

麹町区 水野伊和造× 小林七兵衛× 村田定吉× 伊沢弥八 伊沢弥八 伊沢弥八 伊沢弥八 伊沢弥八
神田区 水野伊和造× 木村亀次郎 大橋留吉 山口荒太郎 小林七兵衛× 小林七兵衛× 小林七兵衛× 佐々木吉右衛門▼
日本橋区 東京市内衛生 吉田愛之助× 山田惣吉 古川治良兵衛 林藤七▼ 林藤七▼ 林藤七▼ 神山一郎
京橋区 印東佐兵衛× 吉田愛之助× 小林万吉 鈴木庄兵衛 鈴木庄兵衛 林藤七▼ 林藤七▼ 林藤七▼
芝区 印東佐兵衛× 小林七兵衛× 小林七兵衛× 時田友七 時田友七 時田友七 時田友七 時田友七
麻布区 印東佐兵衛× 小林七兵衛× 小林七兵衛× 種田八代次郎 種田八代次郎 種田八代次郎 種田八代次郎 種田八代次郎
赤坂区 印東佐兵衛× 永井新五郎 古田島幸蔵 大川彦右衛門 大川彦右衛門 榎本吉之助 榎本吉之助 榎本吉之助
四谷区 印東佐兵衛× 荒木重治 山口久成 山口久成 山口久成 山口久成 山口久成 山口久成
牛込区 水野伊和造× 田村金松× 田村盛吉 佐伯孫市 吉田金太郎× 大塚忠範 鈴木幸次郎 鈴木幸次郎
小石川区 東京市内衛生 村山源吾 吉田平七 大塚忠範 吉田平七 吉田平七 吉田平七 吉田平七
本郷区 東京市内衛生 金親駒吉 御崎精一郎 大塚忠範 関口啓次郎 田中捨松 田中捨松 田中捨松
下谷区 東京市内衛生 井上喜太郎 井上喜太郎 岩井庄次郎 岩井庄次郎 岩井庄次郎 長島房吉 長島房吉
浅草区 東京市内衛生 小林七兵衛× 台平三郎 吉田金太郎× 吉田金太郎× 吉田金太郎× 吉田金太郎× 吉田金太郎×
本所区 水野伊和造× 小宮久太郎 植木伊左衛門 片桐熊次郎 吉田金太郎× 吉田金太郎× 吉田金太郎× 吉田金太郎×
深川区 水野伊和造× 中山善四郎 中山善四郎 滝沢福次郎 小林七兵衛× 小林七兵衛× 小林七兵衛× 小林七兵衛×

1908年 1909年 1910年 1911年 1912年 1913年 1914年
麹町区 山田栄次郎 山田栄次郎 山田栄次郎 山田信光 山田信光 山田信光 山田信光
神田区 佐々木吉右衛門▼佐々木吉右衛門▼佐々木吉右衛門▼佐々木吉右衛門▼佐々木吉右衛門▼佐々木吉右衛門▼佐々木吉右衛門▼
日本橋区 神山一郎 吉野清七 吉野清七 吉野清七 吉野清七 吉野清七 吉野清七
京橋区 林藤七▼ 林藤七▼ 林藤七▼ 林藤七▼ 林藤七▼ 林藤七▼ 林藤七▼
芝区 時田友七 時田友七 時田アサ 時田アサ 直営 直営 直営
麻布区 種田八代次郎 種田八代次郎 種田八代次郎 種田八代次郎 直営 直営 直営
赤坂区 榎本吉之助 金子久次郎 金子久次郎 金子久次郎 直営 直営 直営
四谷区 山口久成 山口久成 山口久成 直営 直営 直営 直営
牛込区 田中高次郎 田中高次郎 田中高次郎 田中高次郎 直営 直営 直営
小石川区 吉田平七 吉田平七 吉田平七 直営 直営 直営 直営
本郷区 田中捨松 田中捨松 田中捨松 田中捨松 田中捨松 田中捨松 田中捨松
下谷区 遠藤政吉 遠藤政吉 遠藤政吉 遠藤政吉 遠藤政吉 遠藤政吉 遠藤政吉
浅草区 吉田金太郎× 田中捨松 田中捨松 田中捨松 田中捨松 田中捨松 田中捨松
本所区 吉野清七 吉野清七 吉野清七 吉野清七 吉野清七 吉野清七 吉野清七
深川区 小林七兵衛× 吉原一郎 吉原一郎 吉原一郎 吉原一郎 吉原一郎 吉原一郎  

出典）宮川鉄次郎『東京市ノ衛生』、14 頁。 

注）東京市内衛生株式会社は東京市内衛生と略して表記した。1898 年以前に塵芥処理を専

業で行っていたと断定できる林藤七と佐々木吉右衛門には▼印を氏名の後に表記し、塵芥

処理を兹業で始めた村田定吉・印東佐兵衛・水野伊和造・吉田金太郎・吉田愛之助・小林

七兵衛・田村金松には×印を付けた。ただし、小林七兵衛に関しては、肥料商という形で

屎尿処理には以前から携わっていた32。 

 

表 2 東京市塵芥掃除関係者の生業等 

人名 区 業種 名称
村田定吉 麹町区 荒物商 美濃屋

日本橋区 麻苧問屋（兼荒物問屋） 万屋
印東佐兵衛 神田区 蒲団卸商 三河屋
金田伝兵衛 神田区 白米卸商 松屋
水野伊和造 神田区 時計卸商 京屋

京橋区 時計卸商 京屋
佐々木吉右衛門 神田区 労力請負業（塵芥掃除）
吉田金太郎 京橋区 鍛治業

浅草区 玻璃製造 万屋
吉田愛之助 京橋区 土木請負業 吉田
林藤七 京橋区 労力請負業（塵芥掃除）
小林七兵衛 芝区 薪炭商 三河屋

芝区 旅人宿（兼肥料商土木建築請負） 小林
田村金松 牛込区 砂糖商（兼菓子商） 升屋  

出典）渋谷隆一（編）『都道府県別資産家地主総覧 東京編 3』日本図書センター、1988 年

より作成。 

                                                   
32 東京環境保全協会『清掃事業三〇〇年 江戸から東京へ』東京ライフ社、1977 年、94

頁。 
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 しかし、競争入札に多くの業者が参加できるようになると、請負代金の低下の問題が生

じるようになった。競争入札開始後の記述を見てみると、「明治三十六年頃ヨリハ塵芥掃除

請負専業ノモノ起リ稍々成績見ルベキモノアリタルモ当時ハ競争指名入札ニヨリテ其請負

人ヲ定メ而モ其請負金額ハ競争ノ結果年々低下セシヲ以テ請負人ハ市ノ命令通リニ掃除ヲ

施行スル能ハズ」33とあり、専業の請負人が出てきたことによって、塵芥処理の成績はやや

改善したが、競争入札によって請負代金は年々低下し、競争入札による塵芥処理の遂行は

次第に困難になった。請負代金の低下によって、「請負人ハ市ノ命令通リニ掃除ヲ施行スル

能ハズ種々ノ奸手段ヲ弄シテ人夫ノ数ヲ瞞着シ或ハ掃除ノ度数ヲ減ジ甚シキハ監視吏員ヲ

懐柔シテ規則ノ励行ヲ免レントスルモノアリ」34という状況になり、塵芥処理サービスの質

は低下したものと考えられる。表 3の 1900年以降の塵芥掃除費等に関するデータを見ると、

塵芥掃除費の額は 1900 年から 1901 年にかけて掃除区域を細分化したことによって一時的

に増加したものの35、競争指名入札に移行された同年から年々低下し、1905 年から後述す

る尾崎行雄の 7 方針が出される 1908 年までは低い数値で推移している。この 1901 年から

1908 年の塵芥掃除費の低下・停滞期は競争指名入札が取られていた時期と一致しており、

競争入札によって、清掃事業にかける金額が減り、請負人のビジネスを苦しいものにして

いたことが想像できる36。この状況は全体の掃除費だけでなく、1 戸当たりの掃除費にも表

れている。表 3 によると、塵芥掃除費の値同様、競争入札制が採用された 1901 年から 1908

年にかけて、1 戸当たりの掃除費は 1 ヶ年単位においても、1 ヶ月単位においても、急激に

低下している。1 戸当たりの掃除費は一定仕事当たりの収入を示しているため、この金額の

低下は直接的に収益環境の悪化を示しているといえる。東京市助役などを歴任した宮川鉄

次郎37によれば、こうした収益環境の悪化が塵芥処理の遂行を困難にし、塵芥処理サービス

の質を低下させることになったのである38。 

 

 

 

                                                   
33 宮川『東京市ノ衛生』、11 頁。 
34 宮川『東京市ノ衛生』、11 頁。 
35 東京市役所『明治三十四年 東京市会議事録 第六号』東京市役所、1901 年、55、58

頁。 
36 1909 年以降、塵芥掃除費は増加に転じているが、これは 1908 年 10 月に出された尾崎行

雄の 7 方針の影響によるものである。この 7 方針に基づいて掃除方法が改善されたことを

考慮に入れると、同 42 年以降の増加時期は市直営へ向けての過渡的な期間と位置づけるこ

とができる。宮川『東京市ノ衛生』、12～13、17 頁を参照。 
37 宮川鉄次郎は牛込区会議員と東京市会議員を歴任した。非政友会系の清和会に所属し、

尾崎市長時代の 1908 年から田尻市長時代の 1918 年まで東京市助役を勤めた。『東京市ノ衛

生』は助役在任中の 1914 年に書かれており、現役の助役の立場から書かれたものと考えら

れる。『明治人名辞典Ⅱ 下巻』、みノ 9～10 頁；櫻井良樹『帝都東京の近代政治史』日本

経済評論社、2003 年、26、152～159 頁を参照。 
38 宮川『東京市ノ衛生』、11 頁。  
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表 3 東京市の塵芥掃除費等の推移 

1900年 1901年 1902年 1903年 1904年 1905年 1906年 1907年
塵芥掃除費（円） 76,926 101,970 91,773 87,000 84,454.8 80,000 80,000 80,000
1戸1ヶ年の掃除費 21銭7厘 26銭8厘 22銭5厘 19銭5厘 18銭1厘 16銭5厘 15銭8厘 15銭3厘
1戸1ヶ月の掃除費 1銭8厘 2銭2厘 1銭9厘 1銭6厘 1銭5厘 1銭4厘 1銭3厘 1銭3厘

1908年 1909年 1910年 1911年 1912年 1913年 1914年
塵芥掃除費（円） 80,000 95,000 94,100 95,300 116,266 117,100 119,100
1戸1ヶ年の掃除費 14銭8厘 22銭2厘 20銭2厘 19銭6厘 22銭7厘 22銭5厘
1戸1ヶ月の掃除費 1銭2厘 1銭9厘 1銭7厘 1銭6厘 1銭9厘 1銭9厘  

出典）宮川『東京市ノ衛生』、17～19 頁。 

 

（3）塵芥処理の市直営化39 

 請負制による塵芥処理がうまく機能しなかったことを踏まえ、1908 年に当時の東京市長

尾崎行雄40は塵芥処理に関する 7 方針41を定め、塵芥処理直営化により塵芥処理サービスの

質の向上を目指した。この 7 方針の 1 番目に「掃除ハ市直営ヲ主義トシ漸次実行スルコト」、

2 番目に「直営ノ機熟スルマデハ現在ノ請負制ヲ執ルモ其請負人ハ成ルベク変更セザル方針

ヲ以テ毎年其成績ヲ調査シ成績佳良ナルモノハ継続請負ヲ許スコト」とあり42、一度に市直

営化を実現しようとしたのではなく、各区の実情・清掃成績に合わせて徐々に市直営に移

行していくという方針が示された。 

 東京市は、塵芥処理の直営化を進めるにあたり、請負方式と市直営方式を比較し、利害

得失の把握に努めている。前出『東京市ノ衛生』の中で「請負人ハ市ノ直営ヨリモ比較的

低キ費用ヲ以テ事業ヲ経営ス直営ハ掃除ノ完全ヲ期スルト共ニ其費用モ多シ」43と市直営方

式は請負方式よりも多額の費用がかかると記述されている。しかし、同時に市直営方式の

メリットに関して「請負人ハ往々其私利ノ為ニ公益ヲ犠牲ニスルコトアルモ直営ハ此憂ナ

シ」、「請負制ハ全市一人ニ請負ハシメ能ハザルヲ以テ自カラ掃除ノ成績ニ優务アリ直営ノ

如ク統一的ニ平等ノ成績ヲ挙クル能ハズ」44と言及されており、掃除のむらをなくし、塵芥

処理のサービスの質を維持していくためには市直営方式が適しており、「掃除ノ市直営ハ本

則也、請負人ニ託スハ変則也」45という判断が下されることになった。 

また、市直営化の利害得失の把握をするため、東京市では市直営化前に赤坂区において

                                                   
39 『東京市会議事録』、『東京市会議事速記録』の中には本節に関連する時期・項目につい

ての記述がないため、宮川『東京市ノ衛生』などの記述に基づいて論じていく。 
40 尾崎行雄は文部大臣、東京市長を歴任。東京市長就任以前は進歩党系に属し、東京市長

辞任後の 1922 年には犬養毅とともに進歩党系の流れをくむ革新倶楽部を立ち上げたが、東

京市長時代には市会多数派であった政友会系の常磐会の意向を尊重し、中央政界でも政友

会に所属していた。大正期に普通選挙の実現に尽力した人物として知られる。日外アソシ

エーツ編集部（編）『人物レファレンス事典 明治・大正・昭和（戦前）編』日外アソシエ

ーツ株式会社、2000 年、471 頁；櫻井『帝都東京の近代政治史』、152～153 頁を参照。 
41 宮川『東京市ノ衛生』、12 頁。 
42 宮川『東京市ノ衛生』、12 頁。 
43 宮川『東京市ノ衛生』、15 頁。 
44 宮川『東京市ノ衛生』、15 頁。 
45 宮川『東京市ノ衛生』、15 頁。 
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試験的に市直営方式を導入した。その結果、「其成績頗る良好なりとの事なれば全市悉く市

の直営の期も遠き将来には非ざるべく」46と市直営化への向けての手応えをつかむことがで

きた。このように、塵芥処理の直営化はサービスの質を追求する中で必然的にたどり着い

たものであり、事前に直営化のメリット・デメリットを把握した上で行われたものであっ

た。 

 こうした調査結果に基づき、まず、1911 年に四谷区・小石川区から市直営化が実行に移

されることになった。その後、1912 年に芝区・麻布区・赤坂区・牛込区、1915 年に麹町区、

1916 年に神田区、1917 年に本郷区・下谷区、1918 年に浅草区・本所区・深川区・京橋区・

日本橋区が直営化し、東京市全 15 区が市直営へと移行した47。 

以上のような経緯を経て実現された塵芥処理の市直営化は、事前の思惑通り、直営区の

成績を改善することになった。宮川鉄次郎は、直営区が芝・麻布・赤坂・四谷・牛込・小

石川の 6 区であった時代に、その 6 区に関して請負時代と直営時代のサービスの質を 2 つ

の観点から比較している。1 つ目は掃除の回数についてであり、「請負時代ニハ毎月ノ掃除

平均回数四五回ニ過ギザリシニ直営後ハ六七回ヲ超ヘ」48と記されていることから、市直営

化により清掃頻度が高まったことが分かる。2 つ目は苦情申告件数についてである。「申告

件数ヲ百分比例スルニ請負時代（明治四十四年）ト直営時代（大正三年）トノ比例ハ六、

六ト三、四ヲ示セリ」49とあり、1911（明治 44）年の請負時代と 1914（大正 3）年の直営

時代を比較すると、苦情申告件数が約半分になっていることが分かる。このように、市直

営方式に移行したことによって、塵芥処理の成績は改善され、住民にとっても満足できる

サービスが提供されるようになった。 

以上のように、東京市では 1900 年に塵芥処理関連の議論を始めてから、約 10 年で市直

営化が開始されることになった。この背景には東京市における塵芥処理サービスの質の低

下という問題とともに、塵芥処理業者の収益環境の悪化や職務遂行能力の低下も看過でき

ない問題として取り上げられていた。こうしたサービスの質の低下と塵芥処理業者の収益

環境の悪化の双方を東京市当局と東京市会が認識し、塵芥処理サービスの質を高めるため

には市直営化する必要があるという結論に達したのである。 

 

3 資源回収業の変容 

（1）塵芥処理業と資源回収業の分離 

 近世期から 19 世紀末の東京（江戸）では、再生利用を目的とする資源回収業と排出物の

回収・廃棄を目的とする塵芥処理業が厳密に分離しているわけではなかった。 

しかし、前節で見たように、1900 年の汚物掃除法施行により、塵芥処理に行政が介入す

                                                   
46 大日本私立衛生会『大日本私立衛生会雑誌』341 号（1911 年 9 月）、603 頁。 
47 東京都清掃局『清掃事業のあゆみ』、11～15 頁。 
48 宮川『東京市ノ衛生』、13 頁。 
49 宮川『東京市ノ衛生』、13 頁。 



11 

 

るようになると、従来までの資源回収と塵芥処理の関係が変化することになった。例えば、

古紙、襤褸、屑鉄などは引き続き経済的価値を有し、汚物掃除法施行後も民間業者によっ

て塵芥処理とは独立する形で回収が続けられた。汚物掃除法施行後の 1900 年 12 月 28 日に

は、警視庁令第 47 号で雑業取締規則が定められ、塵芥が行政の責任で回収されるようにな

ったのに対して、再生資源は経済的価値を有するものとして塵芥とは別の扱いをされるよ

うになった。 

ただし、汚物掃除法施行直後から資源回収と塵芥処理が明確に分離していたわけではな

かった。1903 年の屑物取扱場取締規則によると、屑物取扱場とは「紙屑、綿屑、襤褸其ノ

他屑物類ノ貯蔵、選分、干燥、荷造等ヲ為ス場所ヲ謂フ」50とされており、多くの排出物を

集め、仕分けする場所として位置づけられていた。屑物取扱場は基本的には再生資源を回

収する場所であったと考えられるが、広く排出物一般を集めていたことから塵芥について

の条項もあり、「屑物取扱場内ニ於ケル塵芥ハ警察官署ノ認可ヲ受ケタル場所ニ於テ焼却又

ハ投棄スベシ」51と規定されている。 

また、1903 年の『読売新聞』によると、東京市内の塵芥箱からは毎日 200 円近くの有価

物が発見され、市場で売買されていた。具体的には古椀 3 円、ざる類 8 円、古皮の屑 77 銭

5 厘、古い竹の皮 3 円 50 銭、古護謨の屑 5 円 25 銭、古草鞋 15 円、古縄 9 円、瀬戸物の破

片 11 円 25 銭、古綿 7 円 50 銭、古毛氈 3 円、麻紐 1 円 80 銭、白硝子の破片 14 円、麦酒

瓶の破片 6 円 50 銭、毛布足袋其他の布切 35 円、古銅真鍮の屑 25 円 50 銭、古鉄屑 2 円 40

銭、缶詰の空其の他のブリキ 13 円 50 銭、紙屑 7 円 35 銭、古下駄 15 円が毎日のように塵

芥箱の中から発見され、尐なく見積もっても合計で 188 円の有価物が発見されている計算

になる52。このように東京市中の塵芥処理のあり方に著しい変化は見られなかった。 

1910 年代に塵芥処理が市直営化された後も市役所に雇われていた塵芥夫は依然として有

価物の選分を行っていたが、収益環境や回収の対象物の面で資源回収業者の回収・選分と

は性質を異にしていた。塵芥について「実は国家経済と云う大きな上から是を見るならば、

決して捨て塵芥ではなくて、実は財源塵芥である」53という見解が示されているように、塵

芥夫による有価物の回収は国家経済にとって重要であったことが分かる。民間の資源回収

業者と同様に、選分した有価物を勝手に自分の家に持ち帰ってしまう塵芥夫も存在したが、

名目的には有価物は市の財源になることとされていた54。また、民間の資源回収業者と市役

所の塵芥夫の関係については、「紙屑拾ひの目こぼし物を、塵芥集の人夫が拾ふので、廃物

としての価値から云ふならば、紙屑拾ひの物の方が、品質がよくて、人夫の方のものの方

が品質が悪いのである」55という記述に見られるように、紙屑拾いが回収しなかった経済的

                                                   
50 『警視庁東京府公報』第 699 号（1903 年 12 月 22 日）、967 頁。 
51 『警視庁東京府公報』第 428 号（1915 年 7 月 1 日）、860 頁。 
52 「四百万円を蔵せる東京市の塵芥」『読売新聞』1903 年 2 月 22 日付録。 
53 深海豊二『通俗内外廃物利用の智識』世帯の会、1922 年、204 頁。 
54 深海『通俗内外廃物利用の智識』、204～205 頁。 
55 深海『通俗内外廃物利用の智識』、205～206 頁。 
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価値の低いものを塵芥夫が回収していた。このような状況からも 1910～20 年代には再生資

源の回収・売却だけでは塵芥処理業を維持できなくなっていたことが推測でき、民間事業

であった資源回収と行政の責任で行われるようになった塵芥処理に大きな隔たりができて

いたことが分かる。 

 

（2）法規制の強化と第 1 次大戦 

①衛生に関する法規制の強化 

 ただし、資源回収業においても塵芥処理同様、衛生問題は看過できない問題となり、行

政介入が加えられるようになった。1900 年代以降の都市化の進行により、都市問題、環境

浄化運動、住宅改善運動などが高揚し、資源回収業者にも法的規制が加えられたのである56。 

 まず、1897 年に伝染病予防法が施行され、1902 年頃から衛生面を意識して塵芥や再生資

源に関する取締が厳しく行われるようになった。1903 年 1 月には、本所区の一部に関して

「地域内ニ在ル襤褸、古綿、古着、古羽毛、古皮革、古麻嚢、古紙、紙屑其ノ他必要ト認

メタル物件ノ輸出ヲ停止ス」という警視庁令が出され、1905 年 6 月には深川区でも同様の

趣旨の命令が出された57。また、1903 年 1 月には、埼玉県、岩手県、茨城県において、ペ

スト予防のために東京市からの物品や東京市を通過した物品を制限する趣旨の県令が出さ

れたとの通知があった58。このような警視庁や各府県の動向は、塵芥処理などに地方行政府

が介入する契機になったとともに、再生資源の清潔性や消毒の必要性に社会の注目を集め

ることになった。 

 こうした衛生意識の高まりを受け、1907 年 6 月 30 日に資源回収業者を東京市内から退

去させる命令が出され、多くの回収業者は、郡部の日暮里、三河島、三ノ輪、千住方面に

移動することになった59。当初は猶予期間として市中に假置場を置くことを許可し、中には

假置場の名に隠れて手広く屑の買溜をするものも出てきたが、各種伝染病が流行して、そ

の病菌が屑物に付着していることが分かると、厳重に取り締まる必要が出てきた60。1915

年 7 月の屑物営業取締規則の第 4 条では「屑物取扱場ハ東京市外人家稀疎ノ地ニシテ国県

道其ノ他重ナル道路ニ沿ハザル場所ニ非ザレバ建設スルコトヲ得ズ」61と規定され、1917

年 7 月 9 日までに郡部に移転することとされた62。 

また、同規則では、営業地域の制限に加え、消毒設備に関する規則や未消毒品の売買の

                                                   
56 東京都資源回収事業協同組合『東資協二十年史』東京都資源回収事業協同組合、1970 年、

30 頁。 
57 『警視庁東京府公報』号外（1903 年 1 月 15 日）、1～2 頁；『警視庁東京府公報』号外（1905

年 6 月 8 日）、1 頁。 
58 『警視庁東京府公報』第 569 号（1903 年 1 月 15 日）、15 頁；『警視庁東京府公報』第

570 号（1903 年 1 月 17 日）、21 頁。 
59 東京都資源回収事業協同組合『東資協二十年史』、18 頁。 
60 「市内の屑屋は郡部に移転」『都新聞』1917 年 3 月 29 日。 
61 『警視庁東京府公報』第 428 号（1915 年 7 月 1 日）、858 頁。 
62 「市内の屑屋は郡部に移転」『都新聞』1917 年 3 月 29 日。 
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禁止などが定められた。同規則第 5 条で「屑物取扱場ニハ貯蔵所消毒所選分所及浴室ヲ設

クベシ」と設備に関する規定がなされ、第 12 条で「屑物ハ消毒済ノモノト消毒未済ノモノ

トヲ区分シ各別室ニ貯蔵スベシ」、第 13 条で「屑物取扱場外ニ於テ消毒未済ノ屑物ヲ蔵置

シ又ハ其ノ選分ヲ為スコトヲ得ズ」と未消毒品の取扱について言及されている63。このよう

に衛生関係の規則が厳格化したことにより、資源回収業者は大きな打撃を受けることが予

想された64。 

以上の規則の変更に対し、資源回収業者は関東屑物商組合を設立し、共同で消毒設備の

設立・維持を行った。同組合は東京市内外における警視庁の取締の強化を受け、組合の必

要性を感じた北豊島郡一円の資源回収業者によって 1913 年 8 月に設立された65。その後、

1915 年の屑物営業取締規則の発令により、組合の事業に消毒所の必要性を強く感じるよう

になり、5 ヶ年にわたる協議の結果、1920 年 10 月に現有の東京消毒所を買収し、関東消毒

所として設立された66。事業内容としては、組合員の賦課金によって消毒費用を賄い、その

都度消毒料金は徴収しないこととした。こうした組合の組織化や消毒所の共同経営によっ

て、第 1 次大戦期に膨張した業界の維持、消毒の効率化や負担軽減を図ったといえよう。 

 

②第 1 次大戦期における再生資源価格の上昇 

 以上のような資源回収業に対する法規制の強化と業界内の自助努力によって、資源回収

業は明治期までとは異なった形で維持された。しかし、業界が維持された最も大きな要因

は第 1 次大戦とそれに伴う景気の拡大であった。工業の発展と景気拡大は再生資源の需要

を増大させ、資源回収業者の収益環境を大きく変化させたのである。 

特に製紙業界の発展は資源回収業者の主要な回収品であった古紙類の価格の上昇をもた

らすことになった。第 1 次大戦期には、「千住方面にある従来の西川、下野の二製紙工場の

外に東京製紙と最う
マ マ

一つ中組に製紙株式会社が出来て七月には製品を出す手筈で原料なる

紙屑を盛んに買入れる結果、古新聞や雑誌、截落し等が二ヶ月も前から値は据はり切りに

反し一人暴騰」67した。つまり、第 1 次大戦に伴う工業化の進展とともに、東京市周辺にも

新たな製紙工場が建設され、「東京市の紙屑は三十万貫しか一年に出ない然るに前記四工場

の需要は実に六十万貫」68に達し、古紙の需要が供給を大きく上回った。このような状況は

1920 年ごろまで維持され、同年の正月には「屑屋さん曰く、世の中の景気のよしあしは私

どもが一番良く知つてゐます、まずは順調な景気でせう」69という記事が見られるように、

                                                   
63 『警視庁東京府公報』第 428 号（1915 年 7 月 1 日）、858～860 頁。 
64 東京都資源回収事業協同組合『東資協二十年史』、18～19 頁。 
65 東京ウエイスト商工業協同組合『東京ウエイスト商工業協同組合百年史（上）』東京ウエ

イスト商工業協同組合、1981 年、91 頁。 
66 東京ウエイスト商工業協同組合『東京ウエイスト商工業協同組合百年史（上）』、151 頁。 
67 「紙屑が高い」『都新聞』1918 年 4 月 23 日。 
68 「紙屑が高い」『都新聞』1918 年 4 月 23 日。 
69 「屑屋の正月」『都新聞』1920 年 1 月 26 日。 
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資源回収業者は当時の再生資源価格の高騰によって、存続･発展していたことがうかがえる。 

 また、屑鉄などの価値も大きく上昇しており、他の回収品に関しても第 1 次大戦を契機

に価値が高まっていたと考えられる。1918 年には「最近銑鉄暴騰甚だしきものあるより銑

鉄使用家は之が代用として再鉄再銑を使用するもの増加し従つて遂に再製銑鉄の原料たる

屑鉄の暴騰を来すに至れるものと云ふべく即ち東京銑鉄、帝国製鉄、大正製鉄、関東製鉄、

大崎製鉄其他東京電気精錬等の再製銑鉄精錬の諸会社の拡張又は新設を見るに至りたるが

要するに屑鉄騰貴の原因は之等諸会社の買付に依ると云ふべし」70という新聞記事が見られ、

銑鉄価格の暴騰に伴って、鉄鋼原料、あるいは銑鉄原料として屑鉄の需要が高まっていた

ことが分かる。第 1 次大戦を契機に再生銑鉄の会社が拡張・新設され、屑鉄需要の増大、

屑鉄の価格騰貴をもたらした。 

このように、工業の発展に伴う再生資源需要の増大により、各種再生資源の価格は上昇

した。第 1 次大戦期においてはこうした諸物価の上昇が資源回収業者の収益環境を好転さ

せ、諸規則に伴う衛生関係のコスト増加などを意識させないほどの成長を遂げたのである。 

 

（3）第 1 次大戦後の資源回収業 

①再生資源価格の低下 

しかし、1920 年 4 月になると、財界不況の影響を受けて、再生資源の価格は一転して大

暴落することになった。当時の新聞記事には、「高値の頃一貫目八十五銭とまでなつた古新

聞紙の如きは昨日の仕切相場三十五銭に激落し古綿の二円八十銭が一円二十五銭、襤褸一

円三十五銭が五十銭、紙屑四十銭が只の十銭と下れり」71とあり、古紙や襤褸などを中心に

再生資源の価格が暴落していることが分かる。この状況はしばらく続き、同年 7 月には、「先

頃から製紙事業が振はないので其原料たる紙屑や襤褸の値段もメッキリ下落し」、「先達迄

は屑籠一つで大抵一二銭に買つてゐたが此頃はそれを二三厘に買つて漸く元値である」72と

いう新聞記事が見られ、1、2 銭で買い取ってくれていたものが 2、3 厘でしか買い取ってく

れなくなったことを示している。このように、特に紙屑の価格低落は著しく、10 分の 1 近

くにまで価格が下落していた。 

以上のような再生資源価格の下落は資源回収業者の営業にも大きな影響を与えた。当時

の資源回収業者によれば、紙屑を中心とした再生資源価格の下落によって、資源回収業者

が続々と転業しており、事業の存続が困難になっていたことが分かる73。こうした状況下で

は、どこの家庭でも屑屋が回ってこず、紙屑が堆積する状況が続いたといえよう。 

 

 

                                                   
70 「屑鉄益々高し」『中外商業新報』1918 年 8 月 24 日。 
71 「屑物の大暴落」『都新聞』1920 年 4 月 30 日。 
72 「屑屋が立行かぬ」『都新聞』1920 年 7 月 3 日。 
73 「何処の家庭にも紙屑の山」『都新聞』1921 年 1 月 7 日。 
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②営業品目の拡大 

以上のように、それまで主要な営業品目であった紙屑などの価格は大きく低下すること

になったが、工業化が与えた影響は従来の再生資源の需要・価格に影響を及ぼすだけでな

く、再生資源の種類・量を拡大させることにもつながった。物価の下落に伴って、主要な

再生資源の価格が下落する中、資源回収業者がどのように活路を見出したのかを新聞記事

や公文書を中心に明らかにしていく。 

1920 年代になると、これまで注目されてこなかった排出物の回収が盛んに行われるよう

になり、新たな収益源としてみなされるようになった。1920 年 4 月の新聞記事に「東京駅

には今まで人の気付かなかつた臨時収入が年に六千円からある、夫れは駅々売るお茶の土

瓶とサイダーや麦酒の空壜の売上高が積もり積つて斯様に膨大な金高となる」74とあるよう

に、東京駅ではこれまで回収・売却の対象とされてこなかったお茶の土瓶やサイダーやビ

ールの空壜が回収されるようになり、年間に 6,000 円もの臨時収入が得られるようになっ

た。この事例は東京駅における特殊な事例ではあるが、ビン類の製造･販売が盛んになり、

回収の重要性が高まっていたと推測できる。 

また、資源回収業者は価格低落が著しい紙屑のみの回収を嫌い、それ以外の回収物を主

な収益源としていた。1921 年 8 月には、「紙屑買ひを呼び込んで屑籠を出すと不平相な顔

をして親籠にあけ乍ら何んぞ他にはお払物はありますまいかとどの屑屋も申合はせたやう

に云ふ、其れも道理近来紙屑の下落は素晴らしいもので屑屋は紙屑ばかり買つて居たので

は顎が干上つてしまふ相だ」75という状況で、紙屑価格の下落が大きく、紙屑ばかりを買い

集めていては事業が成り立たなかったことが分かる。紙屑回収に関しては、「山の手でも下

町でも屑屋が廻つて来ても紙屑だけなら無料でも御免を蒙つて持つて行かないので各家庭

では紙屑の処置に窮し夜中密かに附近の塵芥箱等へ投棄する者も多いので今度は塵芥箱が

紙屑で山をなす有様である」76という新聞記事も見られ、従来経済的価値を有していた紙屑

を無料でも引き取りたくない状況になり、塵芥箱にも大量の紙屑が捨てられるようになっ

た。このように紙屑だけでは事業が成り立たない状況が続く中、他の回収物を集めること

によって、事業を維持するという姿勢を垣間見ることができる。 

 1923 年 9 月に起こった関東大震災によって、東京は大きな被害を受け、各業界は打撃を

受けることになったが、資源回収業に関しては異なった一面を見せた。関東大震災により、

震災屑の再利用や品不足による価格の高騰の恩恵を受けるケースが見られたのである。 

 関東大震災はあらゆるものを焼き尽くし、「僅に取残されたものは鉄骨と煉瓦だけで、取

片附けには市当局もホトホト困り果てた」77が、この鉄骨や煉瓦などの震災屑が再利用価値

を持つようになった。「農商務省の製鉄所では復興院の命を受けて焼け残りの鉄骨類を買ひ

                                                   
74 「土瓶や空壜にて一年に六千円」『都新聞』1920 年 4 月 30 日。 
75 「何故だ厭な顔は」『都新聞』1921 年 8 月 22 日。 
76 「紙屑の始末に大困り」『読売新聞』1922 年 12 月 27 日朝刊。 
77 「鉄屑を買集めて八幡製鉄所に送る」『読売新聞』1923 年 10 月 29 日朝刊。 
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取り福岡の八幡製鉄所に廻し精鋼し更に市場に売出す計画をたて今月五日京橋区明石町の

橋本店に命じた十七日迄に同店に集まつた鉄屑は五千噸に達した」78とあるように、農商務

省は焼け残りの鉄骨類を京橋区の橋本店に回収させ、八幡製鉄所で再利用させることにし

た。東京から八幡製鉄所までの運賃は安くはなかったものと考えられるが、「鉄類をいま米

国から取寄せれば一トン百五十円を要するが焼残りの鉄を一貫五六銭で買取りそれに千住

大橋から八幡に送るまでの運賃と精鋼費を入れても八十円あれば出来るため二十万トンと

して千四百万円減費する訳で精鋼の結果は決して旧来のものに务らないと云ふ」79という見

解が示されており、海外から鉄類を輸入するよりはるかに安く、精鋼の質も決して务らな

いと考えられた。このように、屑鉄の需要は関東大震災を契機に大きくなり、それを支え

る再生技術も発達していた。こうした変化はこれまで価格下落などに苦しんでいた資源回

収業を活性化させ、尐なくとも一時的に回収の機会を増大させることにつながった。 

 古繊維業者を見てみても関東大震災は不況から脱する機会となったことがうかがえる。

『東京ウエイスト商工業協同組合百年史』には、「大正一〇年頃より我が業界にも不況の波

が押寄せ、大震災まで非常に不況であったが、東京のあらゆる物資はこの火災で焼失し、

如何なる品でも売れると云う事になり、業界の古着類を初め加工材料、特に布団綿類が非

常なる不足のため当時一貫匁六〇銭、最上物で一円二〇銭、下物（三等綿）一〇銭、晒綿

が二円位であったが、一ヶ月後には古綿二円五〇銭、晒綿五円下物三〇銭から四〇銭位と

価が上り、我々業者にとっては大震災を除けば最高の年であった」80と記述されており、古

繊維回収も大震災を契機とした品不足の恩恵を享受した。 

昭和期に入ると、1927 年の金融恐慌、1930 年の昭和恐慌の影響を受け、各業界で倒産が

相次ぐことになった。資源回収業界も一時的に大きな打撃を受け、1929、1930 年には多く

の業者が倒産・整理の必要に迫られた81。 

しかし、ひとたび事業の建て直しに成功すると、その後の軍需景気によって、紙屑、襤

褸、屑鉄などの再生資源の価格が上昇し、かなりの利益を得ることが可能であった。当時

の新聞記事には、「軍需インフレの波に乗つて最近鰻上りに騰貴する鉄屑と共に紙屑が暴騰

した結果足立のバタヤさんが有卦に入り時ならぬ活況を呈してゐる」82、「新聞紙とボロは

いづれも昂騰」83とあり、1930 年代後半には再生機運も高まり、資源回収業者は好景気を

謳歌していたことがうかがえる。1938 年 4 月には、「家庭の払ひ出し値段としては新聞紙

が品不足から高く一貫匁最低三十銭から三十五、六銭くらゐ、その他は大体落着きボロは

                                                   
78 「鉄屑を買集めて八幡製鉄所に送る」『読売新聞』1923 年 10 月 29 日朝刊。 
79 「鉄屑を買集めて八幡製鉄所に送る」『読売新聞』1923 年 10 月 29 日朝刊。 
80 東京ウエイスト商工業協同組合『東京ウエイスト商工業協同組合百年史（上）』、142～143

頁。 
81 東京ウエイスト商工業協同組合『東京ウエイスト商工業協同組合百年史（上）』、173、187

頁。 
82 「紙屑も暴騰」『読売新聞』1937 年 1 月 21 日夕刊。 
83 「ボロと新聞が昂騰」『読売新聞』1937 年 12 月 21 日夕刊。 
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混みで貫当り二十銭、金属類も新しいもののやうな変動はなく鉛が一貫匁二円三十銭、鋳

物つぶし四十銭真鍮三円、ニユーム六円、練歯磨チユーブは十五円から上のものになると

十八、九円もする」84状況であり、品不足の新聞紙や金属類を中心に高値が続いていること

が分かる。また、塵芥焼却場などの市の施設から屑鉄やその他の有価物が発見されるとい

う記事も見られ、回収の機会は増大していたものと考えられる85。 

 以上のような第 1 次大戦以降の再生資源需要の増大や戦時期の軍需の拡大は資源回収業

に大きな利益をもたらした。具体的には、第 1 次大戦期に見られた再生資源価格の上昇だ

けでなく、回収品目や回収量の増加も見られたのである。 

 1939 年の東京府の廃物回収に関する表 4 と 1903 年の東京市の塵芥箱に関する表 5 を比

較すると、屑鉄やアルミニウム屑などの金属屑の割合が高まっていることが分かる。表 4

と表 5 では対象とする期間や地域が異なっていることと、表 4 には工場からの廃品回収が

含まれている可能性があることを考慮に入れる必要があり、単純比較は難しいが、当時の

東京における再生資源の変化の概要を示す上では有用であろう。まず、紙屑、屑鉄の割合

を見てみると、表 4 では紙屑が全体の 11.1％、鉄屑が 40.7％であるのに対し、表 5 では紙

屑 3.9％、古鉄屑 1.3％であった。この結果から、明らかに屑鉄の割合が高まっていること

が読み取れる。また、1939 年には鉛屑、錫屑、亜鉛屑、アルミニウム屑などの非鉄金属の

回収も盛んになった。 

 

表 4 東京府の廃品回収高（1 ヶ月） （1939 年） 

金額（円） 割合（％）
木綿ボロ 444,283 3.3
毛織ボロ 1,095,955 8.1
古綿 47,626 0.4
紙屑 1,501,258 11.1
新聞紙 222,000 1.6
鉄屑 5,520,053 40.7
銅屑 1,075,997 7.9
鉛屑 430,706 3.2
錫屑 26,202 0.2
亜鉛屑 115,833 0.9
真鍮屑 3,221,542 23.8
アルミニウム屑 544,383 4.0
ゴム屑 35,007 0.3
合計 13,560,846 100  

出典）景気研究所『新興産業の基礎知識（9） 代用品工業（附廃物利用工業）』春秋社、

1939 年、192 頁。 

                                                   
84 「新聞は依然高値」『読売新聞』1938 年 4 月 23 日夕刊。 
85 「ゴミの中から二百万円」『読売新聞』1937 年 2 月 5 日夕刊；「ここにも！鉄クズ景気」

『読売新聞』1937 年 2 月 5 日夕刊。 
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表 5 東京市内の塵芥箱から発見される有価物（1 日） （1903 年） 

金額（円） 割合（％）
古椀 3 1.6
ざる類 8 4.3
古皮の屑 0.775 0.4
古い竹の皮 3.5 1.9
古護謨の屑 5.25 2.8
古草鞋 15 8.0
古縄 9 4.8
瀬戸物の破片 11.25 6.0
古綿 7.5 4.0
古毛氈 3 1.6
朝紐 1.8 1.0
白硝子の破片 14 7.5
麦酒瓶の破片 6.5 3.5
毛布足袋其他の布切 35 18.7
古銅真鍮の屑 25.5 13.6
古鉄屑 2.4 1.3
缶詰の空其の他のブリキ 13.5 7.2
紙屑 7.35 3.9
古下駄 15 8.0
合計 187.325 100  

出典）「四百万円を蔵せる東京市の塵芥」『読売新聞』1903 年 2 月 22 日付録。 

 

 ただし、前述したように表 4 には工場からの廃品回収が含まれていると考えられ、市中

の一般家庭からの回収とは回収業者や事業の性質が異なっている可能性がある。以下では

末端の資源回収業者の動向に留意しながら、この問題について考察していく。 

 表 6 は東京市役所『紙屑拾い（バタヤ）調査報告書』に基づくものであり、末端の資源

回収業者の回収物が多様化していたことが分かる。回収品目は紙類、布類だけにとどまら

ず、硝子類や金属類に関しても多くの回収品目が存在していた。硝子類には一升瓶、ビー

ル瓶、サイダー瓶などが見られ、金属類ではアルミニウム屑（ニユーム屑）、その他にはセ

ルロイドなどの比較的新しい回収物もリストに挙げられている。 
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表 6 足立区本木町の買入場における買取価格 （単位：銭） 

種別 1935年4月 1939年11月
紙類
屑ボール 3 6
コミシン 5 10
ヒロシン 6 14
上ページ 13 25
ページ 6 15
チヤモ 16 30
ワンプ 6 10
ゴタ 12 25
布類
上ボロ及大ボロ 20 40
小ボロ 6 15
上綿 30 45
カヤ綿 7 40
モス 160 300
毛糸 200 300
糸屑 20 45
硝子類
白ガラス 9
色ガラス 3
化粧瓶 12 15
リットル瓶（1本） 6 7
一升瓶（1本） 4 7
ビール瓶（1本） 1.5 2
サイダー瓶（1本） 1 2
薬瓶（1本） 0.6 1
ラムネ瓶（1本） 1 2
電球（3個） 1 1
金属屑
ニユーム屑 320 500
銅屑 140 250
鉄屑（上） 10 30
（コミ）
トタン及錻力屑 5 5
空罐 12 15
其の他の物
コミゴム 5 15
ゴム足袋（1足） 1.5 1.5
番傘（大） 2 2
（小） 1 1
洋傘（大） 12 12
（小） 7 6
古レコード 50 50
セルロイド 200 200
カモジ 150 150
落毛 40 50
古ゴザ（1枚） 1.5 1  

出典）東京市役所『紙屑拾い（バタヤ）調査報告書』東京市役所、1941 年、20～22 頁。 

注）表中に指定のないものについては、1 貫目当たりの価格。 
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 こうした回収品目の多様化は回収業者の生活や事業内容からもうかがえる。東京市社会

局では、回収品の価格や回収業者の生活水準だけでなく、回収業者の具体的な事業内容に

ついても現地調査などを含め、詳細な調査を行っている。 

 この調査によれば、1930 年代の東京市近郊では、紙屑だけでは商売が難しいという理由

から金属屑やセルロイドなどを専門に集める業者が見られるようになった。社会局の調査

の中には「アルミニユーム、銅、真鍮、鉛等の金属屑や、セルロイド、カモヂ、モス、毛

糸等の値の良いものは『ヨロク』と称して特に有難がられる。紙屑類を十貫匁蒐集するこ

とは今日容易なわざではないがそれにしても僅かに五十銭位にしか売れないからである。

従つてこの『ヨロク』専門の拾ひ子も自ら生じて来る次第である」86という記述が見られ、

比較的割のいい金属屑やセルロイドなどを「ヨロク」と呼び、これらの再生資源を専門に

集める業者が出てきたことが分かる。 

 また、東京市近郊地域における市街地化、工業地化は回収業者の回収品目にも大きな影

響を与え、1930 年代には概して回収業者の収益環境を向上させることになった。東京市社

会局庶務課調査掛の川田半三郎氏は拾い子の Y 氏と数日寝食を共にし、『紙屑拾い（バタヤ）

調査』の中で「まねごとの記」なる日記を執筆し、当時の末端の回収業者の実態、回収地

域などについて詳細に描いている。川田氏の調査では、王子、西巣鴨、木挽町などでの回

収について記述されており、地域による回収品目の違いや工業化の影響などが読み取れる。

小工場や住宅地が増加していた西巣鴨では、「品物もボール紙、ハトロン紙、襤褸、罐等々

と、比較的値の良い物が多かつた。車を二回程移して車の箱も七分許り埋まつた。或小工

場の勝手口の前を通ると露地の奥に、この辺には珍しく大きな塵箱が目についた。入つて

開けて見ると、有る、有る。布の裁ち屑、紙箱、紙屑等々と先づ今迄の十五、六箱分位あ

る」87という状況であり、再利用価値の高い紙類や襤褸、缶などが豊富に存在していたこと

が分かる。また、銀座裏の木挽町には大きな商店街があり、よい品物がたくさん捨てられ

ていた。木挽町に着いた時のことを、川田氏は「成程こちらは品物が良い。模造紙、西洋

紙、ハトロン紙、ボール紙等々。小印刷工場が多いが、そこの箱を開けることは楽しみだ

つた」88と振り返っており、多くの品物であふれていた様子がうかがえる。また、商店街に

は前述した「ヨロク」が多く見られるという特徴もあり、拾い子の Y 氏がアルミニウム鍋

を拾っている様子、「ヨロク」専門の業者が価値の高いものばかりを集めている様子が描か

れている89。以上のような資源回収業に関する調査からも、工業化が商店街における使用品

や排出物を多様化させ、資源回収のあり方を変化させたことが分かる。特に、比較的新し

い素材であったアルミニウムなどは経済的価値が高く、主要な収入源として考えていた資

源回収業者も多かったといえる。 

                                                   
86 東京市社会局『紙屑拾い（バタヤ）調査』東京市社会局、1935 年、9 頁。 
87 東京市社会局『紙屑拾い（バタヤ）調査』、49 頁。 
88 東京市社会局『紙屑拾い（バタヤ）調査』、51 頁。 
89 東京市社会局『紙屑拾い（バタヤ）調査』、51～52 頁。 
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 このように、工業化の進展と排出物の種類の多様化による事業機会の拡大によって、資

源回収業者の数も増加することになった。表 7 によれば、第 1 次大戦による大戦景気が終

わると、業者数は減尐し、1917 年に 1,478 人だった東京市のバタヤ人口は 1922 年には 544

人にまで減尐した。しかし、その後は増加に転じ、雑業取締規則が廃止される前年の 1932

年には 3,492 に増加した。雑業取締規則の廃止によって、一時的に資源回収業が自由業と

して行われるようになることから、1933 年以降、さらに業者数が増えたものと考えられる90。

こうした業者数増加の背景には、資源回収業を取り巻く環境の変化が大きく働いていたと

いえよう。 

 

表 7 バタヤの数の推移 （単位：人） 

1917年 1918年 1919年 1920年 1921年 1922年 1923年 1924年
1,478 1,215 1,108 1,098 786 544 585 604

1925年 1926年 1927年 1928年 1929年 1930年 1931年 1932年
896 - - - 2,218 3,071 2,257 3,492  

出典）東京市役所『紙屑拾い（バタヤ）調査報告書』、9～10 頁。 

 

おわりに 

以上検討してきたように、東京市では、1880 年代以降伝染病問題が深刻化し、衛生上、

塵芥が都市に滞留することが問題視されるようになった。そのため、東京市は 1900 年の汚

物掃除法施行時に塵芥処理を市営化し、民間業者の請負により塵芥処理を遂行しようとし

た。 

まず、東京市はより信頼のできる業者に塵芥処理を請け負わせるため、随意契約制を導

入した。しかし、その背後には汚職事件の存在があり、政治家との癒着がある塵芥処理未

経験者が請け負うようになった。そのため、旧来からの塵芥処理業者の反発や塵芥処理サ

ービスの質の低下が顕在化した。 

その後、東京市はより公正に請負人を選定するため、競争入札制を開始した。競争入札

により、汚物掃除法以前から塵芥処理に携わっていた専業の業者が請け負うようになり、

塵芥処理サービスの質は一時的に改善された。しかし、競争入札制の継続は請負代金の低

下をもたらし、請負業者による塵芥処理の遂行は困難になった。 

こうした請負制の失敗から、多尐費用をかけてでも市直営化することによって、塵芥処

理サービスの質の向上が目指された。つまり、経済的価値を失った排出物に関しては、市

場で処理させることが困難であったため、行政が介入することにより、排出物の除去と都

市衛生環境の維持を図ったのである。 

それに対して、1900 年前後においても経済的価値を有していた紙屑、襤褸、屑鉄などは

引き続き市場で流通していた。そのため、汚物掃除法が施行された 1900 年、これらの再生

                                                   
90 東京市役所『紙屑拾い（バタヤ）調査報告書』、8～9、13～14 頁。 



22 

 

資源回収などを対象とした雑業取締規則が施行され、市の塵芥処理とは別に民間の資源回

収業者による回収が続けられた。同規則では、回収が円滑に行われるか否かよりも、不衛

生な再生資源が流通してしまうことが問題視され、消毒等により再生資源の質の向上が図

られた。 

その後、第 1 次大戦期には各種再生資源の価格が高騰し、資源回収業は活況を呈するも

のの、大戦後には一転して再生資源価格が下落し、資源回収業は不安定化した。こうした

不安定な景気状況の中、各排出物は景気の変動により市の回収網に組み込まれる可能性を

有しながらも、採算ベースに乗る部分に関しては引き続き民間業者による回収が模索され

た。例えば、アルミニウム、セルロイドなどは 1930 年代に流通量が増大し、新たな回収品

目として注目されるようになったのである。 

以上の事例から、1900 年以降、経済的価値を有するものと経済的価値を喪失したものと

では、異なる回収方法が取られたことが分かる。都市衛生環境の悪化とそれに伴う伝染病

の流行により、不衛生な排出物を都市から一掃する必要が生じ、経済的価値を喪失した塵

芥に関しては、市直営化することによって、処理サービスの質が高められた。他方、屑鉄、

アルミニウムなどの経済的価値の高い排出物は依然として市場で流通していたことから、

行政が処理サービスに介入する必要はなく、消毒等により再生資源自体の質の向上が図ら

れたのである。 

このように、近世来の資源循環は 1900 年以降、各排出物によって異なる変容過程を経て

おり、先行研究で示唆されているような一方向的な崩壊が見られたわけではなかった。民

間業者による資源回収は景気変動や衛生問題の発生により崩壊する可能性を有しながらも、

技術革新や産業発展に応じて維持、あるいは再形成される形で存続したといえよう。 


