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令和元年度 第３回八戸市環境審議会 

令和２年３月 18日（水） 14 時 00分～ 

下水道事務所 ３階 会議室 

 

【事務局】 

 定刻前ではございますが、皆様お集りですので、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、誠にありがとうございます。 

 本日の出席状況ですが、２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 13名が出席されておりますので、会議は成立しております。 

続きまして資料の確認ですが、本日お配りしております次第の下に、事前配布と当日配布の資料

名を掲載しております。不足の資料がございましたら、事務局までお声をお掛けください。 

議事に入る前に、前回 12 月の審議会で質問をいただきました２点につきまして、回答させてい

ただきます。初めに、委員ご質問の「ガソリンベーパー回収装置」について、環境保全課より回答

いたします。 

 

【事務局】 

環境保全課の境です。どうぞよろしくお願いいたします。 

12 月の環境審議会で委員から問合せがありました、ガソリンベーパー（蒸気）回収装置を設置し

ているガソリンスタンドについて、回答いたします。 

環境省・資源エネルギー庁では、平成 30 年 7 月より燃料蒸発ガスを回収する機能を有する計量

機を設置しているＳＳ（ガソリンスタンド）を、大気環境配慮型ＳＳ「ｅ→ＡＳ（イーアース）」

として認定しています。環境省のホームページで、「ｅ→ＡＳ」に認定された全国のＳＳが確認す

ることができまして、青森県では青森市にあるＳＳ１カ所が認定されております。以上になります。 

 

【事務局】 

続きまして、２点目です。同じく委員よりご質問のありました、第 7次八戸市総合計画について

でございます。担当の政策推進課より聞き取りましたので、私から回答させていただきます。 

次の八戸市総合計画の作成について、どのように進んでいて、いつ頃決定するのか、環境に関す

ることがどういった形になっているのか、というご質問でした。総合計画は、今年度より八戸工業

大学の学長を委員長として、34 名の委員で計画策定委員会を開催しております。また今年の 1 月

からは専門部会を設置し、委員が５～６名程度に分かれて審議し、部会の中には関係課の職員もワ

ーキングメンバーとして参加し、基礎データの提出や、計画案の修正など行っております。専門部

会は政策体系ごとに６つの部会に分かれております。環境分野は、「暮らしを守る」という政策分

野で、これには、環境の他にも、防災・防犯、健康の分野が入っております。環境の中でも下水道

は、また別の政策分野で、まちを形づくるという政策分野に、都市整備部と公共交通が入っており

ます。今後のスケジュールとしましては、４月以降専門部会を３回程度開催し、計画案が整いまし
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たら６月頃にパブリックコメントにより市民の皆様から意見をいただき、８月までには策定委員会

として計画案をまとめたいとのことです。策定委員会の審議状況は市のホームページに掲載されて

おりますので、そちらもご覧いただければと思います。 

委員、回答はこのような形でよろしいでしょうか。前置きが長くなりましたが、ここからは溝江

会長に議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

溝江です。よろしくお願いいたします。審議に入る前ですが、はじめに我々のこの環境審議会の

主担当が変わりましたので、御紹介したいと思います。昨年までは河村さん、本年は木村さんが主

担となりました。どうぞお二方お立ちください。河村さんにはこれまでの慰労を、木村さんにはこ

れからの健闘を祈念してみなさんで拍手をお送りしたいと思います。はい、ありがとうございまし

た。 

今日は２件の案件がございます。はじめに、案件１「新うみねこプラン「地球温暖化対策地方公

共団体実行計画区域施策編」について」、事務局よりまず説明をお願いします。 

 

【事務局】 

環境政策課の大久保でございます。着座にて説明させていただきます。 

それでは、案件１ 新うみねこプランについて、ご説明させていただきます。資料は、本日お配

りしました、上に「差替」と記載された資料となりますので、よろしくお願いします。 

まず資料の「１ 新うみねこプランについて」でございますが、新うみねこプランは「地球温暖

化対策の推進に関する法律」に基づき、市が平成 22 年２月に策定した、八戸市内の二酸化炭素排

出量削減対策について、基本的な取組内容をまとめた地方公共団体実行計画でございます。計画の

対象範囲は市全域で、市・事業者・市民の取組としております。計画の目標ですが、主な温室効果

ガスである二酸化炭素について、2014 年度（平成 26 年度）の排出量を、基準年度である 2007 年

度（平成 19年度）比で 5.2％削減することを短期目標としておりましたが、計画の期間を延長し、

現在もこの目標を当面の短期目標としております。 

「２ 二酸化炭素排出量の現状」及び「３ 二酸化炭素排出量の推移」についてご説明いたしま

す。資料の表をご覧ください。二酸化炭素排出量の推移ですが、2007年度から 2017年度までの部

門別排出量及び総排出量を、年度毎に集計しております。今回は最新の算定値である 2017 年度の

二酸化炭素排出量について、ご報告いたします。二酸化炭素排出量の推移の表の下の２つ目の※印

を、ご覧ください。二酸化炭素排出量の推計には、様々な統計資料を用いておりますが、この推計

に使用している基礎資料が遡って改訂されたことにより、以前公表した推計値を遡って改訂いたし

ました。 

今回の改訂は、2016年度（平成 28年度）の工業統計表及び市内協定工場の燃料使用量について

誤りがあったため、これを訂正したことに伴い、2016 年度の二酸化炭素排出量を訂正したもので
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あります。それでは、2017 年度の二酸化炭素排出量についてですが、総計で 421.7 万トン基準年

度の 2007 年度比で 0.5 万 t、率にして 0.1％の削減となりましたが、5.2％削減の短期目標を達成

できていない状況にあります。 

資料の裏面、２ページをご覧ください。図１は、市内二酸化炭素排出量の総量の推移を示してお

り、図２は、部門別の二酸化炭素排出量の推移を示しております。図２では、八戸市は特に製造業

からの二酸化炭素排出量が多いことから、産業部門を製造業と非製造業に分けて推移を示しており

ます。 

「４ 今後の取組」でございますが、まず二酸化炭素排出量が基準年度比で減少した主な要因と

して、運輸部門では、人口減少に伴い排出量が削減されたことや、工業プロセス部門では、生産量

の減少に伴い排出量が削減されたことが挙げられます。しかし、現状としては短期目標を達成でき

ていない状況でございます。特に民生家庭部門や廃棄物部門については、基準年度と比べて増加し

ており、家庭部門については、やや増加傾向にあることから、環境政策課で実施するイベントなど

で、地球温暖化に関する知識の普及や省エネルギーの推進、ごみの減量など、継続的に普及啓発活

動を行い、より効果的な施策を検討しながら、二酸化炭素排出量の削減対策を講じていくことが重

要であると考えております。以上で案件１についての説明を終わります。 

 

【会長】 

はい、ありがとうございました。では、皆様方から事前にいただいている事前質問への回答につ

いて、事務局より説明をしてもらいます。まず、委員からの質問について、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】 

ありがとうございます。 

 

【会長】 

SDGs については、素晴らしい提案と素晴らしい回答だと思っております。蛇足ですが、私が所

属している県の環境パートナーシップセンターでは、毎年様々なＰＲ活動をしてますが、昨年まで

は、クールチョイスのＰＲをするカレンダーも作っておりました。本年は、この SDGｓのカレンダ

ーを作って、いろいろな会合で配っています。５部だけ残っております。今日必要だと、欲しい方

はどうぞ。ここに置いておきますので、取って活用していただければありがたいと思います。 

今の質問に関連して、他の委員の皆様方から、何か付け加えた質問等ございましたら、よろしくお
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願いします。はい、では次に委員からの質問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。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。一点だけ、確認したいと思います。二酸化炭素濃度の推移ですけれども、

産業廃棄物のうち廃プラが増加しているということですが、実際には何が増加しているか、分かり

ますでしょうか。 

 

【事務局】 

 廃プラの何がという所までは分かりません。申し訳ありません。 

 

【委員】 

 はい、分かりました。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すでしょうか。 

委員の④の質問に関連して、９年前の東日本大震災時の直後は、震災ショックで多くの国民が節

電に努力していたんですが、次第にその意識が希薄になってきています。そういうことを踏まえて、

こういう現状を伝えて再度ＰＲしていく必要があるのではないかと思いますので、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。 

 何か質問等はございますでしょうか。それでは、次の案件に進みます。案件２「令和２年度 八

戸市一般廃棄物処理実施計画（素案）について」、事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは、議題２の「令和２年度 八戸市一般廃棄物処理実施計画(素案)」について、ご説明い

たします。 

一般廃棄物処理実施計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条及び同法施行規則第１条

の３に基づき策定する計画で、市町村がごみ及び生活排水の処理を実施するにあたり、各年度の事

業について定めるものでございます。この度、令和２年度の当市の計画素案を策定しましたのでご

報告いたします。なお、本計画は、令和２年度の当初予算成立を受けて告示を行う予定でございま

す。 
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それでは、計画案の内容についてご説明いたします。計画案は、「総則」、「ごみ処理実施計画」、

「生活排水処理実施計画」の３編にて構成されております。 

まず、１ページにまいりまして、「第１編 総則」でございます。総則におきましては、本計画

の計画期間、施行区域を明記し、加えて本計画で用いる用語について定義しております。 

次に２ページをご覧ください。「第２編 ごみ処理実施計画」について、説明してまいります。 

まず、「１．計画目標」でございます。これは、平成 29年３月に策定した八戸市一般廃棄物処理基

本計画において定めた、一般廃棄物の排出抑制の１人１日あたりのごみ排出量の数値目標でござい

ます。１人１日あたりのごみ排出量の目標値は、中間年度にあたります令和３年は 930グラム、目

標年度となる令和８年は 900グラムとなっております。 

次に、「２．一般廃棄物の排出見込み量」でございます。令和２年度の一般廃棄物の排出見込み

量につきましては、燃やせるごみにおける家庭系・事業系の合計は表の右側のとおり６万７千 720

トン、燃やせないごみ・粗大ごみは家庭系・事業系の合計で５千 720トン、資源物は各種資源物の

合計で７千 190 トン、集団回収は家庭系の 450 トン、以上、行政処理分の計として８万１千 80 ト

ンを見込んでおります。また、民間主導で処理される資源物等でございますが、収集運搬業許可業

者を介し、古紙資源化事業者に搬入される古紙などの資源物につきまして、１万５千 600トンを見

込み、行政処理と民間主導処理を合わせた排出見込み量は、９万６千 680 トンとなっております。 

次に、「３．ごみの排出抑制・再資源化計画」でございます。ごみの排出抑制・再資源化を推進

するにあたり、実施する各種の施策について記載しております。２ページ及び３ページに記載して

おります「（１）家庭系一般廃棄物」につきましては、引き続き、家庭ごみの有料収集や、家庭か

ら排出される可燃ごみの約３分の１を占める生ごみについて減量施策、３Ｒ推進や食品ロス削減な

どに関する広報・啓発活動を行ってまいります。 

「（２）事業系一般廃棄物」につきましても、各種団体を通じた適正排出の啓発や、資源となる

紙の古紙リサイクル事業者への誘導、４ページにまいりまして木くず・厨芥類のほか、従業員が個

人的に消費したペットボトルなどの「一般廃棄物に該当するプラスチック類」について、処分業に

よる再資源化の促進等を継続してまいります。合わせて、事業系一般廃棄物としての食品ロス削減

の推進に向けて、３０１０運動の推進を図るとともに、事業活動に伴い多量に一般廃棄物を生ずる

事業者に対し、一般廃棄物の減量や再資源化に関する計画の作成を求め、排出抑制と再資源化に対

する一層の推進を図ります。 

「（３）その他」につきましては、例年と同様に、清掃工場及びリサイクルプラザにおける中間

処理残渣の再資源化につきまして、共同処理を行う八戸市、階上町、南部町の福地地区のうち、八

戸市相当分の数量を記載しております。 

次に、「４．収集・運搬計画」にまいりまして、「（１）基本事項」でございます。まず、「ア．市

による分別収集」でございますが、こちらは市が収集を行う一般廃棄物について記載しております。 

次に、「イ．収集を行わない日」では、市が収集を行わない日を記載しており、燃やせるごみは、

原則として月曜日・火曜日が祝日又は振替休日にあたる場合につきましては、収集を行うこととし
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ております。また、事業系一般廃棄物などにつきましても記載しております。 

続きまして、５ページにまいります。「（２）収集運搬の実施主体、収集回数及び収集方法」でご

ざいますが、内容に一部修正がございましたので、資料の修正をお願いいたします。表中の上から

11 番目、廃食用油収集回数についてですが、程度の記載が漏れておりましたので週３回程度に修

正をお願いいたします。 

それでは、説明を続けさせていただきます。「（２）収集運搬の実施主体、収集回数及び収集方法」

でございますが、こちらはごみの種類ごとに、収集の実施主体、収集回数、収集方式について記載

したものでございます。家庭系のごみにつきましては、12 種類に分別されたものを、市が主体的

に収集することとしております。事業系のごみや民間主導で処理される資源物等は、排出者または

収集運搬業者が主体に収集することとしております。 

続きまして、「（３）市が収集しない家庭系一般廃棄物」でございます。５ページから６ページに

かけまして、市が収集を行わない家庭系一般廃棄物の対象物について、区分・品目例・処理方法等

を一覧に記載しております。 

次に、「５．中間処理・最終処分計画」に参りまして、「（１）処理施設の概要」でございます。 

７ページにわたりますが、アからエでは一般廃棄物を処理する施設の詳細について記載しておりま

す。 

次に、「オ．一般廃棄物処分業者による処理（事業系一般廃棄物）」でございますが、こちらには

一般廃棄物処分業許可業者における処理対象物や、処理能力等について記載しております。なお、

三菱製紙株式会社につきましては、今年度をもって一般廃棄物の処分を終了するとの連絡を受けて

おりますので、正式に決定いたしましたら一覧から削除するものといたします。 

続きまして、８ページにまいります。「（２）中間処理に関する搬入者別の内訳量、実施主体及び

処理方法」につきましては、焼却施設や選別・破砕処理を始めとする中間処理の実施主体や、処理

方法などについて記載しております。なお、表の左から２列目の「搬入量」欄の各値につきまして

は、冒頭でお話しいたしました一般廃棄物の排出見込み量算定時の内訳の値でございます。 

続きまして、９ページの「（３）最終処分される廃棄物の内訳及び年間埋立量」につきましては、

埋立処理を行う廃棄物を種類毎の表にして記載しております。まず、「埋立量」欄の右側の「うち

市一般廃棄物」でございますが、八戸市の一般廃棄物にかかる各値を記載しており、合計９千 550

トンと見込んでおります。また、その左側の欄に併記されている値は、八戸市一般廃棄物最終処分

場に埋め立てられる廃棄物全体の見込み量でございます。八戸市一般廃棄物最終処分場には、階上

町及び南部町の福地地区分から生じたごみに由来する中間処理残渣や、条例の規定に基づく産業廃

棄物も埋立てられており、それらを含めた埋立量の見込みは、1万 930トンとなっております。 

次に、「６．その他一般廃棄物処理に関する事項」でございます。 

「（１）減量・リサイクル施策の展開」につきましては、令和２年度の主な施策といたしまして、

「事業系一般廃棄物多量排出事業者対策の実施」、「ごみ減量・再資源化施策の検討」、「国、県、他

自治体と連携したごみ排出量・再資源化施策の実施・検討」、「八戸市環境美化協議会と連携したご
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み減量・再資源化施策の実施」、「使用済小型家電リサイクルの実施」「学校等と連携したごみ減量・

リサイクルの啓発活動の実施・検討」について記載しているほか、10ページの「（２）その他」で

は、「環境審議会の開催」、「一般廃棄物の区域外処理」、「災害廃棄物の処理」、「カラス被害対策事

業による集積所の整備」について記載しております。 

以上が、「第２編 ごみ処理実施計画」でございます。 

続いて、11ページにまいりまして「第３編 生活排水処理実施計画」でございます。 

「１．基本事項」の計画人口及びし尿及び浄化槽汚泥の計画処理量とその内訳についてでございま

すが、計画人口は、国立社会保険･人口問題研究所が、平成 25年３月に作成した推計値を、直近の

実績値に基づき補正し、令和２年度の行政区域内人口として採用しております。 

し尿及び浄化槽汚泥の計画処理量につきましては、直近の実績に基づく、令和２年度の推計値でご

ざいます。 

次の、「２．収集･運搬計画」、「３．中間処理・最終処分計画」につきましては、12 ページにわ

たりますが、し尿及び浄化槽汚泥の処理施設の概要と、一般廃棄物処分業許可業者における処理対

象物の処理能力等について記載しております。 

同じく、12 ページの「４．普及啓発等」でございますが、生活排水処理基本計画における普及

啓発の記載内容と同様に、公共下水道及び農業集落排水の接続率向上のため、水洗化相談会等を実

施するとともに、合併処理浄化槽普及促進のため、町内会回覧等により補助制度の周知を図ること

を記載しております。 

以上で、「令和２年度 八戸市一般廃棄物処理実施計画（素案）」に関する説明を終わります。 

 

【会長】 

はい、ありがとうございました。では、皆様からいただいている事前質問への回答について、事

務局より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、回答をお願いします。 

 

【事務局】 「事前質問・意見等について」参照 

 

【会長】 

はい、今の事務局の回答につきまして、委員いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 ありがとうございます。今後のこともあるかと思うんですけど、ただいま説明があったように、

いつの資料のどれを引用した表ですよ、資料ですよ、ということをどこかに表示していただければ

よいと思います。希望です。 

 関連した質問ですが、今月でしたか地元の新聞に公告が出ました。役所の環境政策課の広告です
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けれども、平成 30 年度の「市民一人当たりのごみの排出量は、実績として 956ｇです」というこ

と、それに対して、目標年度の「令和 8年度には 900ｇ以下にしましょう」ということが大きく訴

えられています。注釈は「市民全員が一人毎日 65ｇに減らす必要があります」一歩進んだ伝え方

でございますけれども。じゃぁ一般市民が毎日 65ｇのごみをどのような感覚で捉えているのかと

疑問を持ちました。「何々の場合ですとなんぼくらいが 65ｇに相当します」「ペットボトルなら何

本くらいです」とか、一番問題である生ごみですね、どうしたらこれをひと絞りやっていただける

かが、非常に難しい問題であります。 

調理の最中にどんどんごみを捨てる場合。流し台の下で、下水に流れていく途中にひっかかる。

流し升みたいなものがありますよね。そこに入っていく。それを毎日とか、何日に一回開けてポリ

袋に入れる。非常に汚れた状態ですので、なかなかそこをやるというのは勇気がいることだと思い

ますが、どうしたら絞らせるのか、きわめて難しい課題がある。これによりますと「ひと絞りする

ことによって、約 30ｇの重さの削減が可能です」ということです。この辺が一つのポイントでは

ないか。せっかく素晴らしいＰＲをしていただきましたので、さらに具体的なＰＲをお願いしたい

という風に思います。 

 

【会長】 

 今のは、要望ということですか。それとも答えられる分は答えてもらいますか。 

 

【事務局】  

 今の 65ｇにつきまして、もう少し目に見えるような形で、機会がある時は表記したいと考えて

おります。 

 

【委員】 

 是非よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 そのことに関しては、県は 80ｇを減量したいということで、県の１、２年生対象のごみ減量の

プログラムがあって、現実としてコンビニのおにぎり 1 個がだいたい 80ｇなんです。具体的にお

にぎり１個分減らせれば、全国に追いつきます。今は全国ワースト 5位ですが、おにぎり 1個分の

80ｇで、全国に追いつきます。今の委員と同じように分かり易くおにぎり 1個分で全国に追いつこ

うと頑張っているところを合わせて紹介しておきます。 

 

【事務局】 

 参考にさせていただきます。 
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【会長】 

 今の質問に関連して委員の皆様から、何かございますでしょうか。 

 はい、それでは、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、委員いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 はい、ありごとうございます。どうしても私ども、リサイクルプラザに携わっているものですか

ら。どうしても資源物の中に、モバイルバッテリー等々が入っておりまして、破砕などの衝撃で、

液体が入っていますが、接触することで発火することが、リサイクルプラザの中でも少しずつ多く

なってきている部分があります。すぐに消火できるものは消火しているのですが、件数が年ごとに

増えてきているということは、きちんとした形で、リサイクルの回収がされていないのではないか

と。安易な形で、リサイクルの方に出してしまっているのではないかと思われまして、そういう事

故を無くすためにもＰＲ活動をぜひとも強力に進めていただければという要望で出しました。以上

です。 

 

【会長】 

 今の要望について、何かございませんでしょうか。 

 

【事務局】 

 私も先日、市の予算特別委員会で取り上げさせていただきまして、その際にはリサイクルプラザ

で、９月と本年２月に小規模な火災がありまして、火元からリチウムイオン電池が発見されたとい

う報告を受けておりますので、今後もこういったことがなくなるように、周知徹底して参りたいと

思います。 

 

【委員】 

 よろしくお願いします。 

 

【会長】 

 青森の新しくできた清掃工場でも、火災が起きたりしていますので、よろしくお願いいたします。 

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

それでは次に、委員からの質問への回答をお願いします。 
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【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きまして、委員いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 ありがとうございます。まずはリサイクルについては、スーパーの分が反映できていない。それ

を入れるとまた高くなる。やっぱりスーパーの場合は、八戸の場合だけでも把握するのは難しい。 

 

【事務局】 

あるスーパーに聞き取りをした状況によると、「教えたくない」という回答もありましたので。 

 

【委員】 

「教えたくない」理由って何ですかね。 

 

【事務局】 

 どのように処理しているかということでも、明確に言いたくないということがあるんですかね。 

 

【委員】 

 マニュフェストを見れば分かる話ですかね。 

県でも民間店舗のことも、情報を把握しているんですかね。 

 

【事務局】 

 県でも、昨年から民間のリサイクルの情報を把握するということで、動き始めているのですが、

県の方でも全数を把握することは難しいということで、主要な事業所を絞って数値をデータ化した

ものを、全体に当てはめて、全体を把握しようという考え方でやっています。 

 

【委員】 

 わかりました。ありがとうございます。 

 あとは、ごみの組成調査の所ですが、こちらを見ますと、生ごみとか草木がボリュームとしては

大きいですね。ちょっと聞きたいのは、焼却する時に水分が多くて問題ないのですか。 

 

【事務局】 

 今の所問題はないです。 



 11 

 

【委員】 

カロリーがちょっと少なくなって、燃えにくいというのは実務上支障がないですか。 

これから、高齢化がさらに進むと思うのですが、たとえば家庭からでる紙おむつとか、いろいろ

水分の多いものが増えてくると思うんですけれども、そうするとごみの組成がだんだん変わってく

ると焼却する時も変わってくると予想するのですが、これから対策、取り組みとか考えてますか。 

 

【事務局】 

差し障りはないです。 

 

【委員】 

大丈夫ですか。 

 

【事務局】 

焼却方式から言って流動床式なので。 

 

【委員】 

流動床、ストーカーではなく。 

 

【事務局】 

第一工場は流動床式、第二工場はストーカー式です。 

 大丈夫です。 

 

【委員】 

 そうですか。ありがとうございます。 

 

【会長】 

 今のやり取り、皆さん聞こえましたでしょうか。いいですか、再度発言いただかなくても。これ

から答える時にマイクを使ってお話いただければ。 

 

【委員】 

 長くなりますが。集団回収の話ですけど、報告書の 30 ページの資源物の回収の登録団体、町内

会とか子ども会とあるのですが、参加してくださる団体の推移をもしよろしければ教えていただけ

れば。どの区分の団体が減少しているとか、そういった傾向とかあれば教えていただければと思い

ます。 
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【事務局】 

 はい、お答えいたします。こちら資源物の回収は、あらかじめ市に登録していただいております

団体数におきましては大きな変化はございません。登録をした団体の中で、活動を行っている団体

の数でございますが、実際の所は減少しているという状況でございます。その内容といたしまして

は、町内会の回収ですけれども、回収を実際に行っていただく町内会の皆様が高齢化によりなかな

か動きが取りづらくなってきている、という状況のご意見はいただいております。他のＰＴＡとか

子ども会さんとかにつきましては、だいたい例年と同じような回数での実施になっております。 

 

【委員】 

 子ども会というのは、こちらの地方の場合は学校の中に子ども会があるんですか。 

 

【事務局】 

 町内会の中に子ども会があるのがほとんどです。 

 

【委員】 

 例えば、学校単位で地域に出て子どもたちがごみ拾いをするというのは、八戸市さんではあるん

ですかね。 

 

【事務局】 

 小学校等のくくりであれば、さほど多くはないです。八戸市の場合ですと高校とかでは、ほとん

ど回収の団体が学校の中にございます。 

 

【委員】 

 小中では。 

 

【事務局】 

 小中ではあまり見かけておりません。 

 

【委員】 

ありがとうございます。あとはですね、最終処分場の件ですけども、もともと容量の少ない最終

処分場を設計されたと思います。あと残余が 13 年余りということで、もうちょっと容量を大きく

した方が最初から良かったかという気もしますけれども、やっぱり計画の時から「ごみを減らせば

十分間に合うだろう」という見込みがあったのでしょうか。 
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【事務局】 

 計画を作るときに容量 14年ということで設計、当初計画は 14年という計画で、補助金か何かの

縛りで作ったと思います。 

 

【委員】 

 そういう制約の中で、15 年でしたか。拡張の予定はないということですが、この敷地には処分

場をつくる土地の余裕はあるんですか。 

 

【事務局】 

 現在の敷地内だと、厳しいと思います。 

 

【委員】 

 13 年余りでそこも全部使えなくなる、埋め立てが終了してしまうと、また新たな土地を探さな

ければいけないということが出てきます。今のうちから計画をある程度立てておいた方が良いのか

という気もしますが。 

 

【事務局】 

だんだんとそういう時期になっているのかと。 

 

【委員】 

あとは、天狗沢、結構ボリュームの多い所だと思いますけれども、こういった所をもし可能であ

れば掘り起こしをして、掘り起こしというのは、一回埋めた廃棄物をリサイクルとか、あるいは他

のものに変えて、現場から運び出して、もう一度埋め立て処理場として再生する、という話なんで

すけれども、そういったことは考えていないですか。 

 

【事務局】 

 天狗沢を再利用するということは、今現在は考えていません。 

 

【委員】 

 埋立するものによってはリサイクルできる。 

 もし可能であればそういったことも検討してください。物によるんですね。どういったものが埋

め立てられるか。 

 

【事務局】 

 私からよろしいですか。まだ予算成立前なんですけれども、来年度ですね、今後の清掃工場の建
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て替え、また、最終処分場の 10 年先埋め立てということを考えて、総合的に検証するコンサルに

委託してごみの減量と合わせて検討していくということを考えているところです。 

 

【委員】 

わかりました。そこでちょっと確認、なぜコンサルに頼むのですか。 

 

【事務局】 

コンサルの専門的な知識を。 

 

【委員】  

 職員さんでも専門の方が結構いらっしゃると思うので、十分計画を立てられるかという気はする

んですけど。 

 

【事務局】 

 建物の建設が絡んでくると、かなり専門的です。 

 

【委員】 

 ハードの面ですね。なるべくそういうのを自前で出来る方が、職員の能力も上がるしいいのかな

と思いました。すいません。長くなりました。以上です。 

 

【会長】 

 委員の意見について一つ補足すると、地域のゴミ拾いの小学校についてですが、ＪＲＣ委員会、

いわゆる青少年赤十字に加入している学校の多くは、地域のごみ拾いを年１度ないし２度、やって

います。私がかつて勤務した学校も、そういう活動をやっておりました。 

 

【委員】 

 それは、赤十字と関係した中でのこと。 

 

【会長】 

 はい、そうです。 

 

【委員】 

 八戸市さんの場合は、学校単位で地域に出て、子どもたちがごみ拾いをするというようなことは、

前からやられてはいなかったんですか。 

 



 15 

【会長】 

 一部あります。 

 

【委員】 

 一部あるんですか。 

全域でそういった活動はされていない、分かりました。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。はいありがとうござ

いました。では次に、委員からの質問に回答をお願いします。 

 

【事務局】 「事前質問・意見等について」 

 

【会長】 

はい、ありがとうございました。回答数が多いので、いくつかに分けて聞いて行きたいと思いま

す。今の⑦⑧⑨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、説明どうもありがとうございました。よく理解できました。大変だろうなと。ちょうど変

わり目というか説明にありましたように、八戸市に実際に浄化槽がどれだけついているのか本当に

精査していかなきゃならないところが、今まであまりに大変だった。県から譲り受けたデータと今

までのデータと合わせていく大変な作業の時期なんだろう。ご説明では３年以内に精査していただ

けるということで、お礼を申し上げたいと思います、ありがとうございます。 

 

【会長】 

 今の⑦⑧⑨につきまして、他の皆様方、何かございませんでしょうか。なければ委員⑩の回答に

ついて、いかがでしょう。 

 

【委員】 

 はい、⑩は、ここにも書いてありますように浄化槽法が一部改正されたと、大きな出来事がござ

いました。それに伴いまして中核市の八戸市の場合は、今まで県がやっていたいろんな関連の業務

が市に移管され、八戸市の職員も大変だろうと思いまして質問させていただきました。丁寧に説明

していただきまして、ありがとうございました。 
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【会長】 

 はい、⑩の回答につきまして、他の委員の皆様方からなにかございますでしょうか。では、なけ

れば最後の⑪について、委員なにかありましたら、お願いします。 

 

【委員】 

 ⑪は、「生活排水処理実施計画」というのがございますね。それでやはりその中で、普及啓発等

ということで毎年の計画の中でもこの普及啓発等というのが使われている。私並べてみたのですが、

同じものが使われているということでございました、そうではなくて、せっかく努力されているこ

とを少しでも噛み砕いて皆さんに知っていただけたらと思って、質問させていただいたところ、新

しく追加訂正等していただき、丁寧に説明いただきまして、ありがとうございました。 

 

【会長】 

 最後の⑪番の回答について、他の皆様方から何かございますかでしょうか。はい、お願いします。 

 

【委員】 

 よろしいですか。まず一つお伺いしたいのは、下水道とか農業集落排水の接続率、今どれくらい

なんでしょうか。 

 

【事務局】 

 まず公共下水道につきましては 85％の接続率。それから農業集落排水については、接続率が

78.4％という状況になっております。 

 

【委員】 

それは年々接続率は上がっているんですか。 

 

【事務局】 

 基本的には大体横ばいというのが現状です。 

 

【委員】 

 前見た時は、年間零点何パーセントくらいずつ上がっていたと聞いたんですが、今はだいたい変

わっていないということですか。 

 

【事務局】 

 若干上がってきた時期もあったんですが、整備に伴う普及率は 1％前後ずつ上がっていって、実

際つないでいる方の部分につきましては、85％前後で推移しているという状況です。 
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【委員】 

 その辺は、変わりないんですか。 

 

【事務局】 

 今、5年間の接続を見ますと、ほぼ 85％になっています。 

 

【委員】 

 おそらく接続するタイミングとしては、家庭にもよると思いますが、リフォームをしたり、何か

そういうイベントがないと改修ということが進まないと思うんです。下水道の政策だけではなく、

他のものとパッケージで何かできれば一番良いのかなと考えました。 

 後は合併浄化槽の話ですけれども、八戸市は個人で設置ということになっていると思うんですが、

十和田市さんの場合だと、ある程度の地域によって大きな浄化槽を設置するという事例があります。

十和田市さんの場合は PFIといって民間資金を使って設置するようですが、今後そういったものも

取り込んでいったほうがもしかしたら良いのかもしれない。もし可能であれば検討してみてくださ

い。 

 

【事務局】 

 最後の浄化槽の PFI等の関係ですけれども、これまでも検討、研究材料にしていました。それぞ

れの制度の持つ特性とか、あるいは実際住民の方々のご協力だとか、そういったものを含めて今後

可能な部分があれば、検討の余地もあろうかと思います。参考にさせていただきます。 

 

【会長】 

 よろしいでしょうか。本日の予定は以上となりますが。 

 

【委員】 

すみません、一言だけ。 

 

【会長】 

はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 質問の⑪番の所で、私の方から感想と言いますか述べさせていただくのを忘れておりました。質

問⑪の 3行目ぐらいの所から、「『都道府県構想策定マニュアル』が制定され、これに基づき、当市

においても」と書いてございまして、その２行後に、これ構想（こうそう）と読むんですけれども
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「『構想』の『はじめに』でも書かれているように、『少子高齢化による本格的な人口減少社会の到

来など』と書いてありまして、汚水処理施設のさらなる効率的整備が行われていって、これは本市

の構想の中にも書いてあることなんですけれども、この計画が 10 年概成というふうにこの計画で

は３章では書かれているかと記憶しておりますけれども。この 10 年先が、非常に、この状況の中

で予算をつけるのは難しいというふうに国の方では言われています。下水道の接続にしましても、

もう少し現状維持というふうになりますでしょうけども、つないでいきまして、新しく拡張計画に

なっている。私の住んでいる桔梗野なども「７年以内に接続します」とご案内をいただいてて楽し

みにしていますが、その辺のところも早めに接続をできるように努力していただければと思いまし

た。経済状況もこんな状況なので、心配になってお話させていただきました。 

 

【会長】 

 最後は要望ということでよろしいですか。本日の予定は以上となります。本日の審議会全体の中

で、改めて、ご意見がある方は、いらっしゃるでしょうか。 

 

【委員】 

 何度もすみません、新聞報道で見たのですが、弘前市のごみの回収の話ですけれども、要介護者

の世帯に対して、個別に回収するという取り組みをされたそうです。先を見越すとやはり八戸市で

も必要になってくる場面が出てくると思うんですが、検討状況等ありましたら、教えてください。 

 

【事務局】 

 検討状況でございますか。今までも同様の質問がございましたけれども、今現在八戸市におきま

しては、清掃側としては回収は行っておりませんけれども、いわゆるホームヘルプサービス高齢者

の福祉サービス等でも対応している部分がございます。その部分で対応できないことも今後多数出

てくると思いますので、その辺につきましては状況を見ながらですね、将来的にはやる必要がでて

くるのかというふうには考えております。 

 

【委員】 

 環境分野と福祉の分野で、連携する必要が出てくると思いますので、総合的な検討をお願いしま

す。 

 

【会長】 

 高齢化のペースは今後、予想以上に厳しくなりますので、どうぞ計画に含めて実施に向けて検討

いただければありがたいと思います。では本日の予定は以上となります。本日の審議会全体の中で

改めてご意見のある方他にございますでしょうか。では、終わりの前に無駄口をたたくようですが、

かつて、八鶴の橋本八右衛門さんに 25 年程前に小学校長会のなかで講演をいただいた結びが、こ
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れからは人類とウイルスとの戦いになる、と言ったことを今回の騒動のなかで今思い出して、まさ

に先見の明があったお話だったと思って最近改めて聞いています。どうか八戸市で新型コロナウイ

ルスの発生がないことを、そして皆様方の健康と安全を祈念して本日の審議を終了したいと思いま

す。どうもご苦労さまでした。事務局にマイクをお返しします。 

 

【事務局】 

 溝江会長、ありがとうございました。また、委員の皆様にも熱心にご審議いただきありがとうご

ざいました。本日は本年度最後の審議会となりますので、ここで石田環境部長からご挨拶を申し上

げます。 

 

【事務局】 

 環境部長の石田でございます。本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、さらには熱心な

ご審議をいただきまして誠にありがとうございます。今年度は３回にわたり審議会を開催させてい

ただきましたけれども、毎回貴重なご意見ご提言を賜りましたこと改めてお礼を申し上げて当市の

環境行政のさらなる充実に役立てていきたいということであります。どうぞ委員の皆様には来年度

も引き続きご協力をいただきますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますけれども挨拶

とさせていただきます。１年間本当にありがとうございました。 

 

【事務局】 

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。 

  


