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平成 23 年度 第２回八戸市廃棄物減量等推進審議会 

 

日  時：平成 23 年 11 月 18 日（金） 15:00～ 

場  所：八戸市公民館２階 会議室１・２・３ 

出席委員：若生豊会長、時田貞夫副会長、中村悟志委員、大久保英樹委員、市村光人委員、

須郷秀一委員、細越光夫委員、百目木節委員、櫻庭壽子委員、角妙子委員、 

植村和子委員、香月智子委員、溝江康徳委員、 

 
議 事 概 要 

議題（１）八戸市一般廃棄物処理基本計画について 
委 員：  事前に資料を見させて頂きまして、非常に良く出来ているなという事を感じ

ているところでございますけれども、我々民間から見ますと、やっぱりコスト意

識というものがなかなか表現されてないのではないかなという風に感じました。

勿論その辺は担当者がよく計算されておられると思いますけども、もう少しコス

トというものも、市民に対してもきちんと説明をする必要があるのではないかな

と思います。リサイクル率とか非常に大切な事でありますけれども、基本的には

コストとコストを掛けた結果の住民の満足度、もしくは環境の負荷の軽減という

ものがどうなっているかという、このバランスが大事だろうと思います。質問で

すが、ごみ処理には１人当たり何円掛っているかという事を、本当は施設費も入

れて計算するのが正しいと思うんですけれども、一応今出ている数字から見ます

と、11 千円となる訳でございますけれども、これが適切な価格なのかどうかと

いう事を常に評価をしながら、施策を進めていく必要があるのではなかろうかな

と思います。八戸市は他の自治体に比べまして、分別回収がそんなに多くはない

のではないかなと思います。私は転勤族ですから、あちこち住んで来ましたけれ

ども、県内でも、他県でも、非常にいやになる位分別している市もございます。

いいかどうかとういうものも判断する必要があるのではないかなと思います。も

のすごくプラス思考でやっても、処理にたくさん水を使ったり、結果的に無駄な

事をしているのではないかなと思われるような市もございますけれども、押し並

べて、全体の市のコスト、それと住民が負担しているコスト。そういうもの等の

結果がどういう風になっているかという事を、今後もこういってご説明して頂け

たらなという事でこういう風なご質問いたしました。 
事務局：  まずはひとつ目、誤植がありました。資料２の 15 ページの図 14 の下の欄の

金額を書いている欄が、ちょっと桁が足りなくて一文字ずつ抜けていた部分があ

りまして、これを次回の資料の時にはきちんと入れてお示しします。この最後の

平成 21 年度のところを計算すると、ひとり当たり 11,008 円となるという事です。

これは実際に他の市町村と比較して多いのか少ないのかというご質問でありまし
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たが、全国平均で 14,300 円ほど、青森県平均で 12,600 円という事で、それに比

べると一応は少ないのかなと。ただ、それぞれの事情によって、例えば最終処分

場を持っているとか持ってないとか、清掃工場のようなところがあるとかないと

かで、コストが違うと思いますので、より八戸市に近い条件のところを探して、

更に比較検討したいと思います。次に、処理コストに対する行政サービスの充実

度、あるいはコストダウンが図られればもっと、他にも対応を出来るのではない

かというご指摘の通り、処理コストは政策運営を行う上で重要な要素と考えてい

ますので、更に研究して費用対効果が見込んでコストダウンが図れるかどうかと

いうのも、精査して行きたいと思っています。３つ目は、５ページで、12 年度の

ごみ処理費用に比べて 21 年度は、253,769 千円増加になっているけどやむを得な

いのか否かということでございましたが、この増加の主な要因は、平成 13 年度

から市では家庭ごみを有料化始めたのですが、この際発生した事務経費、ごみ袋

を作る費用だったり、それを運搬あるいは販売する事への委託料で約５千万円増

加しました。清掃工場、リサイクルプラザの負担金は広域処理をしています焼却

とか資源の分別、破砕等の運営管理費を、そこで処理をしている八戸市、階上町、

現在であれば南部町とで負担しているんですが、その八戸市の負担分です。これ

について平成 17 年３月に南郷村が八戸市と合併した為に、まず今まで南郷村分

として出ていたものが八戸市分になった分と、あとそれまでは旧百石町が一緒に

広域処理をしていたんですが、おいらせ町になる時に八戸広域から抜けた事によ

って、按分されて八戸市分が増えたという事で、工場分が約８千万円、リサイク

ルプラザ分が２千８百万円増加しました。施設改修に伴う公債費の負担金も１億

２千万円増加しています。これらは管理運営上やむを得ない経費と考えておりま

す。ただ、ごみ処理費用は、あくまで八戸市の歳出ベースで計算をしております

ので、見掛け上は増額になっておりますが、家庭ごみの有料化に伴って、21 年度

実績で２億７千万程の収入が得られておりますので、実際の増額にはなっていな

いと考えております。 
委 員：  まず、県の環境関連の審議会の委員も務めているんですけれども、県の場合

は事前の資料が頂くのが審議会の５日前。ほとんど直前になって資料頂いてい

る状況です。それに比べ、当審議会の資料は、おおよそ１ヶ月ほど前に資料を

頂戴している事。そして、今日配布のようにこう事前の質問について、丁寧に

回答頂いている事に、まずもってお礼を申し上げたいなと思います。意見の１

つ目ですが、全体的な意見で計画の素案、目的、評価、そして施策の展開とい

う点で、この内容に賛同をしています。それから意見の 2 つ目は、第１回目の

審議会の折に要望した、１人１日当たりのごみの削減目標の具体化。それから

出来ればという事で、プラスチックごみの分別回収等の検討を頂けないかとい

う事をお話申し上げましたら、その通り取り入れて頂いた事に感謝申し上げた
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いなと思います。意見の３つ目については、生活排水の処理目標がここ数年は

大体単年度毎に１％の目標という形でやって来たと思いますが、この新しい計

画では、５年間で 10.7％向上、10 年間で 20％という従来のペースを上回る目標

設定も、これも高く評価したいなと思います。それでは質問の一つ目について

です。数字や番号の表記を統一したらどうでしょうかという事の提案ですが、

これは既にご回答いただいているので、次に質問の２つ目についてですが、第

２章の２のごみ処理の現状の中で、天狗沢最終処分場という事で記述されてい

るんですが、25 年度からは新処分場の投与開始が始まりますので、25 年度から

の分の処分場の事も一応併記したらどうでしょうかという提案です。 
事 務 局： 今提案頂いた天狗沢最終処分場ですが、これが出てくるのがまず 11 ページの

ごみ処理の現状のところに出てきます。これについては、これまでのごみ処理の

現状についての記述でございますので、24 年３月現在の現状ではまだ、天狗沢

最終処分場のみとなっていますので、これで差し支えないと考えております。 

また次の 40 ページの計画の方になるんですけれども、40 ページの排水処理基本

計画の４では、最終処分計画の中に焼却残渣については天狗沢最終処分場にて埋

め立て処理となっていますが、ここについては 25 年度からは新最終処分場とい

う形で括弧書きでプラスして表記する事に変更したいと思います。 
委 員：  12 ページの分別品目の表ですけれども、缶、びん、ペットボトルの収集回数

が月１回となっているので、これは月４回ではないでしょうかという質問です

が、これも、もう誤植という事で回答頂いておりますし、22 ページの数値目標

の設定の仕方ですが、目標設定の表現が前回は１人１日当たりのごみ量では、

平成 12 年度比 20％削減という表現になっていますが、今回はそれが１人１日当

たり 900ｇ以下となっている点、目標設定の仕方が変更になったのかの確認です。

これも先程説明がありましたので、これで了解致しました。次の質問宜しいで

すか。 
会 長：  はい。お願い致します。 
委 員：  同じく数値目標のところで、リサイクル率の目標が前回 24％だったのに対し

て、今回の新しい計画では中間目標で 16.5％。最終で 20％と、なぜハードルを

下げたのかという事のご説明をお願い致します。 
事務局：   前計画では行政処理の分のみ、ごみの量もリサイクル率も計画していまして、

それの実績比を今まで発表してきていたんですが、22 年度実績でいいましても、

まだ 24％のリサイクル率には程遠いという事で、そこまで行くには 8.8％の上

昇が必要と考えられるのですが、実際、その費用対効果を考えますと、現実的

ではない。また、今現在全国平均のリサイクル率は 20.5％位、20％位ですけれ

ども、とりあえずはそこを目指しましょうと。八戸市の場合、結構市内で色々

な事業者さんがあって、既に行政が関与しないところで厨芥類、いわゆる生ご
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みなんかが、資源化業者さんに行って、例えば堆肥とかになっているとか、古

紙等は古紙問屋さんの方に回っていて、これについては古い歴史があると思い

ます。剪定枝、枝木等も持ち込んで頂ければ、リサイクル処理出来る、チップ

等にする業者さんもありまして、市役所が手を出さなくても、民間契約の中で

再資源化されている量が、先程もお話しました通り、相当量ありまして、それ

も加えますと既に 27％近いリサイクル率になっているんです。これからも更に

リサイクルには力を入れなければいけないと考えておりますので、民間の業者

さん方のお力も頂いて、中間目標年度では 30％、最後の目標年度では 35％と

いう高い目標を掲げて頑張って行きたいと考えております。ですので、ハード

ルを下げたというよりは、行政関与ではここまで、行政と民間業者との連携プ

レイでもっと高く 35％位を目指したいという目標を掲げました。 
会 長：  それでは、ただ今の回答に対しまして、いかがでしょうか。宜しいですか。

ここで新たに、民間処理分ですか、それも併記するというように今後するという

事ですね。宜しければ次の質問をお願い致します。 
委 員：  家庭ごみの減量については、前回もお話しましたけれども、県の課題は紙類

をいかにして削減するかという事が課題であると伺っていますが、それに比べて

八戸市のごみの減量の大きな課題は、全体の３割から４割程占める生ごみの減量

だと思います。そういう事が市民の方たちにこの計画で、私たちの市は生ごみの

減量を大きな課題なんだなという事が分かるような形で、この計画を作成出来な

いでしょうかという提案です。 
事務局：  ご指摘のあった通り家庭系のほうの生ごみ減量につきましては、特に載せて

おりませんでしたが、現在でも生ごみ処理機の導入事業はやっているんですけ

れども、それの拡充とか、それぞれの家庭で出来る事の啓発とかを掲げたいと

思います。市としては、生ごみの減量をバイオガス発電などの可能性も今後検

討していきたいと考えており、このように多方面から、色々施策については検

討していきたいと考えています。市民の役割についての生ごみの減量について

は、頂いた意見を参考に項目を追加致します。 
会 長：  ただ今の回答、いかがでしょうか。啓発ですか、そういったところを新たに

追加するということですね。それでは、次の質問をお願い致します。 
委 員：  31 ページ、市機関のごみ減量の徹底というところのひとつに、グリーン購入

の率先実行とあるんですが、「八戸の環境」では、この、その中でも電気製品類

というところが目標を達成していない。しかも、最近年々その割合がこう下がっ

ているんじゃないかなと思って、「八戸の環境」を読ませてもらいましたが、そ

れを向上させる手立て等があるのであれば、教えて欲しいなと思います。 
事務局：  当市で実施しています「うみねこプラン」のほうですけれども、こちらとの

整合性を図りながら、低下の要因とかを研究しまして、購入率の上昇に努力し



 5 / 7 

て行きたいと考えております。以上です。 
会 長：  その他、まずはこの計画素案ですが、これについてその他ご意見を賜りたい

と思います。２章につきましては、ごみの基本計画ですね。そこに数値目標等

がございます。それから４番目のところにも最終処分、その最終処分、１人１

日当たりのですか、ごみの減量の数値目標というのがございます。それから３

章の生活排水処理基本計画ですか。これも諮問されてという内容でございます。

いかがでしょうか。基本計画の素案についての質疑を頂いておりますけれども、

これに関連する質問にとらわれず、何事でも結構と存じますので、何かござい

ませんでしょうか。 
委 員：  ごみの排出抑制っていうのは非常に大事な事だと、ここに謳っている訳です

けれども、市民のモラルも大事ですが、やっぱりその具体的に、分別回収項目

を増やすっていう事は、増やしてリサイクルを掛けるって事が、排出抑制の多

分基本だろうと思いますけども、今、市が分別回収している資源ごみ以外の、

例えばプラスチックだとか色んな物があると思うんですが、そういうものを増

やそうという考えは、お持ちでないのかなっていう。その辺のご検討は、いか

がなのかなという事をお尋ねしたいと思います。 
事務局：  生ごみとかプラスチック類につきましては、これから収集等につきましては、

検討していく予定にしております。一番大きいのは、やっぱり生ごみの部分です

ので、そこのところをいかに効率よく回収出来るかというのが、これからのごみ

処理のすごく大きなテーマになっていくのではないかと思っておりまして、そこ

のところは、今後十分検討して効率よくやって行ければという事で、大きな検討

課題だと思っております。次に、重量的にいいますと、やっぱり生ごみが圧倒的

に多くて、その次がプラスチックになろうかなと思っていますので、どちらもど

のようにしてやると効率よく回収出来るかっていう事は、これから検討して参り

たいと考えております。 
委 員： 生ごみというのは、厨芥ごみの事をおっしゃってますか、燃えるごみ全般でら

っしゃいますか。 
事務局：   いいえ。厨芥ごみです。 
委 員：   厨芥ごみですか。今、市では、燃えるごみと称して週２回、燃えないごみ以

外全てを燃えるごみとして収集されていますね。色んなプラスチックやら、そう

いう厨芥ごみやら、細かい色んな物が、我が家でも入れておりますけれども、あ

りとあらゆるものが入っていると思うんですが、その中身を多分検討されている

と思いますけれども、おそらく再資源化出来るものは相当あるんじゃないかなと。

私も毎週捨てて、そう思いながら捨てている訳でございますけれども、是非努力

されて頂きたいと思います。 
会 長： 先程の回答のところに、ごみ処理機の購入補助事業の拡充ですかというのが書
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いてございまして、これも生ごみを意識した内容というか、家庭用の生ごみ処理

機のことですか。 
事務局：  はい。電動式の生ごみ処理機というものがあって、それを購入する方に、上

限１万円なんですけれども、補助している事業があります。それは、電動式に限

ってという事でやってきているのですが、これに関して段々申請件数も減って来

ているんです。ですので、結局買ってからも、更に費用も掛るという声もやっぱ

り聞かれますので、この拡充に関しては、例えば今だと指定店から買って下さい

という事でお願いしているんですが、他のもっと進んでる自治体を見ますと、も

っと販売店を幅広くしているとか、物も種類も色んなものがあるんですけれども、

それ選ぶのは市民の方の好きな物を選んで、例えばこちらが推奨しない物を購入

するとなっても出来るようなに裾野を広く、種類やお店、例えば今だとインター

ネットで購入するというのもかなり出ているので、そういう方向でもっと広げて

行けないのかなとか、あるいは機械にこだわらず、昔はコンポスターという畑に

やるのも補助していた時代があるんですけれども、ああいうものとか、また復活

させて事業としてやっていくのはどうなのかとか、そういう事を含めて色々検討

して行きたいと考えております。 
会 長：  他にいかがでしょうか。何でも結構です。いかがでしょうか。 
委 員：  震災の瓦礫の事でも、宜しいですか。かなり量があるという風に聞いていま

すし、その処理にも時間が掛るだろうなと思います。加えて、例えば岩手、宮城、

福島から、そういったその瓦礫の処理の要請が来た場合に、ある程度応えていか

れるんだろうなと思います。そういった処理を進めて行く中で、例えばこの計画

と処理が、何らかの形で関わってくるのか。あるいは、計画年度にそういった事

をにじませるといいますか、ある程度加味しなくていいものなのか。それらの影

響で処理機関は長くなるのでしょうか、いう風な辺りを、ちょっと分からないも

のですから、お知らせ頂ければなと。いかがでしょうか。 
事務局：  東日本大震災の処理の状況につきましてでございますが、10 月末の総量とい

うのが約 22 万トン程という風に推定してございます。現在、処理につきましては、

市内の処理業者の方々のご協力を得まして、可能な限り再利用を前提に、処理を

行っているところでございます。しかしながら、再利用するにあたりまして、サ

ンプリングテストや作業を進めるにあたりまして、プラントの設置、手続き等、

県の許可でございますけれども、これに２ヶ月以上期間を要するというような事

もございまして、思うように進んでいないというのが現状でございます。更に、

土砂あるいは土砂混じりの紙類等、特定の品目の量が予想以上に多いという風な

事もひとつの要因と考えてございます。10 月末の処理率でございますが、20％に

まだ達していないという現状がございます。しかしながら、大量にある土砂でご

ざいますけども、10 月からは処理の方向性が決まりまして、土砂も動き出してご



 7 / 7 

ざいますし、紙類につきましても、11 月からスタート致しました。今後、日量の

処理能力を最大限に稼働させて頂きまして、早い処理に向けて進めていきたいと

いう風に考えております。尚、県外の廃棄物等、仙台等々、色々なお話がござい

ましたけども、指導等もございまして、市のほうでは、放射能の関係では全く問

題のないという風な、政府米でございますけれども、そういう風なものを基本と

して、まず住民の方々の健康にほとんど影響がない、そういう風なものを受け入

れております。市内の処理業者さんも、八戸市の災害廃棄物も一緒に処理をして

頂いておりますが、八戸市の災害ごみの処理もまず最優先にしてというひとつの

前提で、影響がないというか、全く放射能物質を含まないものを受け入れながら、

他県の災害の処理も共に行っていくという風な形で現在進めております。 
会 長： その他、何かございませんでしょうか。ごみの排出する目標としてグラムに変

えたという事で、分かり易い、実感し易い値になった訳ですけれども、例えば物

にもよると思うんですけれども、ごみ袋に換算すると、どの位の量になるとかと

いう目安のようなものはあるのでしょうか。 
事務局：  大体、一番大きな袋で、５、６キロ位かなと思っております。そうしますと大

体１週間に２回ですから、それの半分位のやつを二つ位出す位で、大体１人１日

になるのかなと。大体、中間の袋をふたつ位で 1 キロ切るかどうか位の感じにな

るかなと。 
会 長： その他いかがでしょうか。宜しいでしょうか。それではただ今、委員の方から

様々意見あるいは質問が出てございます。今後の政策の参考にして頂きたいとい

う風に思います。それでは、これで本日の審議を終了したいと思います。 


