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令和元年度 第２回八戸市環境審議会 

令和元年 12月 18日（水） 14 時 00分～ 

下水道事務所 ３階会議室 

 

 

【事務局】 

 定刻前ですが皆さまお集まりですので、ただいまから八戸市環境審議会を開会いたします。本日

は、お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 はじめに、本日の出欠状況ですが、２名の委員から欠席のご連絡をいただいております。 

委員 15名中、半数以上の委員がご出席されておりますので、審議会規則の規定により、本日の

審議会は成立しております。 

 続きまして、本日の配布資料の確認をさせていただきます。お手元に次第、席図、委員名簿、そ

して青い表紙で冊子の「八戸の環境」をお配りしております。「八戸の環境」は、後ほどご覧いた

だければと思います。 

そして「第 2次八戸市環境基本計画」とあります資料につきまして、簡単に説明させていただきま

す。 

こちらは八戸市のホームページに掲載しているものですが、黄色のマーカー部分をつけた「第２

次八戸市環境基本計画の進行管理について」、こちらは次のページから 18ページに渡りますが、前

回の７月の環境審議会で、昨年度の取組状況をご報告した際に、目標達成できなかった原因の分析

や今後の対策について、説明を入れてほしいというご意見をいただきました。 

こちらの資料の一番最後のページをご覧いただきたいのですが、Ａ４横版になっております。平

成 30年度環境マネジメントシステム取組事業未達成項目の一覧表にしております。右側に「原因

と是正措置」を載せて、ホームページで公表しております。この場をお借りしましてご報告申し上

げます。ご意見をいただき誠にありがとうございました。 

それでは、ここからは会長に議事進行をお願いいたします。 

 

【会長】 

 はい。よろしくお願いします。本日は２件の案件です。 

それでは、初めに案件１「平成 30年度大気環境測定結果について」、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

【事務局】 

環境保全課長、四戸と申します。案件１についてご説明して参ります。案件 1の平成 30年度大

気環境測定結果についてご報告いたします。資料の 1ページでは、これから説明する測定結果の概

要について記述してございます。まず大気汚染の常時監視について、１テレメータシステムによる

常時監視でございますが、大気については 24時間 365日テレメータシステムによりまして通信回

線を使って課内で監視しております。一般環境大気測定局 4局、それから自動車排出ガス測定局１

局において測定を実施しております。おおまかな位置につきましては２ページをご覧ください。地

図の上に記載しております。 

３ページに参りまして環境基準が定められてます物質のうち二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭

素、４ページに参りまして浮遊粒子状物質、微小粒子状物質につきましては、すべての地点で環境

基準を達成しております。３ページに戻りまして、そのうちの光化学オキシダントにつきましては

昼間５時から午後８時までの１時間値が一度でも環境基準を超過した場合不適合と評価されるた
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め環境基準を達成できておりません。なお 29年度の全国の光化学オキシダントの環境基準達成率

におきましては、一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局ともに０パーセントとなっており

ます。原因といたしましては工場、自動車の排出ガス中の窒素酸化物それから揮発性有機化合物Ｖ

ＯＣの光化学反応によるもの、また成層圏オゾンの沈降やアジア大陸からの越境汚染の影響等、自

然的要因によるものと考えられております。また県内は春季に、春先ですね高濃度の光化学オキシ

ダントが計測される傾向がございまして、当市の環境基準値の超過も例年３月から６月に発生して

おりますが、現在までに当市でのオキシダント注意報の発令事例はございません。今後も引き続き

テレメータシステムによる常時監視を続けて参ります。 

次に５ページに参りまして、二つ目の有害大気汚染物質モニタリング調査でございますが、こち

らは市内の定点、八戸小学校一地点において毎月一度測定を実施しております。環境基準が定めら

れていますベンゼン、ポリクロムエチレン、テトラクロロエチレンおよびチクロロメタンの４物質

についてはいずれも環境基準を達成しております。また、環境汚染にかかる指針値が設定されてお

りますアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジ

エン、ニッケル化合物、マンガンおよびその他化合物、ヒ素及びその他化合物、水銀及びその他化

合物の９物質についてはいずれも指針値を下回っております。下の方に参りまして 次に環境大気

中における重金属類調査でございますが、有害大気汚染物質モニタリング調査の結果、八戸地域の

重金属類の濃度が全国平均値を上回っていることから重金属類の大気中濃度を詳細に把握するこ

とを目的といたしまして、大気を常時採取するロウボリュームエアーサンプラー法での測定を平成

18年７月から実施しております。これは八戸小学校、それから根岸小学校の二地点において測定

を実施しております。二地点とも、大気汚染にかかる指針値を下回っている状況にございます。以

上が平成 30年度の大気環境測定結果でございます。以上です。 

 

【会長】 

はい ありがとうございました。 

では、事前に皆様からいただいている事前質問への回答について、事務局から説明をいただきま

す。それでは、まず、委員からの質問について、回答をお願いいたします。 

 

【事務局】…「事前質問・意見等について」参照 

 

【会長】 

はい、ありがとうございました。今の事務局の回答について委員いかがでしょうか。 

 

【委員】 

ありがとうございます。今のことに関しまして、緊急時八戸市大気汚染緊急対策マニュアルに基

づいて注意喚起をする、という説明になっておりますが、これにつきまして、注意喚起の方法です

ね。いろいろあろうかと思いますけれども、具体的にどういった注意喚起の仕方を。例えば個別の

学校に対して連絡を取る、あるいはそうでなくて、ホームページ上で一律に発表している、どうい

った形で、その辺のことをお伺いしたいのですが。 

 

【会長】 

よろしいでしょうか。 

 

【事務局】 
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周知の方法ですけれども、県より環境保全課、当市に注意報が発令された場合は、環境保全課か

ら行政管理課、提携自治体は町内放送、市役所内で庁内放送があります。防災危機管理課に連絡す

ると、ほっとスルメールでメールの発信がなされます。あと、広報統計課からホームページや報道

機関、次に福祉政策課から所管の福祉施設へ連絡がいく。あとスポーツ振興課からは運動施設等、

保健総務課から病院診療所等、学校教育課からは市立の小中学校への連絡がいくことになっており

ます。以上です。 

 

【会長】 

委員いかがですか。 

 

【委員】 

はい、ルートの説明がございました。これは、例えばＥメールとかそういったものでしょうか。

ＳＮＳを通じたというものでしょうか。 

 

【事務局】 

市の担当者から次の関係各課へにつきましては、電話連絡となっております。 

 

【委員】 

そうですか わかりました。ありがとうございます。 

 

【会長】 

それでは、今の質問に関連して、他の委員の皆様方から何かございませんか。はい、委員お願い

します。 

 

【委員】 

はい、どうもありがとうございます。今の質問の回答の中で、二つ目のまるで八戸市大気汚染緊

急時対策マニュアルに基づきと書いてございまして、３ページ目、私も事前質問の中で質問しまし

た中のご回答、環境保全課さんからの回答の中の最後の行に、やはり八戸市大気汚染緊急時対策マ

ニュアルというふうに書かれていたものですから、市のホームページ等でちょっと探索いたしまし

て、これ見たいと思いましてですね。 どんなことが書かれてあるのかなと思って探したんですが、

ちょっとホームページ私どもが見る限りでは見付けることはできなかったんですが。概ねどんなこ

とが、例えばどこかで閲覧できる形になっているんでしょうか。ちょっとこのマニュアル、どんな

のだろうかと思いましたので、ご説明していただければと思います。 

 

【会長】 

ご説明お願いします。 

 

【事務局】 

これは一般向けには公開していないマニュアルでございますけれども、将来的に公開するかどう

かに関しては今後検討の余地があるかと思います。 

 

 

【委員】 
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公開するかどうかというのも、もちろんまず大事ですけれど、要するにこのマニュアルに基づい

て注意喚起を行うとなっているご回答でございましたのでね。そうすると、マニュアルってどんな

ことが書いてあるんだろうなって、自然にちょっと疑問に思っただけでございます。先程のご回答

のルートね、教育委員会からどうのこうのっていう、そういうのもたぶんそのマニュアルに書いて

あるんだろうなと、推測したわけでございます。そのような理解でよろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

そのようなお考えでよろしいと思います。 

 

【委員】 

はい。ありがとうございました。 

 

【会長】 

他の委員の皆様方から今に関連して何かございませんか。 

はい、では次に、委員からの質問への回答をお願いいたします。 

 

【事務局】…「事前質問・意見等について」参照 

 

【会長】 

はい、ありがとうございました。 

今の事務局の③から⑦の５つの質問についての回答について、委員いかがでしょうか。 

 

【委員】 

ありがとうございます。特にありません。 

 

【会長】 

それでは、今の質問に関連して、他の委員の皆様方から何かご意見質問等ございませんでしょう

か。 

 

【委員】 

今の委員の６番目の回答の中で、自動車の排出ガス中の窒素酸化物の原因はというところでござ

いますが、これについてはわれわれが普段利用している自動車については、排ガス規制というのが

始まってから数十年経って一定の成果を上げているものと思いますし、そうでなければならないわ

けですが、依然としてこういったのものが含まれるということになっておりますが、自動車以外の

要素が非常に大きくなっているのではないかというふうに、素人考えですけどそういうイメージを

受けるんですが。 

 

【会長】 

よろしいですか。じゃ 回答お願いします。 

 

【事務局】 

これに関しましては、自動車の排ガスの成分に関しても一部が一因となっているということで、

大きな原因になっているということではございます。ただ、今現在発生のメカニズム等、今環境省
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で検討している段階でありまして、令和 3年度以降になると、そういったメカニズム等が出てくる

と考えております。以上でございます。 

 

【委員】 

分かりました。 

ありがとうございます。 

 

【会長】 

大きな原因ではなく一要因だということですね。では、今の質問に関連して他に質問のある委員

の皆様おいででしょうか。はい、それでは次に参ります。次に、委員からの質問への回答をお願い

します。 

 

【事務局】…「事前質問・意見等について」参照 

 

【会長】 

はい、ありがとうございました。 

では、今の⑧⑨の質問についての回答について、委員いかがでしょうか。 

 

【委員】 

はい、丁寧なご回答ありがとうございました。 

今までの質問の方々、重複しているところもあったかと思うんですけど、丁寧に読んでいただき

ましてありがとうございました。特段内容について思い当たるところ、希望等はございません。ど

うもありがとうございます。 

 

【会長】 

それでは、今の質問に関連して、他の委員の皆様方から何かございますでしょうか。 

 

【委員】 

よろしいでしょうか。 

 

【会長】 

はい、お願いいたします。 

 

【委員】 

VOCの対策についてちょっとお聞きしたいんですけど、ガスガソリンスタンドで給油するときに、

給油口のところにノズル入れますよね、ガソリン入れると逆にタンクからガソリンベーパーという

のが排出されるんですよね。それを回収する装置って今ついているんですけど、例えば八戸市内の

ガソリンスタンドで回収装置がどれくらいついているかっていうそういったのは、八戸市さんでは

調査とか実態数を把握はしていますか。 

 

【事務局】 

ベーパーを回収する機械の設置件数につきまして、当課では把握はしておりません。 
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【委員】 

なるほど。 

 

【事務局】 

ただ、これはちょっと推測になってしまうんですけれど消防かなにか。 

 

【委員】 

それは消防の担当になるんですかね。 

 

【事務局】 

ベーパーだったんじゃないか。それがスタンド内から出ないように、若干高くしてそれは消防法。 

 

【委員】 

ノズルのところにゴムカップのようなものがついていて、給油口にかぶせるようになっているん

ですよね。八戸市内では、ついているところが数か所しかないようで。 

 

【事務局】 

私の通っているスタンドでは、ついてないです。 

 

【委員】 

ついてないですか。そこらへんは、あのあまり効果はないのかもしれないです。ガソリンスタン

ドの業者さんへ呼びかけとか、市役所さんの方から出来るものなんでしょうか。消防なんですかね。

消防が担当するんでしょうかね。 

 

【事務局】 

特段それについて、法令上措置をとるようにとか通知は来ておりませんので、調べておきたいと

思います。 

今すぐは回答できません、申し訳ありません。 

 

【事務局】 

ガソリンスタンド自体、大気汚染防止法の提出に該当しておりませんので、当課では把握してお

りません。 

 

【委員】 

ありがとうございます。 

 

【会長】 

もし分かれば、後で調べてその結果を次回の審議会にでもご報告いただければなと思います。 

では次に、案件の２「平成 30年度 ダイオキシン類調査結果について」、事務局より説明をお願

いします。 

 

 

【事務局】 
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はい、それでは案件２の平成 30年度ダイオキシン類調査結果について、ご説明いたします。資

料をご覧ください。 

１環境大気についてでございますが、八戸小学校、根岸小学校の２地点において調査をいたしま

した。環境基準は達成できております。次に、２公共用水域及び地下水についてでございますが、

公共用水域の水質５地点、底質１地点、地下水１地点において調査いたしまして、いずれも環境基

準を達成しております。次に土壌についてでございますが、土壌２地点において調査いたしまして、

環境基準を達成しております。以上が、平成 30年度ダイオキシン類調査結果でございます。 

 

【会長】 

はい、ありがとうございます。 

今の、案件２に対して、委員より質問をいただいておりますので、事務局は回答をお願いします。 

 

【事務局】…「事前質問・意見等について」参照 

 

【会長】 

今の事務局の回答について、委員いかがでしょうか。 

 

【委員】 

はい、ありがとうございます。また資料を作成いただきまして、ありがとうございます。 

ここでちょっと気になるのは、追加資料３の１ページの一番下ですね。五戸川と浅水川、このダ

イオキシン濃度がやや増加傾向にも見えるんですね。ここら辺のなんか原因とか、何か分かります

でしょうか。水色の五戸川、三角印の浅水川ですね。やや増加傾向にも見えます。 

 

【会長】 

回答お願いします。 

 

【事務局】 

こちらとしましては、見る限り増加傾向に見えなくもないこともありますけれど、ほぼ横ばい程

度という形で考えていますが。 

 

【委員】 

どうなんですかね。まあ横ばいということは、結構誤差変動するんですか測定値も。 

 

【事務局】 

まあサンプリング地点、どうしてもこれは。あとあの採水時の川水の量とか、そういうものにも

影響されているものと考えております。特に水量の多い新井田川、これに関してはほぼ横ばいとい

う形になっております。水量の変化が一つ影響しているのではないかと考えております。 

 

【委員】 

例えば、五戸川とか浅水川とか上流で野焼きをやっていたり、そういったのがダイオキシンに関

係してくるかなと思うのですけど、そういったことは八戸市さんとしては把握はされていますか。 

 

【事務局】 
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していないです。 

 

【委員】 

ありがとうございます。 

 

【会長】 

では、今の質問に関連して、他の委員の皆様から何かご意見ございますでしょうか。 

はい、お願いいたします。 

 

【委員】 

ダイオキシン濃度の経年変化につきまして 追加資料の３、一番下の表なんですけれど、水中濃

度につきまして平成 21年度から平成 30年度ほぼ 10年にわたって傾向が出ていますけれど、21年

度に比べてほぼ倍増の傾向がある。これは非常に問題であろうということでして。知識はあまりな

いのですけれど 漏れ聞くところによりますと、このダイオキシンの濃度はサリンの 2倍、青酸カ

リの千倍くらい毒性が強い。特徴として揮発性がある。この表から考えますと、平成 20年度以前

からの原因物質が、今影響を与えてきているというふうにも読み取れるわけで。これについて、ご

みの焼却の際、大気に分散してそれが沈降して水にということが考えられますので、八戸市のごみ

焼きのその不完全燃焼によって発生する場合が多いわけで、これについてなんといいますか 窯の

能力といいますか大丈夫だろうとは思いますけれども、その辺の基準が分かりませんので、もし分

かりましたらば焼却場の排出量基準をクリアしているんだろうと思いますけれども、その辺のこと

について教えてくださればと思います。 

 

【会長】 

よろしいでしょうか。五戸川と浅水川がややこう増加しているということについて。はい、お願

いします。 

 

【事務局】 

窯というのは何の窯でしょうか 

 

【委員】 

ごみの焼却炉。 

 

【事務局】 

個人が所有している。 

 

【委員】 

いいえ、そうじゃなくて。大量に焼却するのは市の施設でしょう。 

 

【事務局】 

市の施設。 

 

 

【事務局】 
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ただ今のご質問についてですけれども、八戸市の清掃工場、焼却灰、ばいじん、排ガス中のダイ

オキシンにつきまして、実施測定、第三者機関に測定を依頼して、その結果をこちらにご報告して

いただいているわけですけれど、その結果につきましては全事業所排出基準をクリアしております。 

 

【委員】 

ありがとうございます。だろうとは思いましたけれども、一応念のためにお伺いさせていただき

ました。同じようなことで、民間の処理場の排出濃度についても、チェックされているんですよね。 

 

【事務局】 

ダイオキシン特措法に基づく特定事業所のごみ焼却につきましては、立ち入りを行ったり、実測

定の結果の報告を求めております。それにつきましても、異常な値というものは報告されておりま

せん。以上でございます。 

 

【委員】 

ありがとうございます。 

 

【会長】 

では、今の質問に関連して、他の委員の皆様方から何かございますでしょうか。 

はい、それでは次に進みます。 

その他としまして、委員からの質問に対する回答を、事務局より説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

事務局ということでしたが、私が代わりに回答いたします。 

審議会として委員のために、有害物質等に関する基本的な知識を学ぶ機会を設けていただきたい

と思いますのでご検討ください、ということで簡単ではありますけれども、用語の解説を作成させ

ていただきましたので、ご覧になっていただきたいと思います。以上でございます。 

 

【会長】 

ありがとうございました。委員いかがでしょうか。 

 

【委員】 

はい、大変ありがとうございます。 

 

【会長】 

それでは、今の質問に関連して、他の委員の皆様方から何かございますでしょうか。 

では、本日の審議会全体の中で、何か言い洩らした或いは何か尋ねてみたいという、改めてご意

見のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、お願いします。 

 

【委員】 

今の資料全般的には、有害物質において受診した人はいないと思うんですけれども、もし回答で

きるのであればお願いしたいのですが。有害物質で受診した方、八戸市内でおられるのか、おられ

ないのか。もし分かれば教えていただきたい。まあ、身近なところでは聞いたときないんですけれ

ども。 
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【会長】 

はい、お願いいしたします。 

 

【事務局】 

そういった情報は把握しておりません。 

 

【委員】 

はい、結構です。分かりました。 

 

【会長】 

他に何かご質問等ある方は、おいででしょうか。では、お願いいたします。 

 

【委員】 

審議会のマターではないかもしれないんですが、八戸市さんの総合計画作成、策定されていると

思うんですけれども。環境部門もあると思うんですけれど、現在どういう形で進んでいるんですか

ね。環境に関するところでは。総合計画の中に環境ありましたよね。どういう形になっているのか

っていう。 

 

【会長】 

では、答えられる範囲で。 

 

【事務局】 

環境政策課、大久保です。今、第７次総合計画の方を検討しているところでございまして 庁内

の検討会議とか市民、有識者を交えた会合とかいろいろ検討しているところでして、詳細の項目に

つきましては、ちょっと今は把握はしていないところでございます。 

 

【委員】 

いつ頃決定といいますか、作業が終わるんでしょうか。 

 

【事務局】 

来年度。 

 

【委員】 

末ですか。 

 

【事務局】 

ちょっと時期はわかりませんが、来年度に向けて今作業しているところでございます。 

 

【委員】 

その総合計画の中の環境の分野に関して、この環境審議会からもなんか意見とかそういったもの

を、盛り込むこととか出来ないんでしょうか。それなりの委員の方いらっしゃると思うんですけど、

どういう内容になるのかちょっと気になるところもあるので。 
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【事務局】 

もし必要であれば、庁内の連絡会のほうに環境部から代表がいっておりますので、もし必要があ

ればその方を通じて反映させることも。 

 

【委員】 

それは私の住んでいる町内の。 

 

【事務局】 

庁内って役所内。 

 

【委員】 

分かりました。 

 

【会長】 

必要があればそれを検討していただいて、審議会の方にご報告という形でしていただければと思

います。 

改めて、ご意見ありますでしょうか。では無いようですので、これで本日の審議を終了いたしま

す。委員の皆様ご協力ありがとうございました。それでは、進行を事務局のほうへお返しします。 

 

【事務局】 

会長、ありがとうございました。委員の皆様もありがとうございました。次回の環境審議会でご

ざいますが、３月後半の開催を予定しております。詳細は後日連絡させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

最後に、省エネ講座の紹介をさせていただきます。本日お手元に、「暮らしに役立つ省エネ講座」

のチラシをお配りしております。暖房などによりエネルギー消費が増大する２月を、国では省エネ

ルギー月間と定めており、八戸市でも２月 10日と 11日に、はっちで省エネ講座を開催いたします。 

10日の講演「ガマンしないで省エネを楽しく」につきましては、チラシの裏面に講師プロフィー

ルなども載せておりますので、皆様にもご聴講いただきたいと思います。 

以上をもちまして、本日の審議会を閉会いたします。本日は、誠にありがとうございました。 


