
平成 23 年度 第３回八戸市廃棄物減量等推進審議会 
 

日  時：平成 24 年１月 13 日（金） 15：00～ 
場  所：八戸市公会堂２階 リハーサル室（大会議室） 
出席委員：若生会長、時田副会長、植村委員、大久保委員、小幡委員、角委員、 

小屋敷委員、櫻場委員、須郷委員、百目木委員、中村委員、細越委員、 
松本委員、溝江委員、渡邊委員 

 
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： この基本計画に関する基本的な考え方ですが、本県の１人１日当たりのごみ排

出量が、平成 20 年度は 1,033 グラムで全国ワースト 11 位であったが、平成 21 年

度は1,049グラムで全国ワースト5位と悪化し、リサイクル率も平成20年度12.8％
で全国ワースト 3 位だったものが、翌年の平成 21 年度は 12.9％で全国ワースト 2
位と全国最低クラスとなっている。また八戸市の平成 21 年度の 989 グラムという

実績も人口 10 万人以上 50 万人未満の、同程度の都市の中で、244 市中 132 位と

なっている。このように全国に遅れをとるごみの減量について、まずこの基本計

画で課題を明確にし、その上で対策を具体的にしてごみ減量の加速化が進む基本

計画でありたいということ。また、それを受けて素案 10 ページの目的のところで

「当市のごみ処理における課題を明確にし」という部分を受けて、21 ページで課

題を抽出しています。その中で、家庭から出る生ごみの減量が大きな課題である

という、これは前回や前々回の会議でも話題になりましたが、具体的に家庭から

出るごみの場合は、生ごみの減量が大きな課題ということを、この基本計画の中

で表現できないでしょうかという提案です。次に目標についてですが、全国的に

みて悪化している現状に危機感を持ち、まずその現実を市民に周知の上、改善の

ための決意を示したい。実は、市の広報の昨年 7 月号「ごみ減量通信簿」の中で、

きれいにしなイカちゃんの吹き出しで「トップ 5 の都市はぐんぐん減ってきてい

ますね。私達もトップ 5 を目指して頑張りましょう」とあります。トップ 5 とは、

689 グラムから 744 グラムと非常に高い実績目標ですが、しかし今回の基本計画

の目標では、5 年後の中間計画も目標では中間年度で 1 人 1 日当たり 950 グラム、

また 10 年後の平成 33 年度の最終年度の目標は 900 グラムという形で、ややトッ

プ 5 を目指すには、ちょっと目標が低いなと、もう少し目標を高くできないでし

ょうか。 
事務局： 平成 21 年度の八戸市の実績については、当日資料の方にまとめてみました。リ

サイクル率については低い数値であったものの、1 人 1 日あたりのごみの排出量に

ついては全国平均よりも若干低い数値であり、成績はいいのかなと。特に家庭系



については、全国平均よりも1人1日当たり44グラム少なくなっておりますので、

有料化などの施策が有効であったのかなと考えています。ただ 1 人 1 日当たりの

ごみ量には家庭系だけでなく、事業系のごみ量も含まれているおりまして、10 万

人以上 50 万人未満の都市の比較とはいえ、都市の産業形態によって大分異なる部

分が大きいので、一概に他都市との比較はできないものと考えております。今回

の一般廃棄物処理基本計画の中で、17 ページから 19 ページで数値から見た課題点

を挙げ、24 ページから 32 ページで課題に向けた具体的施策を提示して、家庭系、

事業系とも更なるごみ減量と再資源化を目指すこととしております。生ごみの課

題ということでございましたが、生ごみはプラスチック、ガラスと併せて八戸市

のごみ減量や再資源化の大きな課題と認識しています。このことにつきましては、

21 ページの「３．課題の抽出」のところで、「1.排出抑制」と標記していたものを

「1.排出抑制・資源化」と改めまして、文末に『特に「生ごみ」・「プラスチック」・

「ガラス」等は大きな課題であるため、排出抑制や再資源化の具体的な施策が求

められています。』という文を追加いたします。 
委 員： それに関連してですね、今回訂正されたもののなかで 24 ページ、市民の役割の

中に「食べ残しを減らすなど、生ごみの減量に努める」と付け加えていただきま

したが、できれば生ごみの減量が大きな課題というのであれば、もう少し上の方

の項目に持って来れないか検討頂きたいと思います。 
事務局： 持ち帰りまして検討させていただきます。 
会 長： それでは他に、この件についてご意見等ございますでしょうか。 
委 員： 素案 7 ページの資料についてですが、他のグラフや表は比較的新しいものなの

ですが、この 7 ページの下の表だけが 5 年前の資料なので、もしその後に新しい

ものがあればということで指摘いたします。 
事務局： これは本日の追加資料の 1 枚目でお示ししておりますが、私共の方でこの次は

ないのかと確認したところ、この時点で「事業所・企業統計調査」というものは

既に終了しており、次は無いとのことでしたので、それに代わるものを探してみ

ましたところ、総務省の方で出している「経済センサス基礎調査」という、平成

21 年度の調査結果が、23 年 6 月に公表されているものがありまして、同じような

内容でしたので、こちらの方に差し替えさせていただきました。 
会 長： 他に質問ございませんでしょうか。 
委 員： 基本計画の素案 15 ページです。図の 14 に「ごみ処理経費の推移」というのが

あるんですが、私の理解では、これまで八戸市はだいたい 1 日当たり 1 千万円の

費用が掛かっていると理解しておりますが、この図の 14 ではそのことが判りにく

いので、それが判るような表、あるいは文章化というものができないでしょうか。 
事務局： 本日の追加資料の 2 枚目、「ごみ処理経費の推移」の説明のところに、『平成 21

年度のごみ処理に係る費用は約 33.7 億円（ごみ処理経費 2,676,070 千円＋施設建



設費償還金等 1,003,089 千円－手数料収入等 307,257 千円）で、これは 1 日当た

りに換算すると約 930 万円になります。』という文章を付け足します。その下の図

につきまして、前回はいわゆるランニングコストをもって表とグラフを作成いた

しましたが、その下にイニシャルコストを含めまして、上の方の処理経費を A と

いたしまして、それに建設費償還金等を足しまして、手数料収入を引きまして、

その合計額、例えば 21 年度であれば 3,373,902 となりまして、それを 1 日あたり

に換算しますと 9,244 ということで、約 930 万円となるという表を追加すること

といたします。 
 
議題（２）東日本大震災における災害ごみの処理状況について 
委 員： 資料 2 の「１.処理の概要」の 3 段目、「市内の廃棄物処理業者を最大限に活用し」

とありますが、市外の業者と委託契約するケースがあるのかないのか、100％市内

の業者で賄っているのかどうかをまず一つお聞きしたいということと、二つ目は、

資料 2－1 の企業関係のところで、カオリンというのがどういうものなのかご説明

いただきたいと思います。 
事務局： まず一点目、市内の業者だけかという御質問ですが、資料 2－1 の飼料について、

飼料コンビナートから出たものですが、こちらは津波によって 1 週間位したら悪

臭が発生し、その後悪臭の他に熱を持って火災の恐れがあるということで、市内

の業者だけでは早期に処理ができなかったことから、一部を青森の業者さんに依

頼をいたしました。なお、飼料については、市内に 5 社の処理業者があり、この 5
社で集中的に処理を行っております。その他に、市外の業者にお願いしているも

のは、汚染土壌を市外の最終処分場にお願いいたしました。また塩の処理はなか

なか難しいことから、多方面に問い合せをいたしました。その結果、山形県にあ

る苛性ソーダの工場で、400 トンのうち 360 トンを苛性ソーダの原料として処理

をお願いいたしました。それから、カオリンについてですが、紙を作る際に使わ

れる原材料でして、紙の照りを出すものでございます。形状は鉱石を粉砕したパ

ウダー状のものです。ただ津波を受けたため、固まっている状態でございます。 
会 長： 企業関係というのは、ほぼ三菱製紙ということでよろしいでしょうか。 
事務局： 三菱製紙と大平洋金属、八戸精錬でございます。あと東北電力の土砂でござい

ます。 
 
議題（３）県外災害廃棄物の受入れについて 
委 員： 岩手、宮城両県のがれき受入れをめぐり、43 都道府県のうち 23 県が受入れを検

討せずとしている中で、八戸市が市独自の基準を設定し、市町村としえは全国初

となる災害廃棄物受入れを表明したということについて、被災地支援という意味

で高く評価したいと思います。 



会 長： モニタリングは具体的にはどのような場所で行うのでしょうか。 
事務局： まず仮置場におきましては、排出元である岩手県、宮城県の方で行います。頻

度といたしましては、月 1 回程度ということで考えております。次に搬入時にお

きましては、工場の方で行います。それから周辺の放射線量につきましては、環

境保全課の方でも行いますし、処理を行う工場の方でも実施することとなります。

排気、排水等の放射線濃度につきましては、処理を行う工場で実施いたします。

製品につきましても、工場の方で実施いたします。 
会 長： その他、いかがでしょうか。本日は、3 件につきまして審議いただきまして、特

に一般廃棄物処理基本計画素案につきましては、処理の問題として生ごみが大き

い課題になっているということで、食べ残し等の表現の他にも、上段の方で論じ

られないかというような意見もございました。その他にも何件が意見がございま

したので、今後の施策の参考にしていただきたいと思います。それでは、これで

本日の審議を終了いたします。 


