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平成 23年度第 1回 八戸市廃棄物減量等推進審議会 
 

日 時  平成２３年８月２４日（水）14：00～ 

場 所  八戸市公民館２階  会議室１・２・３ 

出席委員  市村光人委員、植村和子委員、大久保英樹委員、小幡佐久子委員、 

香月智子委員、角妙子委員、小屋敷孝委員、櫻庭壽子委員、須郷秀一委員、 

        渡邉宏委員、若生豊委員、溝江康徳委員、細越光夫委員、古谷吉光委員、 

       根城秀峰委員、中村悟志委員、百目木節委員、時田貞夫委員 

 

議 事 概 要 

議題（１）八戸市のごみ処理の現状について 

事務局：議題１資料「八戸市のごみ処理の現状について」を説明 

 

委 員： 常々思っていたことです、２点。有料のごみ袋というのは、スーパーとかで売ら

れているわけですけど、はたして年間どの程度売れているんだろうか。ごみの出し

方にも絡んでくることでしょうし、時々有料のごみではなくて、スーパーなんかの

ごみ袋を使ったりとか、というのも時々見たことがあります。売れ具合はどうなん

だろうという疑問がございました。質問は、まずそれが１点。 

     それから関連しますけれど、可燃物、不燃物のごみの使い方、きちんと使い方が

守られているんだろうか。申し上げたように、そうでもないようなのが散見される。

私の町内でも、時々見たことがあります。じゃあ、守ってもらうためにどういう取

り組みをしているのか、どういう実態があって、どういう守ってくださいというア

ピールを、呼びかけをしているんだろうか。その辺りを時々、例えば市の広報なん

かを見ますと、よく載っていたりもするわけですけれど、具体的に広報だけではな

くて、関係部署でいろんな、例えば宣伝カーではないんですけれど、町内会を回っ

て具体的な呼びかけをするなり、という風な取り組みをしたことがおありだろか、

という、この２点についてご質問したいと思います。 

事務局： まず１番目のごみのごみ袋はどのくらい売れているかということで、平成 21年度

実績で、指定ごみ袋、サイズは３種類で、燃やせないごみ、燃やせるごみの２種類

で全て、全部で６種類あるんですけれども、全部を足して 1,038 万枚くらいです。

粗大ごみ処理券は、だいたい 17,600 枚ほど販売されていまして、総売り上げでは

２億７千万円くらいでした。21年度のごみ処理費用は、約 39億 4千万でしたので、

ごみ袋の売上高は、その処理費用の約６％にあたります。 

     あと２番目の方ですけれども、ごみはそれぞれ可燃、不燃ともに指定袋に入れて

出すように、お願いしてはいるんですけれども、おおむね適正にだされていると思

います。ただ、たまに指定ごみ袋以外の物に入れていたり、あとは粗大ごみなど、

そのまま集積所に置いてあったりするケースがあります。そういう場合には排出者

に気付かせることを目的として、その場に置くんですけれども、これはちゃんと袋
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に入れてくださいとか、収集できませんというステッカーを貼って、おいて置くこ

とになっています。置いておく期間としては、不適正排出の場合は１ヶ月、テレビ

などの家電四品目については３ヶ月を目安にしています。ただし、置き場所という

か、集積所によっては交通の妨げになって危ないとか、あと物によっては臭いが出

たりとか、早急な対応が必要な場合にはこの限りではありませんで、清掃事務所の

方で速やかに回収に行っています。適正なごみの出し方の周知としては、毎年出し

ています「ごみの分け方・出し方」のチラシ。あとは広報はちのへ、あとは出前講

座といいまして、公民館の活動の一環で集まった時とか、子供たちへの環境学習会

のなかでも、やっぱりこれからの世代の方たちに、まず教育するということもある

し、あとは町内会の方にＰＲっていうことでは、町内会長さんから、それぞれの町

内から推薦していただいている「ごみ減量推進委員」という方々がいまして、その

方々を通じて排出についての市からの連絡とか、あと町内会等からのあの要望事項

等とかの橋渡し役になっていただいたりとかしています。 

会 長： それでは、次の質問をお願いいたします。 

委 員： ７月の地デジ化に伴って、アナログテレビへの買い替えが多くなった、買い替え

が進んだと思います。それで、買い替えした時には多くの方は電気店に引き取って

もらっていると思うんですけども、ご自分で設置された方の、そのテレビのあとの

処理のことですけれども、どのようになっているのかなっていうのがちょっと気に

なりました。ニュースでは、不法投棄ということもよく見られますし、町内には回

収業者が回ってきていて有料ということでした。その回収業者が引き取った後の処

理はどのようにされているのかなあと疑問に思ったことがありまして、このような

業者も監督されているとは思うんですけれども、どのようになっているのかなあと

思って質問等させていただきました。 

会 長： 事務局、回答お願いします。 

事務局： テレビなどの家電四品目を持ち主が処理する場合は、これは「家庭のごみの分け

方・出し方」のチラシの後ろの方にもちょっと載せてあるんですけれども、リサイ

クル料金を払って、その伝票をテレビとか洗濯機、冷蔵庫などに貼りつけて、市内

２ヶ所の引き取り場所に持って行ってもらえば、そのままリサイクルにのります。

あとは、電気屋さんとか、ホームセンターさんなんかにも、お願いすると引き取り

サービスはしてくれているところは結構あります。あと回収業者さんが有料で不用

品を収集している場合はということで、収集運搬業の許可が必要ですけれども、無

許可収集に関する具体的な苦情等の情報は、今のところ市には入っておりませんの

で、摘発等には至っておりません。これは回収業者が有料で家電四品目等を回収す

る場合に、家電リサイクル法とかに基づく運搬・処理料金の負担に対して、法外な

料金を徴収されているケースがないためと思われます。清掃事務所では、市民から

回収の情報等が入っている巡回回収業者や空き地での回収の業者に対して、聞き取

り等を実施しておりますが、明らかに廃棄物処理法違反となるような実態は確認で

きておりません。で聞き取りした回収業者では、回収の対象はあくまでも中古品と
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して売却可能な物のみとしておりまして、回収後の中古品は直接または取扱業者を

介して広域的に売却しているとのことです。なお現在、それらの中古品が市内で不

適正処理されているというような事例は伺っておりません。 

会 長： 続きまして、次の質問をお願いいたします。 

委 員： 資料の１のグラフを次のように読み取りました。事業系のごみが順調に減ってい

るのに対して、生活系のごみの減少幅が少ないと。県のごみの排出量減量の課題は、

いかにして紙の資源化を図るかということにあるように聞いていますが、八戸市の

ごみ減量のためには生活系ごみの減量が課題である、という風なことで読み取りま

したが、八戸市の生活系ごみの減量対策を伺いたいと思います。 

事務局： 家庭から出るごみの組成で一番多いのは生ごみですけれども、その減量が家庭系

のごみ減量に繋がると考えております。家庭での生ごみ減量については、段ボール

コンポストや電動式生ごみ処理機を利用しての減量方法も効果的ですが、普段の生

活の中で、買い過ぎによる賞味期限切れの食品をそのまま出さないとか、作りすぎ

とか、食べ残しなどで生ごみを出さないとか、あるいはどうしても出る場合、水分

をよく切って出すというような、ちょっとした工夫でも生ごみの減量に繋がると考

えています。そういう市民への意識を変えるための特効薬的なものは、なかなかな

いのが現状で、家庭からのごみの排出を減らしてもらうように、広報はちのへとか

「ごみの分け方・出し方」チラシとか、先ほどいいましたごみ減量推進委員への説

明会、あと出前講座など機会を捉えて、普及啓発に努めてまいりたいと考えていま

す。 

委 員： 生ごみの減量が課題だというお話でしたけれども、その段ボールコンポストの講

習会等を公民館等でやっていますけれども、年間どのくらいやっているとか、ある

いはすべての公民館でやっているのかどうかも、もしわかれば教えていただければ。 

事務局： すいません。今すぐにその回数は出せないんですけども、来年度の公民館の活動

というのを決める時期を捉えまして、公民館活動の中で、例えばごみ分別講座だと

か、段ボールコンポストについての講習会だとか、施設見学とか希望を出していた

だくようにお願いしています。その中で私たちが出掛けて行くのが、コンポストだ

けでも５、６回以上はやっていると記憶しています。あとは、問い合わせがあれば

いつでもお電話で対応していますし、コンポストモニター制度というのを５月の広

報に載せまして、今年も 150 人くらい応募がありまして、早速皆さんにお配りして、

やっていただいています。 

委 員： はい、ありがとうございます。それと、資料は裏のページの３の、１人１日あた

りのごみの排出量ですが、先ほど事務局の方から説明があったように、非常に順調

にごみが減少してきています。これはひとえに、1,000ｇ以内にするという「プロ

ジェクトアンダー1000」という目標があったからゆえに、こういう順調に達したの

ではないかと、もちろんいろんな要因はあると思いますが、一番大きいのはそうい

う高い目標を設定して、積み重ねてきたことだと思います。 

そこで私の提案で、目標が達成されましたから、例えば次の５ヶ年なり、次の 10
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年を目標にして、例えば 900ｇ以下にするとか、あるいは 800ｇ以下にするとかと

いう、そういう高い目標を持ったほうが市民のごみ減量の意識も高まって効果的で

はないだろうかなと。特に、今回の東日本大震災で、電気の使いすぎを始め、我々

のこれまでのいろんな生活の見直しが求めてられているということを踏まえて、ご

み減量の絶好のチャンスと捉えていますので、新たな目標を設定したらどうでしょ

うか。 

事務局： 1,000ｇ以内にすると目標は、確かに高い目標で、いろいろやって達成できました。

今回の大震災により、ごみの量がそれぞれ皆さん生活を見直して出すことが考えら

れますので、一定期間は増加することが考えられます。あと今後の見通しですけど

も、次期の一般廃棄物処理基本計画の中で、新しい目標設定を制定したいと考えて

おります。あと先ほど言い忘れたんですけど、八戸市の場合、生活系ごみは、グラ

フ上、あまり減ってない感じなんですが、生活系のごみだけで考えますと、全国的

にみても、県内の市町村の中でみても、わりと成績が良い方なので、その中で少し

ずつでも減ってきているのは、皆さんが頑張っているんじゃないかなと思っていま

す。 

会 長： 次の質問をお願いいたします。 

委 員： 資料の４番のリサイクル率のことですが、県のリサイクル率は、都道府県別にみ

ると 45 位、すなわち、悪い方から３番目、ビリから３番目という形で、非常にリ

サイクル率が低いのが残念ですが、そういうなかにあって、例えば平成 14 年度、

八戸市が11.0％だったものが年々ずっと良くなって、21年度は17.0％という形で、

県の推移に比べれば、非常に良い状態にきています。この６％も向上した要因を知

りたいと思って質問しました。 

事務局： 大きな要因としては、事業系ごみの減少と焼却灰の再資源化があげられると考え

ています。平成 14年度と 21年度を比較しますと、集団回収と毎週水曜日に回収し

ている資源物の排出量自体は減ってきていますが、ごみの総排出量が 20％減少して

いますし、その総排出量のうち事業系ごみの方がかなり減っています。この資源物

収集については、生活系に限定されていますので、事業系ごみの減少がリサイクル

率の向上に大きく貢献したと思っています。その点からも、20年度から実施した事

業系の資源となる紙ごみの清掃工場への搬入規制をいたしまして、ごみの排出量と

カウントされた部分がぐっと減りました。それがリサイクル率を向上させています。

また、最終処分量を削減するために八戸清掃工場から出る焼却灰の一部について、

平成 16 年度から、スラグやセメント原料として再資源化を委託しております。平

成 21年度では、当市相当分のうち 1,600ｔが再資源化委託されておりまして、これ

をリサイクル率に換算とすると、２ポイントくらい向上させております。 

会 長： 議題１に関しまして、その他に質問ありませんか。 

委 員： 要望です。この議題１の「市のごみ処理の現状について」ってことで４点の資料

がでていますが、あと一つは費用対効果ってわけではないんですが、ごみ処理の費

用がどのくらいかかっているのかというデータも出してもらえれば。冒頭の質問の
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回答に、21年度のごみの処理費用が39億4千万かかったという回答がありました。

なんか 39 億 4 千万というと、想像つかない金額なんですが、わかりやすく言えば

１日あたり、１千万掛かっているということですよね。その額が年々どうなってき

ているのか、増えてきているのか、減っているのか、横ばいなのか。ごみの量等だ

けでなくて、費用、どれだけその処理のためにお金がかかっているのかという風な

データも出してもらえるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

事務局： 今日初めておいでになった委員の方には、清掃事業概要が渡っており、前からの

委員の方は、今年の２月の時の審議会の時に議案として出されておりますが、この

中にその年度の費用が載せています。今日お示しした数値は 22 ページです。そし

て、25ページのほうに、清掃費の推移というのがありまして、これは清掃工場とリ

サイクルプラザの広域事務組合分も含まれており、八戸市だけのものではなく、22

ページの方は、収集費用として清掃事務所の経費も計算していますので、ここにあ

る数字だけでは捉えられないかもしれないんですけれども、あとはホームページの

ほうに出ていると思いますので、ご覧いただければ推移がわかるかと思いますが、

年々減ってきてはいます。 

委 員： おっしゃったことわかりました。あくまでも要望ですので。この資料の１、３、

４のように 10 年間の推移がグラフとして出れば、とてもわかりますよね。棒グラ

フや折れ線グラフのように、ごみ処理の費用も同じような形で出せば、我々委員に

も非常に分かり易いのではないでしょうか。よってそういう形でだしていただけれ

ば、ありがたいという要望です。 

事務局： そのような資料を作って、次回、お示ししたいと思います。 

委 員： ありがとうございます。 

会 長： ごみ処理の費用というのは、基本的にはごみが減量するのに比例して、費用も減

少するということでしょうか。 

事務局： 必ずしも、ごみが減るから費用も減るということではないような状態です。これ

は、必ず固定費部分のような、量が多くても少なくても掛かる部分というのがあっ

て、一方で変動する部分というのは、実はあまり大きくないためです。しかし、ご

みが減っていけば、処理する量が減るわけですから、考え方としては、減っていく

方向にはなるということでございます。 

会 長： その他いかがでしょうか。 

委 員： これはちょっとひんしゅくを買うかもしれませんけれど、ごみ袋のことです。我

が家も使っていますけれども、45ℓの 10枚で 300 円とかぐらいですかね。非常に私

は安いなあという気がしていまして、これはいろんなご意見もあるんでしょうけれ

ども、もう少し高くても私はいいんじぁないのかなという気がします。これが、ご

みの排出抑制に多少でも繋がることはあると思います。高すぎて、市民が利用でき

ないような値段ではこれ困るわけでございますけれども、今の値段は１袋 20 円位

なんですかね、20 円で５㎏、10 ㎏ぐらいありますと、キロ単価にすると、非常に

サービスのいいごみ処理費じゃないのかなと思います。その辺は、市民の意見を聞
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いて、これはもう少し適正な料金の方が私はむしろ減量化にはいいんじゃないのか

なという風に考えてございます。ご検討いただければと思います。 

事務局： 検討して参りたいと思います。 

 

議題（２）一般廃棄物処理基本計画の改定について 

事務局：議題２資料「一般廃棄物処理基本計画の改定について」を説明 

 

委 員： 議題１では「ごみ」という言葉を使って、議題２で一般廃棄物となっているので、

一般的な理解では同じじゃないだろうか。また、同じごみの中でも議題１では生活

系と使って、議題２では家庭系と使っているので、もし同じような内容で使ってい

るのであれば、どちらかに統一した方が、市民からは分かり易いのではないでしょ

か。 

事務局： 一般廃棄物については、ごみと生活排水とを合わせたもので、議題１であれは、

ごみの処理状況をお示ししています。生活系と家庭系という言い方は、明確な区分

がなくて、環境省や他の自治体、青森県もそうなんですけど、使われ方は混在して

いまして、その時々の表現が使われているようです。八戸市も両方使ったりしてい

るんですけども、これから市民の皆様に分かり易いよう、八戸はわりと家庭系とい

う方を使っているので、そちらの方に統一していくような使い方をしていきたいと

考えています。 

委 員： 資料２の裏面の３番、現行基本計画の検証の２の数値目標で、22年度と比較して

達成か未達成かが出ていますが、他のものに比べてリサイクル率の未達成の割合が

大きい。目標が 24％なのに対して、22 年度が 15.2％ということなので、今後のこ

のリサイクル率を高めていくための対策についてお聞きしたいと思います。 

事務局： 基本的には、焼却処分や最終処分するごみを減らすために、まずはごみを出すの

を抑えてもらう、排出量を減らすというのと、あと同じごみを出すにしても、でき

るだけ分別徹底をして資源回収されるものを増やしてもらうというという、市民に

対する３Ｒへの意識向上の啓発が必要だと思います。それに対する特効薬はないの

で、地道に対応してまいりたいと思います。あとは、新しくリサイクルできる物が

あっても、お金をかければどんどん上げられるという部分はあるんですが、やっぱ

りそこまでできないという部分もありますので、これから新しくリサイクルできる

ものがある場合、費用対効果を考えてた上で探っていきたいと考えています。 

委 員： 最大のものは、市民意識という形でお答えいただいたんですが、市民意識と共に

ですね、やっぱりリサイクル率が向上するような仕組みを作っていくことだろうと。

そして今はダメでも、いつを目途にしてそういう仕組みを作っていくか。例えば今、

資源回収しないプラスチックごみについてもスーパーさんの協力で、一部のプラス

チックですけども回収されていますが、それらのことはどうするかとか。あるいは

ペットボトルについても、ペットボトルの本体だけの回収で、ペットボトルのキャ

ップは燃やしているわけですよね。ところが、ペットボトルのキャップを回収して
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いるＮＰＯ団体等もありますから、なんとか現状が燃やしているごみを少しでも減

らしていくように、少しでもそしてそのことが、リサイクル率が高まっていくよう

な仕組みを、仕組みというか将来見通した年次計画のようなもの等が、検討するこ

とが必要ではないかなとこう思って言わせていただきました。 

事務局： 今後検討してまいりたいと思います。 

会 長： 資料２の裏面、第４点で説明があったように、この計画の改訂に関しましては、

10月を目途に諮問という風なことで、その時点でまた、審議会を計画して検討いた

だくというようなこととなっているようでございますが、何かございませんでしょ

うか。 

事務局： すいません。これから素案の方を事務局の方でまとめ、それを 10月の中旬から下

旬にかけて皆さんのお手元に届くようにして、11月頃に審議会を開いて、皆さんか

らのご意見を伺う場をとっていただきたいと思っていました。そして一部変更がご

ざいまして、11月の審議会でいただいた意見をまとめて、素案の第２次案を作成し、

出来れば凄く忙しい時期で申し訳ないんですけど、12月に２度目の審議会を開催さ

せていただいて、その時いただいた意見とパブリックコメントをまとめた３次案を、

来年の２月をめどに、審議会を開催してご意見をいただきたいと考えております。

もし、その時点であまり大きな変動がなければそこで取りまとめたものを答申して

いただいて公表したいと考えております。 

会 長： ご協力よろしくお願いしたいと思います。 

あと、県の公表しているデータを見ますと、やはりすべてリサイクル低いんです

けれども、特に紙ごみが量的にも全国平均に比べて低いと伺っているんですけども、

八戸市の場合は、紙ごみのリサイクル率はいかがでしょうか。 

事務局： 紙だけというデータはないですけれども、八戸市の場合、事業所に平成 20年度か

ら清掃工場へ紙資源となるものを搬入規制するということになって、ごみの量がだ

いぶ減ったんですけれども、その量はリサイクル率の方にはカウントされていませ

ん。19 年度と 20 年のごみの量の減量差が 6,000ｔくらいあって、それが全部とは

言いませんが、かなりリサイクルの方に流れていると考えております。 

会 長： 定義的なところで、リサイクルは図られているけれども、リサイクル率には反映

されないということですね。 

 

議題（３）新処分施設整備事業の進捗状況について 

事務局：議題３資料「新処分施設整備事業の進捗状況について」を説明 

  

委 員： 資料３の３、土木建設工事で、建設工事の契約額が 28億１千５百万円ほどという

こととありましたが、その後８月 13 日の新聞報道で、着工後に土質の問題だとか

等で、７億５千万円ほど余計に掛かるという報道がありましたから、単純に足し算

すると、35億 6千万ほどと。私の質問はこれまで掛かったものと、これから掛かる

費用を含めてどのくらい、総額でどのくらいになるのかなということをお聞きした
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いと思います。 

事務局： 建設工事費は、42 億円ほどを想定しております。この 42 億円には先日報道され

ました、７億５千万円の増額も含んでおります。委員が計算された通り 35 億円７

千万円ほどの契約額に変更になりまして、残り下水道前処理施設と、敷地外工事

等々の発注をしまして、総額で 42 億円と想定していますが、３件の工事がまだ発

注されておりませんので、そこがいくらになるかまだ確定していないということで、

約 42 億円としております。これまでいくら掛かったかという部分でございますけ

れども、用地の購入等が一番掛かっておりますけども、用地の購入とか設計とか立

木の伐採等々すべて含めまして約 49億円ほど掛かる予定としております。 

委 員： お金のことを尋ねた理由は、先ほどもありましたように、1 日あたりの処理費用

が１千万円弱掛かっている、さらに最終処分場でもそれくらい掛かるし、そしてそ

れも永久的なものじゃなくて今のような状態だと、また何年か後にはまた新しい物

を作っていかなきゃいけない。根本的には私たちの現状の大量生産、大量消費そし

て大量廃棄という生活を変えていかない限り、こういう悪循環がくり返していく。

そこで、まず我々の意識を変えるためには、生活を変えないとこれだけの税金、こ

れだけのお金が掛かっているんだ、ということをまず市民がまずちゃんと知ったう

えで、それがごみの減量だとか、最終処分量を減らしていくってことに繋がってい

くんじゃないかなという思いでお伺いしました。 

会 長： これは大きな問題で、減量をあらゆる手立てで啓蒙していくというようなことで 

すね。その他、ご質問ございませんか。 

委 員： ちょっと聞きもらしたかも知れませんが、今総額で 49億とお話がございましたけ

ど、49 億円というのはこの説明の 42 億円の内数なんでございますか。外数なんで

すか。 

事務局： 内数になります。この 42億円の工事費に、あと４億数円万の用地費とかそういう

のが積み重なって約 49億円ということになります。 

委 員： この計画をはじめて拝見するんですけども、13.6ha という非常に広大な敷地を取

得されて建設計画を進められているということなんでございますけれども、先ほど

委員の方の質問とも多少近いのかもしれませんけども、コストが非常に掛かってい

るなという印象を持ちます。土地を見ると、拡張用地がまだあるのではないのかな

という風にも見えるんでございますけども、これは後 15 年後の供用が終わった後

に、またどこかに求めるのではないかと思います。この土地に、隣接をしてさらに

拡張をしていく、もしくはかさ上げしていくとゆう風なことが可能であれば、総コ

ストは下がっていくんじゃないのかなと思います。その辺のご検討は多分されてい

るんではないかなあと思いますが、是非ご検討いただきたいと思います。 

事務局： この用地に余裕があるものは緩衝帯といいますか、近隣の土地へ廃棄物の影響を

少なくするため、敷地内に緑地を設けるために、用地がある程度大きくなっている

もので、今の時点ではこの現在建設を進めている処分施設を、隣接地に拡張すると

いう考えは持っておりません。これがいっぱいになる頃には、また別な場所をもう
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一度一から探し始めるということで考えております。けれども、これからその廃棄

物の減量化とかそういうものが進んでいきますと、今 15 年という予定で建設して

おりますけれども、これがさらに伸びていくということも考えられますので、その

時その時の社会情勢にあった形で判断していくことになるかと思います。 

 

議題（４）東日本大震災における災害ごみの現状と処理状況について 

事務局：議題４資料「東日本大震災における災害ごみの現状と処理状況について」を説明 

 

委 員： まずは、がれきの処理にご苦労されていること、さらに迅速な対応をされている

ことに敬意を表したいなあと思います。その上で、資料の５の品目別処理方法とリ

サクル率を拝見して、リサイクル率 100％を含めて 76％、今日の差し替えの資料で

71％ですが、非常に高いリサイクル率です。それで資料の６の今後の方針の最後で

も、リサイクルを重視してこれからも災害ごみの処理をしていくという風に書かれ

ていますので、そういう点についても敬意を表したいなと思います。 

事務局： リサイクル率につきましては、現時点では高いリサイクル率の数字を示しており

ますが、災害発生後５ヶ月経ちますが、今まで収集の方に非常に力を入れてまいり

まして、だいたい一般家庭、そして事務系の方も収集の方は、一段落したんですが、

災害ごみの一番多いのが土砂で、土砂と言ってもいろんなその可燃物あるいは不燃

物等が混じった土砂でございまして、この土砂の処理をするとしますと、分別機を

かけて、土砂と燃えるもの、燃えないもの、そういう風なその中間の処理があるん

ですが、この設置に１ヶ月半くらいかかりまして、今月の末には、来週にはそれが

稼働する予定ではございますが、その土砂が全体で 73,000ｔほど、全体の 37.4％

を占めておりますが、この土砂が津波の塩分を含んでいることから、なかなかこの

再利用が難しいという風な状況でございます。今後、現状のリサイクルの率を維持

することはなかなかこう難しいなあという風に考えております。国からの通知では、

リサイクル率の達成率を 50％という風にこう数字を示されておりますので、この数

値を目標に取り組んでまいりたいという風に考えております。 

会 長： 他に、質問はございませんか。 

委 員： 災害ごみの処理率が８月 10 日現在の推計で 10.8％ということで、全体の１割ほ

どですが、今後の見通し、今後の見通しというのは、本年度中に処理できるのか、

また次年度以降もかかるのかということ。あと一つは、資料には市内業者で処理す

るという風にして書かれておりますが、県内市町村から八戸市のがれきについての

処理協力の申し出はあるのでしょうか。例えば南三陸町のがれきは、三戸町の民間

業者の最終処分場で受け入れるということもやっているようですので、もしありま

したらお聞きしたいと思います。 

事務局： 今後の処理の見通しでございますが、先ほども若干申し上げましたが、土砂の処

理が始まりますと、仮置場に分別をするスペースが確保されるという風なことにな

ります。今までそういう風なスペースがなくて、なかなか進んでいかないというよ
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うな状況がございましたけども、土砂の処理がはじまりますと、そのスペースで可

燃、不燃物の分別、そしてリサイクル家電等の搬出処理も進みますので、処理の速

度も加速するものと考えており、今年度中にはすべての仮置場の処理を終える予定

でございます。また企業関係につきましても、平行作業で今年度中の処理の完了を

目指しております。 

次に、県内の市町村からの処理協力の申出という風なお話でございますが、現段

階ではございません。ただし、青森県からは、県内の焼却、埋立て等が可能な施設

の情報提供がされております。家畜の飼料につきましては、津波の被害を受け、発

酵による悪臭や発熱発火の恐れがありまして、短期間に処理をする必要性がありま

して、一部のものについては、市外の処理施設に依頼したものもございます。今後

の処理につきましては、市内には処理をできる事業所がたくさんございまして、地

元の事業所を優先に発注をしていきたいという風に考えてございます。 

委 員： 市外の処理施設というのは、どちらに依頼されたんですか。わかる範囲で市町村

名だけでも。 

事務局： 先ほど申し上げました市外の業者は、青森市にある処理施設でございます。 

会 長： 議題４につきまして、その他いかがでしょうか。それでは最後になりますけれど

も、全体を通して、あるいは議題外でも結構ですけれども、何か質問がございまし

たら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。何でも結構です。 

それでは特に質問がございませんようですので、本日の審議を終了させていただ

きたいと思います。 

委員から様々な貴重なご意見、御質問等を出していただきまして、今後の施策の

参考にしていただきたいという風に思います。議事の進行につきましては、ご協力

いただきましてありがとうございました。 


