
様式第８ 

平成 26 年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 

 

地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

八戸地域 八戸市、階上町、南部町、八戸地域広域市町村圏事務組合 平成18年4月1日～平成25年8月31日 平成18年4月1日～平成25年8月31日 

 

１ 目標の達成状況 

（ごみ処理）  

 

指      標   現状（割合※１） 目標（割合※１） 実績（割合※１） 実績 B 

    (平成 16 年度) (平成 25 年度) A (平成 25 年度) B /目標 A 

排出量 事業系 総排出量 40,993t     28,140t   (-31.4%) 31,532t   (-23.1%) 112.1%  

      １事業所当たりの排出量 3.3t     2.1t   (-36.4%) 2.7t   (-18.2%) 128.6%  

  家庭系 総排出量 69,854t     59,314t   (-15.1%) 63,173t   (-9.6%) 106.5%  

      １人当たりの排出量 256.6 ㎏/人   229.3 ㎏/人 (-10.6%)  243.0 ㎏/人 (-5.3%)  106.0%  

  合 計 事業系家庭系総排出量合計 110,847t     87,454t   (-21.1%) 94,705t   (-14.6%) 108.3%  

  民間主導による資源化を含む 
 

  
  

111,842t   
  

再生利用量 直接資源化量 -   (  0.0%)  5,400t   (  6.2%)  0t   (  0.0%)  0.0%  

 総資源化量(A) 13,846t   ( 12.5%)  21,635t   ( 24.7%)  13,288t   ( 14.0%)  61.4%  

  民間主導による直接資源化量 
    

15,811t   ( 14.1%)    

  民間主導による総資源化量(B)     16,819t   ( 15.0%)   

  合 計 (A)+(B)     30,107t   ( 26.9%)   

熱回収量 熱回収量（年間の発電電力量） 6,686MWh     4,535MWh     8,276MWh     182.5%  

減量化量 中間処理による減量化量 82,263t   ( 74.2%)  57,935t   ( 66.2%)  69,960t   ( 73.9%)  120.8%  

 
民間主導による資源化を含む 

    
70,278t   ( 62.8%)  

 

最終処分量 埋立最終処分量※２ 
13,925t   ( 12.6%)  7,884t   (  9.0%)  11,457t   ( 12.1%)  145.3%  

<16,055t>  ( 14.5%)  <9,457t>  (  10.8%)  <11,524t>  ( 12.2%)  121.9% 

 ※１ 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合 

 ※２ < >内の値は、一般廃棄物と併せて処分している産業廃棄物を含めた最終処分量 



 ２ 各施策の実施状況 

施策種別 事業 

番号 

施策の名称等 実施 

主体 

施策の概要 事業実施期間 

(事業計画期間) 

施策の実績 

発生抑制、

再使用の推

進に関する

もの 

11 ３Ｒに関する普及啓

発 

八戸市 

階上町 

南部町 

親しみやすいキャラクタ

ーなどを活用した、３Ｒに

関する啓発活動を実施す

る。 

18～24 年度 [八戸市] 

環境啓発キャラクターのケーブルテレビ、イベントへ

の出演やイラストを用いた広報などによる３R に関する

啓発活動を実施。 

[階上町] 

 広報でイラストを用いた３Ｒに関する啓発活動を実

施。 

[南部町] 

 広報などによる３Ｒに関する啓発活動を実施。 

12 家庭ごみ有料化の実

施拡大 

八戸市 南郷区において可燃ごみ

と不燃ごみの有料化を実

施する。 

18～19 年度 平成 19 年 4 月より、南郷区においても可燃ごみ、不

燃ごみの有料化を実施。 

13 家庭ごみ有料化の実

施検討 

階上町 

南部町 

有料化実施の可能性につ

いて検討する 

18～24 年度 [階上町] 

 廃棄物減量等検討委員会にて、その時点でのごみ排出

状況や、有料化した場合について検討。今後、引き続き

検討していく。 

[南部町] 

 有料化については、検討したものの実施にいたってい

ない。今後も継続し検討する。 

14 段ボールコンポスト

の普及活動 

八戸市 モニター事業や出前講座

による普及活動を行う。 

18～24 年度 モニター事業（18～24 年度モニター累計 974 件）、公

民館等における出前講座を実施したほか、はじめ方マニ

ュアルを作成、市ホームページに掲載し普及を図った。 

15 事業系一般廃棄物の

リサイクル促進 

八戸市 事業者に対して民間のリ

サイクル事業者を紹介し、

自主的なリサイクルを行

うよう指導する。 

18～20 年度 「事業系ごみ処理マニュアル」を作成、配布し、リサ

イクル事業者を紹介。 

平成 20 年度から事業者が排出する資源となる紙につ

いて、八戸清掃工場への搬入を規制し、古紙取扱業者へ

誘導。その実効性を確保するため、八戸清掃工場におけ

る搬入物の検査において、資源化可能な古紙の混入が判



明した事業者への指導を実施。 

処理体制の

構築、変更

に関するも

の 

21 分別収集品目の追加 八戸市 

階上町 

南部町 

その他紙製容器包装のモ

デル地区収集及び全域で

の分別収集を実施する。 

18～19 年度 [八戸市] 

平成 18 年度に八戸市内 2 地区においてモデル地区収

集を実施。平成 19 年度から市内全域での分別収集を実

施。 

[階上町]  

平成 19 年度から町内全域での分別収集を実施。 

[南部町] 

福地地区について平成 19 年度から分別収集を実施。 

22 廃食用油のリサイク

ル推進 

八戸市 廃食用油を拠点回収し、Ｂ

ＤＦを製造し、軽油の代替

燃料として活用する。 

18～24 年度 10 箇所の回収拠点で回収。市が所有する装置により

BDF を製造し公用車に利用するほか、一部の廃食用油は

BDF 製造事業者等へ売却。 

23 不燃物残渣の再資源

化の促進 

八戸市 

階上町 

南部町 

八戸リサイクルプラザか

ら排出される、不燃物残渣

の再資源化を促進する。 

18～24 年度 [八戸市、階上町、南部町] 

セメント原料化等を検討したが、アスベスト含有の懸

念等から実施にいたっていない。今後、再資源化のほか、

残渣発生量自体の抑制も図っていく。 

24 その他プラスチック

製容器包装の再資源

化の推進 

八戸市 

階上町 

南部町 

その他プラスチック製容

器包装について、民間企業

を活用したリサイクルの

検討及び実施 

18～24 年度 [八戸市] 

 モデル地区収集等を検討したもの実施にいたってい

ない。引き続き再資源化を検討する。 

[階上町] 

 分別収集等検討したが、実施に至っていない。今後も

引き続き検討していく。 

[南部町] 

 検討したものの実施にいたっていない。引き続き再資

源化を検討する。 

25 事業系廃棄物の民間

企業活用によるリサ

イクル推進 

八戸市 

階上町 

南部町 

地域内の民間企業を活用

した事業系廃棄物のリサ

イクルを推進する 

18～24 年度 [八戸市] 

 剪定枝、厨芥類などを再資源化できる事業者に一般廃

棄物処分業を許可。 

また、事業所が排出する資源となる紙について、平成

20 年度から八戸清掃工場への搬入を規制し古紙取扱事

業者による再資源化を推進。 



[階上町] 

 町には廃棄物を再資源化できる事業者がいないため

実施に至っていない。今後、事業所、廃棄物処分許可業

者などに対し分別を促進し、資源化率向上を図ってい

く。 

[南部町] 

地域内の民間企業へ事業系廃棄物のリサイクルを推

進する呼びかけを行った。 

処理施設の

整備に関す

るもの 

1 新処分施設の整備 八戸市  22～25 年度 平成 25 年 7 月 1 日、八戸市一般廃棄物最終処分場と

して供用開始。 

2 八戸清掃工場第一工

場ごみ処理施設基幹

的設備改良 

八戸地域 

広域市町村圏 

事務組合 

焼却施設延命化 23～24 年度 施設の延命化と CO2 排出削減対策として、電気計装設

備（中央制御システム）の更新と余熱利用設備の改良を

実施。 

施設整備に

係る計画支

援に関する

もの 

31 1 の計画支援 八戸市  18～22 年度 新処分施設整備事業に係る施設基本設計等事業及び

施設実施設計等事業を実施した。 

その他 41 地域における資源循

環の促進 

八戸市 

階上町 

南部町 

グリーン購入製品の利用

を推進するとともに、地域

の循環商品の開発を推進

し、国や県のリサイクル認

定を呼びかける。 

18～24 年度 [八戸市] 

 市内事業者・製造事業所 8 社によるリサイクル製品約

40 品目が青森県リサイクル製品として認定。 

[階上町] 

平成 21 年、「階上町環境保全率先行動計画」を策定。

町が省エネ、グリーン調達など、環境に配慮した取り組

みをしていくことにより、町内の事業所、町民への波及

効果を狙うものである。今後、評価、点検を踏まえ検討

していく。 

[南部町] 

 グリーン購入製品の利用を推進した。 



42 不法投棄防止対策 八戸市 

階上町 

南部町 

不法投棄監視員及びごみ

減量推進員、自治会などと

の連携を強化する。 

18～24 年度 [八戸市] 

不法投棄監視カメラを導入するとともに、関係機関の

協力のもと「不法投棄合同パトロール」を実施。 

[階上町] 

 不法投棄監視員や住民などの情報をもとに、不法投棄

パトロールや、頻発地帯への注意看板等設置。 

[南部町] 

 関係機関の協力のもと「不法投棄合同パトロール」を

実施。 

 

３ 目標の達成状況に関する評価 

排出量は、計画に掲げる施策に取り組み、平成 22 年度までは減少が続いていたが、以後、増加に転じた結果、削減目標 21.1％に対し、14.6％となった。 

再生利用量は、八戸リサイクルプラザから発生する不燃物残渣の資源化及びプラスチック製容器包装の資源化が進まず、目標リサイクル率 24.7％に対し、

14.0％となった。ただし、民間のリサイクル業者や処分業許可業者など民間主導による資源化を進めた結果、民間主導を含むリサイクル率は 26.9％となって

いる。 

熱回収量は、目標 4,535 MWh に対し、8,276 MWh だった。 

最終処分量は、前述のとおり不燃物残渣の再資源化が進まなかったことなどから、あわせ産廃を含めた目標値 9,457ｔに対し、11,524ｔとなった。 

 

（都道府県知事の所見） 

【一般廃棄物の排出量】 

 削減目標に届かなかったものの、家庭系ごみはごみ減量に関するチラシを毎戸配布する等の諸施策を行い、家庭一人当たり排出量は減少傾向にあり、事業系

ごみについては紙ごみの公的廃棄物処理施設への搬入を規制する等して減量化を着実に進めている。また、改善計画書のとおり、直接地域住民に対しての「家

庭ごみの減量講座」の開催や、生ごみ及び草に関する自家処理の促進、事業系ごみ処理マニュアルの配布等を行うことにより、更なる減量化が期待される。 

【再生利用量】 

 数値に影響が大きい不燃物残渣の資源化やプラスチック製容器包装の資源化について民間業者と検討を重ねたが予算面等から実現できる範囲が制限された

ため、増加目標に届かなかったものの、実施可能な部分から再生利用量の増加について施策を着実に進めている。また、改善計画書のとおり、事業系ごみにつ

いては関係者に対して紙ごみの公的廃棄物処理施設への搬入規制の周知啓発の更なる強化や、民間主導で再資源化できる部分については、誘導を強化する等の

施策により、更なる再生利用量の増加が期待される。 

【最終処分量】 

 今後の「一般廃棄物の排出量」の減量化、「再生利用量」の増加に向けた諸施策により、最終処分量の削減が期待される。 




