
平成 23 年度 第４回八戸市廃棄物減量等推進審議会 

 

日  時：平成 24 年２月 21 日（火） 15：00～ 

場  所：八戸市公民館２階 会議室１･２･３ 

出席委員：若生会長、時田副会長、市村委員、植村委員、大久保委員、小幡委員、 

香月委員、角委員、小屋敷委員、櫻場委員、須郷委員、百目木委員、根城委員、

古谷委員、細越委員、溝江委員、吉田委員、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： まずは、これまで様々な質問や提案をしてきたのですが、今回の計画でも訂正

されており、何よりも全ての表や図が最初に頂いたものに比べれば、とても見や

すいものになっているということで、御礼申し上げたいと思います。それから、

これまで生ごみの減量について数多く発言してきましたが、今いただいた計画で

は、生ごみの減量を八戸市では大きな課題の一つだとはっきりと明示した上で、

市・事業者・市民それぞれの立場での対策が挙げられていて、とても良く分かる

ような内容になっており、事務局の配慮、御尽力に御礼申し上げます。先程、全

ての図が見やすくなったと言いましたが、唯一 12 ページの図 18、ごみ処理のフロ

ー図が、点線のところに活字が入ったために、四角の囲みが薄くなっているのが

残念だなと、これは改善できるのではないかということで指摘いたします。次に

17 ページ、ごみ処理に係る施策実施状況で、ここ４年間、20 年度は古紙のリサイ

クルを行っている大石産業、21 年度は生ごみのリサイクルを行っている八戸市内

の佐々木総業、22 年度は北日本産業と三菱製紙の八戸工場で、古紙のリサイクル

から上質の紙をリサイクルして製品化していること、それから今年度は、リサイ

クルプラザと南郷の佐々木総業のバイオリサイクルセンターで、いずれも排出抑

制、資源化の施設を見学してきたということで、このエコツアーを入れていただ

くことを提案いたします。それから、22 ページのところで、誤植というか、「※市

が把握している民間で再資源化された量は 14,383ｔとなっており。」と終止形にな

っているここと、そしてそこの冒頭に米印を打っているのですが、他の箇所の米

印は、例えば 21 ページや 19 ページでは、法令との関わりの部分、そして要因の

一つだという部分に米印を打っており、ここは単に文章の説明で、そういう箇所

だと、15 ページの下から３行目、４行目でとても良い用語の説明を入れていると

ころがあるので、同じように直したらどうかと思いました。 

事務局： いただいた御意見のとおり修正いたします。 

委 員： 前回も質問したことですが、他の目標が現在の目標に比べて高く設定している

のに対し、リサイクル率だけが、現行の目標が 24％なのに新しい目標が 20％と低



いかたちで設定されている理由について再度ご説明いただきたいと思います。 

事務局： 資料の 24 ページをご覧ください。表８の数値目標のところですが、平成 22 年

度のリサイクル率は、行政関与のみで 15.2％であり、10 年前の 12 年度実績ある

11.6％と比べると 3.4 ポイントの伸びでした。全計画の 24％のリサイクル率を目

指していくと、今後の 10 年間で 8.8 ポイント、量にすると 6,300ｔを再資源化し

ないと達成できないことになります。これは 22 年度のリサイクルプラザで再資源

化した 10,900ｔの 50％以上となりまして、費用対効果を考えると現実的ではあり

ません。一方で、八戸市では事業系のごみ多い反面、事業者間で再資源化が行わ

れているのも事実でございます。食品残渣の再資源化、紙類の再資源化などです

が、このことから本計画では行政関与のみのものと、民間処理を含めたものの２

種類の目標を掲げ、行政関与のみのものものについては、全国的には 20％ぐらい

ですので、そこを目指しましょうと。民間処理を含めたものについては、現在の

27％から 35％まで目標を高く設定してリサイクル率向上を目指すことといたしま

したので、今までの 24％を下げたのではなく、目標設定を細分化したものと考え

ておりますので、御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

委 員： 実際の達成率が 20％を超えることを祈っております。念のため確認ですが、各

都道府県別でリサイクル率が出ているのは、あくまでも行政ベースでの 20％です

よね。民間の分は含まれていませんよね。 

事務局： それがですね、実態調査というだけで、必ずしも行政のみを出しなさいとかと

いう縛りはなくて、各市町村が統計を取っているものですので、詳しく調べない

と行政のみなのか、民間を含めたものなのか判らない状態となっています。 

事務局： 補足しますと、混在している状況であると考えております。ですので、単純に

他都市と比較して、八戸市が遅れているとか、進んでいるとか、そういう状況で

はないということだけを御理解いただきたいと思います。 

委 員： 33 ページですが、新たな分別収集品目の検討のところで、剪定枝が削除された

理由につきましては、先程の説明で理解いたしましたが、そうなると合わないの

が、概要版の５ページのところには、剪定枝の分別収集の検討が入っております。

先程の説明からは、ここも削除しないと計画と概要版が合わなくなると思い、質

問いたしました。 

事務局： 本編の方が決まりましたら、数値等も含めて概要版から削除いたします。 

委 員： 35 ページですが、廃棄物減量審議会は特定固有名詞でありますので、括弧を付

けた方が分かり易いと思います。そして 39 ページ、表の 10 の中でコミュニティ

ープラントがゼロと標記されていますが、その前のページのところでは、コミュ

ニティープラントが平成２年度以降全て公共下水道に組み入れられたとあります

ので、削除した方が良いのではないかという提案です。次に 41 ページの表 13、下

の方の計画処理区域人口に「０人」とゼロに単位を付けていますが、一般的には



ゼロには単位を付けないのが普通じゃないかということと、全ての数値に「人」

を付けていますが、39 ページの表 10 では全部の数値から「人」をとって、上の方

に一括して「人」とあるので、他の表と一致させた方がいいのではないかと思い

ます。 

委 員： 基本計画と概要版と照らし合わせたら、概要版の３ページの（３）、ごみ処理体

系のところに、「（環境にやさしい処理を目指して）」とありますが、本体の 22 ペ

ージの方にはこの記載はありません。本体の方にはないのに、わざわざ概要版の

方にこれを謳った意図はあるのかというのをお聞きしたい。 

事務局： 概要版の方から削除し、本編の方に合わせます。 

委 員： 指定ごみ袋の有料公告を検討しているとのことでしたが、他都市の先進的な事

例といいますか、どういう状況にあるのかということと、これにより見込まれる

効果や東北６件でこのような事例があるのか教えていただきたいと思います。 

事務局： 今ここでお示しできる資料はないのですが、今後有料化している自治体につい

て研究してまいりたいと思います。 

委 員： わかりました。これから他都市の事例を研究していただいて、何かの機会にお

示しいただければと思います。 

事務局： 補足ですが、八戸市の共通の考え方として、市の刊行物でありましてもそれは

財産でございますので、有効利用していこうということがございます。そこで、

各家庭にお配りしている「ごみの分け方・出し方」のチラシの一番良いところに

公告を載せることとしました。お陰様で応募してくださる企業もございますので、

ごみ袋についても歳入という観点から進めていこうかなと考えております。これ

につきましては、色々と御指導いただきながら進めてまいりますので、よろしく

お願いいたします。 

委 員： 災害廃棄物についてお尋ねします。計画の 44 ページに細かな数値が記載されて

おりますが、災害廃棄物を平成 22 年度に 685ｔ処理したために、１人１日あたり

のごみ量が８グラム増加し、1,000 グラムを超えたと。そして最終処分量もこれま

で減少していましたが、僅かに増えたとあります。前回の審議会では、災害廃棄

物の年度内の処理は難しくて、24 年度でも処理を継続しなければならないという

説明と資料をいただきましたが、この 24 年度の数値は災害廃棄物を処理していく

ということを加味したデータ、例えば 24 年度の 1 人 1 日あたりのごみ量は 987 グ

ラムとかなり低く見積もっているのですが、計画の変更なり影響などあるのでし

ょうか。 

事務局： 24 年度以降の計画には、災害廃棄物の処理量は含めておりません。次の議題で

あります実施計画のところでお示ししているのですが、災害廃棄物の処理につき

ましては「災害廃棄物処理基本方針」に沿って処理するということで、一般廃棄

物と区分して計算し、計画を作成しております。 



委 員： そうすると、22 年度は含めたけど、23 年度以降は含めないということでよろし

いのですね。 

事務局： その通りでございます。 

会 長： 他に御質問等ございませんか。ないようであれば、事前質問等でいただいた修

正を行い、また本日いただいた御意見を付帯意見として追加した上で、原案のと

おり承認することとしてよろしいでしょうか。 

委 員： はい。 

会 長： それでは御承認いただいたということで、この件につきましては３月 12 日に小

林市長に答申いたします。 

 

議題（２）平成 24 年度八戸市一般廃棄物処理実施計画について 

委 員： 新しい基本計画になって初年度の実施計画ということで、まず１ページ目の一

般廃棄物排出予定量の表と、基本計画 44 ページの 24 年度のところで、燃やせな

いごみと粗大ごみのところの数値が違っております。事業系は同じですが、家庭

系については、170ｔ実施計画の方が多くなっているのはどういうことでしょうか。 

事務局： 実施計画の９ページのところをご覧ください。減免により入ってくる量が実施

計画の方には含まれており、それが 170ｔということになります。 

委 員： 新しい基本計画の初年度ということで、先程審議した基本計画の中で新たに実

施する施策が多く挙げられていた中から、24 年度に具現化する施策はあるのでし

ょうか。 

事務局： 現時点で明言できるものはございませんが、検討しているものとして、ごみ袋

の広告掲載について検討してまいりたいと考えております。またごみ袋の袋の形

状や料金について調査を開始する予定です。 

委 員： これまでずっと八戸市の課題として、生ごみの減量というものがあり、基本計

画の中にも随所に出てきておりますが、初年度の計画の中で、生ごみの施策につ

いて、これだけはやりたいというものがあればお知らせください。 

事務局： 昨年度から生ごみにつきましては、バイオガス化して発電できないか等といこ

とで、本当であれば今年度からプロジェクトチームを作りまして本格的に行って

いく予定でしたが、３月 11 日の震災の影響により延びてしまっている状況です。

生ごみにつきましては、どこで処理をするのが一番効率的なのか、これは下水道

関係、し尿関係も含めまして、構想段階ではありますが検討してまいります。 

事務局： 誤植がございましたのでお知らせいたします。基本計画に戻りまして、45 ペー

ジでございますが、ますはこちらの表に単位がないことを御報告いたします。更

に最終処分場の「事業系 直接搬入（許可業者含む）」の 24 年度以降の数値に誤

りがございましたので訂正させていただきます。 

会 長： 訂正結果の確認については、どのようにいたしますか。 



事務局： 訂正したものを委員の皆様にお送りいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議題（３）平成 23 年度版 清掃事業概要について 

会 長： この件につきまして、御質問のある方はいらっしゃいませんか。ないようであ

れば、本日の議題以外に何か御質問もある方はいらっしゃいませんか。 

委 員： 小型家電の分別回収が始まることで、八戸市としてもこれを巧く活用してリサ

イクル率の向上に努めてみてはいかがでしょうか。リサイクル率を上げようとい

う意気込みは伝わってくるのですが、定説的な話が多いと感じられます。一般市

民のモラルに訴えようというのも分かりますが、定量的、具体的な策を講じない

となかなかリサイクル率は上がらないと思います。家電リサイクル法が施行され

て 10 年になりますが、これは各自治体から廃棄物を相当引上げたことで、リサイ

クル率も向上したと思います。以前仕事の関係でヨーロッパを視察する機会があ

り、国の施策に寄らず、自治体レベルで家電リサイクルを実施している市がござ

いまして、驚くことに冷蔵庫の断熱材まで回収しております。このように自治体

が施策を進めることによって、ごみの減量やリサイクルもできるのだろうと思う

のですが、八戸市でも生ごみのコンポスト化という案も出ておりますが、もう少

し定量的に計算して、リサイクル率を何％上げるためにこの施策をやるというよ

うなことがあってもいいのではないでしょうか。是非実施段階で計画を前倒しに

にしてリサイクル率を上げるようなことを毎年更に研究をしていただければと思

います。その一つとして、小型家電のリサイクルのような国の施策に乗っかって、

事業者がお金を出すので、その分八戸市の負担が減り、リサイクル率も上がるわ

けですから、コストパフォーマンスも高いと思われます。今後、定量的、具体的

な施策を打っていくということが、リサイク率の向上であり、ごみの減量であり、

最終処分場の延命化に結びつくのだろうということで、ここにおられる委員や、

市の担当者はもちろんですが、民間の英知を集めて更に深く研究して行かれるこ

とを期待しております。 

事務局： 環境省では、昨年の 12 月に平成 24 年度の重点施策に関する予算案を出してお

りまして、その中で小型家電のリサイクルによる有用金属のリサイクル促進事業

という項目で、役 2 億円の予算が計上されております。これは回収方法や社会実

証実験を行う予定で、技術的な基準を設定するとか、事業の啓発や情報発信につ

いての予算であることから、これらかも状況を見てまいります。また、これにつ

きまして他の市町村の方で、今後も補助事業として継続するのかという質問をだ

しておりまして、環境省方では検討はなされるかもしれないが、市町村の単独事

業であると思われるという回答がなされております。そうなると、費用対効果等

の兼ね合いもあることから、今後どのような形で取り組めるのか検討してまいり



たいと思います。また委員の方からも前倒しでというお話がありましたが、これ

につきましては方針が決まりましたら、実施計画の方で対応していきたいと考え

ております。 

委 員： 是非実行していただきたいと思います。既に情報はお持ちのことと思いますが、

富山とかあちこちの自治体で先行してやっておられますよね。そのように自治体

が国に先行してやっているケースもありまして、今回は多分家電リサイクル法の

様に業者に収集義務を課さない、中国の家電リサイクル法に近い形だろうと思い

ますけど、お金を掛けずに有用なものから集めていくという方法もあると思いま

すし、回収場所を効率良く設置し、市民に啓蒙することによって、色々なものが

集まってくると思います。多分、24 年度に法制化され、25 年度から環境省がやる

んだろうと思いますが、経産省も以前からやっているわけですから、別に国に合

わせることはなく、八戸市が独自でやってもおかしくないわけですから、そうい

うふうな視点から組み入れていけばいいのではないかなと思います。 

会 長： 今の御提言を、市の方でも検討していただければと思います。その他、いかが

でしょうか。ないようであれば、本日委員の皆様よりいただきました意見等につ

きましては、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。 


