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Ⅰ．実証事業の目的 
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（以下「小型家電リサイクル法」という。）

が平成 25 年 4 月から施行されたことを受け、環境省、経済産業省及び地方公共団体においては、家庭か

ら排出される使用済小型電子機器等（デジタルカメラ、ゲーム機等）の回収のための体制整備を順次行

うこととしている。このため、本業務は、住民から排出される使用済小型電子機器等を効率的に回収す

る方法を検討することを目的とし、環境省が公募した平成 25 年度「小型電子機器等リサイクルシステム

構築実証事業」（市町村提案型）において採決を受けた地域（八戸地域（八戸市、南部町、階上町））を

対象として、実証事業を行うものである。なお、本業務では、小型家電リサイクル法に基づくリサイク

ルシステムの構築及び更なる改良のための試験研究を想定していることから、実施に当たっては、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律を遵守するとともに、小型家電リサイクル法及び基本方針、使用済小型

電子機器等の回収に係るガイドライン並びに小型家電リサイクル法に係る再資源化事業計画の認定申請

の手引きに準用した運用を図ることとする。 
 

Ⅱ．実証事業の実施概要 
１、全体計画 
  八戸市、南部町の一部（旧福地村の区域）及び階上町は、一部事務組合の八戸地域広域市町村圏事

務組合を構成し、一般廃棄物の中間処理を共同で実施している。可燃ごみの焼却は組合施設の八戸清

掃工場で、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源物の破砕・選別等の中間処理は組合施設の八戸リサイクルプ

ラザで実施し、その中間処理残渣のうち、最終処分するものは八戸市の一般廃棄物最終処分場で埋立

処分している。 
  使用済小型電子機器等については、不燃ごみまたは粗大ごみとして八戸リサイクルプラザに集めら

れ、破砕機による前処理の後、磁選機により破砕鉄が、アルミ選別機により破砕アルミが回収・リサ

イクルされているものの、機器に含まれる銅などのベースメタル、金や銀などの貴金属及びレアメタ

ルなどがリサイクルされずに埋立処分されている状況にある。 
  今般の、小型電子機器等のリサイクルの構築にあたっては、次のとおり進めていきたいと考える。 
 
（１） 回収について 

   小型電子機器等の回収方法としては、八戸市、南部町及び階上町の計２０ヶ所に設置する回収ボ

ックスにより住民からの回収を行う。回収ボックスでは主に「特定対象品目」を対象とした回収を

行う。 
   回収ボックスからは、八戸市、南部町及び階上町の職員がそれぞれ公用車を用いて、八戸リサイ

クルプラザまでの運搬を含めた収集を行い、同施設で一時保管を行う。 
   また、一般家庭から排出され八戸リサイクルプラザに集められた不燃ごみの中から、既存の人員

や確保できるスペースの範囲内で、できる限り、破砕ラインに投入せず、ピックアップ回収し一時

保管を行う。ピックアップでは、「特定対象品目」に限らず、主に資源性の確認を目的に、比較的大

型の機器等も対象に回収を行う。 
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（２） 運搬について 
   八戸リサイクルプラザに一時保管される小型電子機器等については、一般廃棄物収集運搬業者で

ある㈱エコブリッジにより、中間処理を担う東北東京鐵鋼㈱までの運搬を行う。 
 
（３）中間処理について 
   中間処理を担う東北東京鐵鋼㈱では、ストックヤードに搬入された小型電子機器等を分別し保管

する。 
   分別・保管された小型電子機器等のうち、レアメタル等の回収が見込まれる基板類などについて

は手解体により分別する。 
   これらの分別・回収後に残る製品の外側部分及び手解体によらないものについては、破砕・選別

処理を行い、鉄類、非鉄類等を素材別にリサイクル可能な資源として回収する。 
 
（４） 事業規模について 
   この事業で回収を予定している小型電子機器等の回収量は、１年間で 15.8ｔを見込む。その内訳

は次の表のとおりである。 
区  分 回収量 計 算 根 拠 

ボックス回収 
（八戸市分） 
 
 

4.5 t/年 八戸市の家庭系不燃ごみ回収量 2,247t/年…① 
秋田県におけるボックスによる小型家電回収率 0.2%…

② 
八戸市におけるボックスによる小型家電回収量の推計 
①×②＝4.5t/年 

ボックス回収 
（南部町分） 

0.2 t/年 南部町の家庭系不燃ごみ回収量 81 t/年…③ 
南部町におけるボックスによる小型家電回収量の推計 
              ③×②＝0.2 t/年 

ボックス回収 
（階上町分） 

0.3 t/年 階上町の家庭系不燃ごみ回収量 152 t/年…④ 
階上町におけるボックスによる小型家電回収量の推計 
              ④×②＝0.3 t/年 

ピックアップ

回収 
10.8 t/年 組成調査に基づく車両１台当たりの小型家電量 約 0.3

ｔ 
現状の人員で対応可能なピックアップ車両台数 月３台 
0.3ｔ×３台×12 月＝10.8 t/年 

 
（５） 予算について 

この事業で必要となる費用は、八戸市、南部町及び階上町内に設置する回収ボックス２０個の設

置にかかる費用、回収ボックスから収集した小型電子機器等並びにピックアップ回収を行った小型

電子機器等の場内運搬等に使用する選別用コンテナ４個の設置にかかる費用、また、住民への周知

のための回収ボックス脇に設置するのぼり、住民への周知・啓発用チラシの作成にかかる費用であ

る。3 
（６） 広報について 
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   ホームページや広報紙への掲載、チラシを作成し各戸配付・回覧、施設への配置等を通じて使用

済小型電子機器等の回収についての周知を行う。 
 
２、使用済小型電気電子機器等の回収及び運搬 
  使用済小型電子機器等の回収については、ボックス回収とピックアップ回収の二本立てとする。 
 
（１） ボックス回収 

回収ボックスについては、八戸市１５ヶ所、南部町１ヶ所、階上町４ヶ所の計２０ヶ所の公共施

設・民間施設に設置する。 
 

【回収対象品目】 
  ボックスの投入口は２５ｃｍ×１５ｃｍとし、この投入口に入る使用済小型電子機器等を対象とす

るが、次の表に掲げるとおり、主に「特定対象品目」を対象とする。 
  なお、携帯電話などに含まれる個人情報は消去した上で回収ボックスに入れるよう注意喚起する。 
 
分  類 対 象 品 目 
携帯電話端末 携帯電話端末（ＰＨＳ端末、スマートフォンを含む） 

パソコン パソコン ノートブック型、スレート型（タブレット型） 
通信機器 電話機、ファクシミリ 

ラジオ ラジオ 

映像用機器 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ、 
ＤＶＤレコーダ／プレーヤ、ＢＤレコーダ／プレーヤ、 
ビデオテープレコーダ、チューナ、ＳＴＢ 

音声機器 ＭＤプレーヤ、デジタルオーディオプレーヤ、ＣＤプレーヤ、テ

ープレコーダ、ヘッドホン、イヤホン、ＩＣレコーダ、補聴器 
補助記憶装置 ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリーカード 

電子書籍端末等 電子書籍端末、電子辞書、電卓 

計量用・測定用の電

気機械器具 
電子血圧計、電子体温計 
 

家庭用ゲーム機等 
 

据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘルドゲーム（ミニ電

子ゲーム） 
カー用品 カーナビ、カーカラーテレビ、カーチューナ、カーオーディオ、 

ＥＴＣ車載ユニット、ＶＩＣＳユニット 
その他の小型電子機

器等 
ヘアードライヤー、ヘアーアイロン、電気かみそり、電気かみそ

り洗浄機、電気バリカン、電動歯ブラシ、懐中電灯、時計 等 

これらの付属品 リモコン、ＡＣアダブタ、ケーブル、プラグ・ジャック、充電器 等 
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【回収の方法・頻度】 
回収ボックスからの収集及び一時保管場所の八戸リサイクルプラザへの搬入は、八戸市、南部町及

び階上町において、ぞれぞれの職員が公用車により、月１回程度の収集・搬入を行う。 
八戸リサイクルプラザに一時保管される使用済小型電子機器等については、月１回程度、㈱エコブ

リッジにおいて中間処理を行う東北東京鐵鋼㈱までの運搬を行う。 
ただし、回収ボックスでの回収状況によっては、月１回に捉われず、関係者が協議した上で収集や

運搬を行う。 
 
（２） ピックアップ回収 
   八戸リサイクルプラザに集められた不燃ごみの中の一部を破砕ラインに投入せずに、不燃ごみ中

に含まれる小型電子機器等のピックアップ回収を行う。 
 

【回収対象品目】 
  ボックス回収で主に対象とする「特定対象品目」に限らず、使用済小型電子機器等の再資源化の促

進に関する法律施行令第１条に定める２８の全ての品目、その他についても対象とする。 
 

【回収の方法・頻度】 
八戸リサイクルプラザで月１回のピックアップ回収を行い、選別用コンテナに保管した後、月１回

程度、㈱エコブリッジにおいて中間処理を行う東北東京鐵鋼㈱までの運搬を行う。 
ただし、八戸リサイクルプラザでのピックアップ状況によっては、月１回に捉われず、関係者が協

議した上で運搬を行う。 
 
 
３、中間処理、有用金属の回収 
  東北東京鐵鋼㈱の中間処理施設のストックヤードに搬入された小型電子機器等は、ストックヤード

内において、一定の種類別に分別し保管する。それらが一定量集まった後、中間処理を行う。 
基板類等の有用金属が多く含まれていると想定される種類の小型電子機器等は、手解体を行い、そ

れら部品を回収する。回収後に残る製品の外部部品等及び、手解体によらないものについては、破砕・

選別し、素材別にリサイクル可能な資源として回収する。 
基板類は非鉄金属精錬所に、鉄類は東京鐵鋼㈱の電炉に、アルミはアルミ２次合金メーカーに、ス

テンレスは特殊鋼メーカーに、非鉄、ミックスメタルは非鉄金属精錬所にそれぞれ資源として引渡し、

プラスチックとダスト類は、東北東京鐵鋼㈱で熱分解した後、東京鐵鋼㈱の電炉で還元材として利用

する。 
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Ⅲ.具体的内容 
 
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（平成 24 年法律第 57 号） が平成 25 年４月

から施行されたことを受け、「環境省の平成 25 年度小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業」

として、八戸市、南部町、階上町及び八戸地域広域市町村圏事務組合（八戸リサイクルプラザ）と共同

で小型電子機器等のリサイクルに取り組んでいる。 
 

１．目 的 

 家庭から排出される使用済小型電子機器等の効率的な回収方法の検討を目的とする。 
 
２．期 間 

平成 25 年 10 月から平成 26 年３月まで 
※ 小型電子機器等の回収期間は、平成 25 年 10 月 17 日（回収の体制が整い次第、開始）から平成

26 年１月末までとし、同年２月 21 日に総括のための協議会を開催した上で、同年３月中旬に、

実証事業の請負業者にて業務結果を取りまとめる予定。 
 
３．経 過 

 年月日 内       容 
H25. 6.20 
H25. 9. 5 
 
 ～ 
H25. 9.17 
 
 
H25.10.17 
H25.11. 8 
H25.12.26 
 
H26. 2.21 

○事業採択 
○環境省において実証事業の請負業者を決定 
請負業者：㈱エコブリッジ 

○回収に必要な物品の手配、広報媒体の作成等 
○実証事業に係る第１回協議会の開催 
 協議内容：事業スケジュール、周知方法、回収方法、調査内容等 
 中間処理業者の選定：東北東京鉄鋼㈱ 
○ピックアップ回収（中間処理業者への引渡し）の開始 
○ボックス回収の開始 
○実証事業に係る第２回協議会の開催 
 協議内容：中間報告、課題の検証等 
○実証事業に係る第３回協議会の開催 
 協議内容：回収状況、回収率向上等のための課題整理 
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４．回収方法 

 ○ボックス回収 
 ３市町合計 19 ヶ所に回収ボックスを設置し住民から小型電子機器等の回収を行う。 
 
（八戸市内ボックス設置箇所） 

家電販売店 公共施設 

ヤマダ電機 

テックランド八戸店 
八戸市沼館四丁目 1-86 大館公民館 

 

下長公民館 

吹上公民館 

是川公民館 

館公民館 （※） 

市川公民館 

白山台公民館 

八戸リサイクルプラザ  プラザ棟

八戸市大字新井田字常光田

17-1 

八戸市下長一丁目 4-9 

八戸市吹上三丁目 17-3 

八戸市大字是川字東前田 3-11 

八戸市大字八幡字下陣屋 40-1 

八戸市大字市川町字赤畑 19-2 

八戸市北白山台五丁目 2-5 

八戸市大字櫛引字山田山 1-1 

  

公共施設 

八戸市庁 本館 

八戸市庁 別館 

南郷区役所 

白銀公民館 

上長公民館 

八戸市内丸一丁目 1-1 

八戸市内丸一丁目 1-1 

八戸市南郷区大字市野沢字黒坂 11-10

八戸市白銀三丁目 2-14 

八戸市一番町一丁目 4-1 
八戸市内 14 ヶ所 

※ 館公民館は、耐震診断により震度６強以上の地震に対し倒壊・崩壊の危険性があるとの結果を受け、平成 26 年

１月末で閉鎖となった。同年２月１日からは「館市民サービスセンター（八戸市大字八幡字館ノ下 12-6）」に移

設している。 

※ 階上町役場には 2 個設置 

（南部町内ボックス設置箇所） 
公共施設 

南部町総合保健福祉センターゆとり

あ 

南部町大字福田字舘先 25-１ 

南部町内 １ヶ所 

 
（階上町内ボックス設置箇所） 

公共施設 

階上町本庁舎 

ハートフルプラザ・はしかみ 

道仏公民館 

石鉢ふれあい交流館 

階上町大字道仏字天当平 1-87 

階上町大字道仏字天当平 1-182 

階上町大字道仏字横沢 15-4 

階上町蒼前七丁目 9-4 

階上町内 ４ヶ所 

○ピックアップ回収 
八戸リサイクルプラザにおいて、収集された不燃ごみの一部から小型電子機器等のピックアップを行う。 
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５．回収品目 

 家庭から排出される電気や電池で動く使用済小型電子機器等で、政令で定める 28 分類すべて、並びに

それらの付属品を対象とする。ただし、ボックス回収については、ボックスの投入口（縦 15ｃｍ×

横 25ｃｍ）に入るものに限り、投入口に入るサイズであればパソコンも対象とする。 
 

 

 
６．周知方法 
 チラシを回収ボックス設置施設等に備え付けたほか、各市町において次の周知を行った。 
   
（八戸市）   
○市ホームページへの掲載 

 ○報道機関への周知  ⇒  地元新聞、地元民放で報道された。 
 ○リーフレット（別途作成）による町内回覧（平成 25 年 11 月中旬回覧） 
 ○広報はちのへ記事掲載（12 月号（平成 25 年 11 月 20 日発行）、２月号（平成 26 年１月 20 日発行）） 
 
 （南部町） 
 ○行政員を介してのチラシの町内回覧 
 
 （階上町） 
 ○チラシを各世帯に配付 
 ○イベント回収の実施（平成 25 年 11 月２日・３日の町民文化祭でボックス 1 台設置） 
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■広報はちのへ記事掲載 
（12 月号（平成 25 年 11 月 20 日発行）、２月号（平成 26 年１月 20 日発行） 
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■A4 ちらし表 市町村へ配布 
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■A4 ちらし裏 市町村へ配布 
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■回収ボックス 各市町村へ設置 

 



16 

■のぼり旗 各回収ボックスへ設置 
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Ⅳ.回収状況及び再生利用状況 

■東北東京鐵鋼㈱ 提供資料添付 平成 25 年 10 月～平成 26 年 1 月 
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Ⅴ.考察 

小型リサイクル制度を進めるにあたって、回収効率向上の為の課題 

■ボックス回収について 
課    題 対  応（見 解） 

電池、蛍光管、ごみ等の異物の混入、ボックスに

入らないサイズのものがボックス脇に置かれた

事例、袋などに入れたまま排出されている事例が

見られた。 
 
 
 
 

○収集の際、目視で確認できるものは職員が除去し

ている。 
○平成 26 年３月に各戸配付する家庭ごみの分け

方・出し方チラシやＨＰ等で、適正排出について周

知予定。特に、乾電池の「有害ごみ回収協力店」の

ほか、小型充電式電池は「（一社）ＪＢＲＣ」、ボタ

ン電池は「（一社）電池工業会」と回収先を明記する

ことで適正排出を促す。 
個人情報の保護対策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○住民に「排出する際はデータを消去するよう」呼

びかけ、また回収ボックスの仕様は、施錠され、入

口内部はスロープ付きとしている。定期的な回収を

行い、さらに屋内設置とし、盗難防止対策を図るこ

とで個人情報保護対策を講じている。 
○パソコン３Ｒ推進協会のＨＰでは、会員のメーカ

ーが推奨するデータ消去方法の案内があるが、職員

で情報共有し住民からの問合せに対し案内できるよ

うにしている。データ消去方法への問合せに対して

も可能な限り案内することで、ボックスへの排出を

促すことができると考える。 
パソコンや携帯電話の回収率向上 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ボックス回収の品目ごとの回収データでは、パソ

コンは重量で１位（３割ほどを占める）、携帯電話は

個数で１位となっていることから、いかに家庭に多

くの小型電子機器等が滞留し排出の機会を逸してい

るのかが伺え、ボックスの設置がそれらの回収に寄

与していると考える。 
○今後も、セキュリティ対策が講じられたボックス

であることや、国の基本方針のとおり、パソコンで

あれば、特にボックスに入らないサイズのものにつ

いて「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基

づくメーカーによる回収も併せて周知することで、

回収率の向上を図る。 
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効率的な回収並びに収集 ○回収ボックス設置の空白地域が出ないよう公共施

設を中心に配置し、また、一家電販売店の協力を得

て設置している。これまでの実績から、次の収集頻

度が必要と考える。 
○公共施設では、一部、回収量が少ない施設がある

が、おおむね月１～２回の収集で足りると考える。

○家電販売店については、回収量が多く、週２回程

度の収集が必要である。異物の混入も公共施設に比

べて多いものの、集客力の高い店舗での回収は効果

的と考える。 
○現在、市庁舎は本館と別館の計２ヶ所に設置して

いるが、家電販売店の理解が得られるのであれば、

１つを当該店舗に移設することで、住民からの効率

的な回収と、効率的な収集作業を図りたい。 
○今後、３月中に各戸配布される家庭ごみの分け

方・出し方チラシで周知することにより、回収量の

増加が期待できる。以降の回収状況を見た上で、回

収ボックスの増設や再配置の検討を行う。 
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■ピックアップ回収について 
課    題 対    応 

ピックアップ作業は八戸リサイクルプラザの

ヤードに集められた不燃ごみをヤードに均し

目視で確認し袋破の上ピックアップを行って

いる。限られたスペースでの作業となること

また家電ということで嵩の割に重さがあるこ

とから作業負担の軽減効率化が必要。 

○車輪付きで移動できる、折りたたみ式のメッシュコンテ

ナ（パレティーナ）を用いて、作業員の負担軽減、回収の

効率化を図っている。 
○コンテナごと車両に積み込むことで、回収した小型家電

の運搬の効率化を図っている。 

電動式吸入器、医療器具などの感染性廃棄

物やそれに相当するものの扱いについて 

回収品には電気かみそり等もあり、感染のリスク等への対応

については、今後考えていく必要があると思っている。実証

事業ではマテリアルバランスを出すために手分解したが、今

後は、衛生上のリスクがありうるものについては、手分解せ

ず直接破砕に回すなどの対応を考えている。 

医療側でも、在宅医療が広がることに付随し生じる関連機

器等の処分方法については、課題と捉えているようで、意識

して対応していく。在宅医療系のものは今後増えていく可能

性があると思うので留意が必要である。 
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■各市町村回収率向上の為の課題 
○八戸市 

・市では、公民館は入口付近の目立つ場所ではあったが、本庁はオブジェ等既存のものとの兼ね合いもあり、

目立つ場所とはいえなかった。しかし、ノボリが周知に役立ったと思う。 

今後は、全市的なＰＲのほか、市民に対し公民館のＢＯＸの存在を浸透させていく必要があると思われる。 

 

・公共施設よりもスーパーなどの商業施設のほうが小型家電が集まるのではとの意見あり。 

当初の予定では家電販売店４店舗を計画していたが、設置可否の結論が実証事業の開始までに間

に合わなかった店舗や、設置の承諾をもらったが、その後閉店になった店舗があったことから、結

果ヤマダ電機１店舗となった。また、小型家電リサイクル法第８条の家電小売店の協力義務に基づ

きホームセンターにも打診したが、屋内設置ができない等の理由から断念した。今後回収率向上の

為、スーパーなどの商業施設の活用を継続して検討していく必要があると思われる。 

 

○南部町 
現在のところは旧福地村区域内のみの回収のため、他区域の住民感情なども考慮し、周知を徹

底できていない面がある。４月以降は三戸地区塵芥処理事務組合(三戸町、田子町及び南部町で構

成)が主体となって小型家電の回収を行う計画となっており、南部町全域において回収を開始する

ため、大々的に周知していく必要があると思われる。 

 
○階上町 

電話機やＦＡＸ、ケーブル類が多く見受けられた。ＢＯＸは、階上町庁舎をはじめ他の設置場所におい

ても、入口正面等目立つところに配置でき、ノボリも目立ったため回収量を増やす効果があったと思う。広

報では 2 度掲載したが、不燃ごみ収集の現場においては、カメラ等の小型家電類が減っており、一定の

浸透が見受けられる。今後ともイベント回収等を実施することにより回収率向上に努めることが重要と思わ

れる。 
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■各協議会議事録(参考) 

平成 25 年度「小型電子機器等リサイクルシステム構築実証事業」として 
3 回にわたり協議会会議を行った。議事録を添付する。 
 
■第 1 回協議会  
平成 25 年 9 月 17 日 14:00～16:00 場所：議会第 3 委員会室 
出席者：○八戸市環境政策課／寺下・和田・風張 ○清掃事務所／大久保・外川 
    ○南部町住民生活課  ／※欠席 ○階上町町民生活課／浜浦 
    ○リサイクルプラザ／原・中居 ○青森県環境政策課／奥田 
    ○環境省東北地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課／佐々木・山本 
    ○中間処理業者 東北東京鉄鋼㈱／佐藤・花咲 

○コンサル（収集運搬業者）㈱エコブリッジ／中里・大宮 
    ○外部有識者 八戸エコ・リサイクル協議会／根城 
 
■第 2 回協議会  
平成 25 年 12 月 26 日 14:30～15:40 場所：リサイクルプラザ 2 階大会議室  
出席者：○八戸市環境政策課／寺下・和田・風張・中村 ○清掃事務所／大久保・外川 
    ○南部町住民生活課  ／久保 ○階上町町民生活課／浜浦 
    ○リサイクルプラザ／原・中居 ○青森県環境政策課／奥田 
    ○環境省東北地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課／佐々木・山本 
    ○中間処理業者 東北東京鉄鋼㈱／東・花咲 

○コンサル（収集運搬業者）㈱エコブリッジ／中里・大宮・高橋 
    ○外部有識者 八戸エコ・リサイクル協議会／根城 
 
■第 3 回協議会  
平成 26 年 2 月 21 日 13:30～14:20 場所：議会第三委員会室 
出席者：○八戸市環境政策課／寺下・和田・風張 ○清掃事務所／大久保 
    ○南部町住民生活課  ／久保 ○階上町町民生活課／浜浦 
    ○リサイクルプラザ／中居 ○青森県環境政策課／奥田 
    ○環境省東北地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課／佐々木     

○中間処理業者 東北東京鉄鋼㈱／東・花咲 
○コンサル（収集運搬業者）㈱エコブリッジ／中里・大宮・高橋 

    ○外部有識者 八戸エコ・リサイクル協議会／根城 
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■第 1 回協議会 議事録(参考) 

  

件 名  「平成 25 年度小型電子機器等ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ構築実証事業」八戸地域第１回協議会について 

日 時  平成 25 年９月 17 日 14:00-16:00 場所 市庁本館 3 階 議会第 3 委員会室 

参集者  別紙「出席者名簿」参照 

 

別紙次第に沿って進行した。以下、議題１）～議題５）について。 

 

１．実証事業の内容、スケジュールについて【議題１】 

  資料１及び資料２のとおり環境省佐々木氏より説明あり。以下、協議内容。 

 資料１の２．(4)について、「“対象市町ごとに”品目別に分別し、その数量及び重量を品目別に計
測する」とあるが、ボックス回収分については、３市町の総量を品目別に分別し、数量と重量を計測
することを確認。 

また、ピックアップ回収分についても、３市町の不燃ごみが混合された山積みからピックアップする
ため、市町ごとの分別は困難で、３市町の総量を品目別に分別し、数量と重量を計測することになる。

     なお、環境省としては、按分値でもよいので３市町ごとの品目別の数量及び重量が確認し
たいとのこと、ついては、按分値として、ボックス回収分については各市町のリプラ搬入量を、ピッ
クアップ回収分についてはピックアップをした月の各市町の不燃物搬入量を用いることとした。 ※
ボックス設置箇所ごとの計量は不要となった。  

 計測期間について、“回収期間内の任意の２ヶ月間”については、11 月と 12 月を予定。 

ボックス回収については、ボックス回収を開始した時点から１ヶ月分とみることができる。また、ピ
ックアップ回収については、「東北東京鉄鋼に搬入→選別・解体→処理又は売却」の１ロットで１月
分とみる。 

  

２．周知方法及び回収方法について【議題２及び議題３】 

  資料３に沿って和田ＧＬより次項を説明。 

 ボックス設置箇所について、市は市庁舎、南郷区役所、９公民館及び家電量販店４店舗とし、公共
施設と家電量販店 2 店舗からは内諾済み。他の 2 店舗は９月中の回答待ち。南部町は旧福地村役場庁
舎、階上町は公共施設４箇所を計画していることを報告。 

 事業規模について、申請では月に車両３台分としているが、実施においては山積みされた不燃ごみ
からピックアップすることを説明。 

 広報について、市はチラシの配布をボックス設置施設やその他公共施設への配置で対応。南部町は
町内会での回覧、階上町は全戸配布というように、市町によって方法が異なる。また、実証事業の範
囲外だが、市では広報 12 月号への掲載やホームページへの掲載も予定していると説明。 

→対して、国では市でも回覧で対応できないか、また、ボックス設置とタイムラグがないほうがよい
との意見だったが、既決予算内では先述の方法になってしまうこと、広報の締切りに間に合わないこ
とを説明した。 

 ※会議の場では報告しなかったが、町内回覧用のチラシに掲載することも検討する。 
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  個人情報の漏洩防止に関して、データ消去を呼びかけつつ、ボックスについては、施錠

付きで抜取り防止構造とすること。また、東北東京鉄鋼に引渡した後は、物理的に破壊す

ることを確認した。 

 

３．調査内容及び調査方法について【議題４】 

  仕様では、報告は基板類までとなっており、その先の貴金属やレアメタルの数量まで求

めていない。しかし、市民への広報向けとしては、基盤○○台というより金○○ｇと提示

したほうが、リサイクル意識に繋がるとの意見が出た。 

 対して鉄鋼では、価値の部分ではなく量の部分として、売却先に話してみたいとのこと。 

 

４．その他について【議題５】 

  次回協議会開催について、12 月下旬で調整することとした。 

 

■協議会開催前に和田ＧＬから環境省佐々木氏へ次項を報告 

・実証事業に先立ち独自の取組みとして、実証試験を行っていること。 

・のぼり旗は、申請計画どおり購入予定であること。 

・選別用コンテナは、実証事業の予算枠内で、申請時の仕様とは異なるものを購入すること。 

 

 ■協議会終了後、階上町町民生活課 浜浦氏から質問があった 

  ・実証事業開始は、具体的にいつ頃を想定しているのか。階上町独自での周知も考えており、町

のイベントとして 11 月初旬の文化祭が好機とみている。 

   →国からの指示もあり、10 月中の開始を目指している。 

  ・ボックス納品時は、製造業者から町へ直接納品するのではなく、リサイクルプラザで引き渡し

てもらいたい。その際に、ボックス回収した小型家電のリサイクルプラザへの搬入手順などを、

あらかじめ確認したいと思っている。 

   →承知した。そのように手配したい。もし業者都合などで対応できないとしても、搬入手順の

確認をする機会は設けるようにする。 

  ・本事業は事業所からの小型家電は対象となるのか。 

   →対象は一般家庭から排出されたものに限る。小型家電は、組成上、廃プラと鉄くずで構成さ

れており、事業所から出た小型家電は全て産廃扱いとなる。回収ボックスに入れることはで

きない。 
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■第 2 回協議会 議事録(参考) 

件 名  「平成 25 年度小型電子機器等ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ構築実証事業」八戸地域第 2回協議会について 

日 時  平成 25 年 12 月 26 日 14:30-15:40 場所  リサイクルプラザ２階大会議室 

参集者  別紙「出席者名簿」参照 

本協議会では別紙次第のとおり、１）実証事業の進捗状況、２）実証事業の課題、３）その他、

の各議題について、資料１・２に基づき㈱エコブリッジ及び市より説明をした。また、資料３に基

づき東北東京鉄鋼㈱より説明があった。その後、主に実証事業の課題（資料１・２の５ページ）に

ついて出席者より意見を頂いた。以下、その内容について。 

 

○回収ボックスは目が届く場所に設置しているとのことだが、それでも異物は混入するのか。 

  →投入物そのものを注視できる訳ではないため、混入を防ぐのは難しいと説明。 

○電池の投入が多い点について、小型家電回収ボックスの隣に電池回収ボックスを併設するなど

して、回収体制を構築すればよいのではとの意見あり。 

  →電池の排出方法については既に周知しており、今回のケースは分かりつつ故意に投入してい

ると推測されることを説明。 

○公共施設よりもスーパーなどの商業施設のほうが小型家電が集まるのではとの意見あり。 

  →当初の予定では家電販売店４店舗を計画していたが、設置可否の結論が実証事業の開始まで

に間に合わなかった店舗や、設置の承諾をもらったが、その後閉店になった店舗があったこ

とから、結果ヤマダ電機１店舗となった経緯を説明。また、小型家電リサイクル法第８条の

家電小売店の協力義務に基づきホームセンターにも打診したが、屋内設置ができない等の理

由から断念した経緯があることを説明した。 

○この説明に対して、スーパーが資源物の回収を始めたときの例を挙げ、開始当初はスペースの

制約などを理由に導入が進まかったが、『社会的役割』という面で協力することにより集客に繋

がったという事例があるため、小型家電についても暫く様子をみることとして、後に自然と設

置協力店が増えるのを待つのも一つであるとの意見が出た。 

○(資料３中の資料２−２に対し)有価物以外の『プラ混合』、『異物電池・バッテリー』などは廃棄

物として処分しているのかとの質問あり。 

  →同社ではマテリアルリサイクルとして、これらを炭化炉に入れ、カーボンを生成している。

したがって、唯一『フロン』だけが自社でリサイクルできないものとなる。 
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○ボックス回収では、分解されたものも投入されているとのことだが、分解されたものについて

は一律受け入れ不可としているのかとの質問あり。 

  →分解されたものも可とすると、価値の低いプラスチック部分ばかり集まるおそれがある。ま

た、「基盤類は投入してもよいがプラスチック部分は不可」などの扱いにすると、住民に対し

ての説明が煩雑になるため、現在のところは一律不可としているもの。ただし、分解された

投入物をみると基板類(比較的価値が高いもの)が多く見られるため、今後の検討課題ではあ

ると説明。 

○誤投入されたものの返却については、住民は“ごみ”として排出しているのだから、返却しない扱

いでよいのでは。あまり厳格に扱うと行政側の事務負担が大きくなるばかりであるとの意見

があった。 

○東北東京鉄鋼より、小型家電の物量(ボリューム)について、処理量が少量であっても掛かるコス

トは同じであるため、物量が伸びなければ事業性が成り立たないとの意見があった。 

 ○環境省より、認定事業者は全国でまだ 20 社。申請自体は相当数あるが審査が非常に厳しいとの

情報があった。 

○階上町より、イベント回収は町民の反応が大変よかったと思う。『回収は今日で終わりなの？』

との質問もあり、引き続き町内４箇所に設置していることを説明したとのこと。 

 ○根城氏より、市の環境展でもイベント回収を是非やってほしいとの意見が出た。 

○南部町より、現在のところは旧福地村区域内のみの回収のため、他区域の住民感情なども考慮

し、周知を徹底できていない面がある。４月以降は三戸地区塵芥処理事務組合(三戸町、田子町

及び南部町で構成)が主体となって小型家電の回収を行う計画となっており、南部町全域におい

て回収を開始するため、大々的に周知していくつもりであるとのこと。 

 ○県より、実証事業は１月末までとのことだが、以降はどうするのかとの質問あり。 

  →引き続き継続することを説明した。 

○対して、４月以降から鉄鋼が認定事業者になるまでの間については、契約関係（廃棄物処理法

上の取り扱い）に留意するよう話があった。 

○また、県内では青森市と中泊町が実証事業（事業者提案型）に着手するところだが、中泊町は

大きな商業施設がないため、ＪＡや郵便局にボックスを設置することで進めているとのこと。 

○環境省より、物量確保のためにも今後も機会を捉えて周知に努めてほしいとの意見があった。 
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■第 3 回協議会 議事録(参考) 
 

 

件 名  「平成 25 年度小型電子機器等ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ構築実証事業」八戸地域第 3回協議会について 

日 時  平成 26 年 2 月 21 日  13:30～14:20 場所 市庁本館 3 階 議会第 3 委員会室 

参集者  別紙「出席者名簿」参照 

概 要 

別紙「次第」に沿って、資料 1 については当課から、資料 2 については東北東京鉄鋼㈱から説明し、

「回収率向上」「パソコンの取扱い」「作業に支障を生じる品目」などについて意見交換した。 

 

詳 細 

○回収率向上に関する自治体の見解について 

[東北地方環境事務所] 

資料 1 において、八戸市における回収率向上に関する課題や対応の説明があったが、今後のシ

ステム作りには貴重な資料といえる。南部町と階上町はどうか。 

[南部町] 

現在のところは旧福地村区域内のみの回収のため、他区域の住民感情なども考慮し、広報等が

できていないが、４月以降は三戸地区塵芥処理事務組合でも実施するため、広報等で全町的にＰＲ

していく考え。拡大にはＰＲが重要と考えている。 

[階上町] 

電話機やＦＡＸ、ケーブル類が多く見受けられた。ＢＯＸは、階上町庁舎をはじめ他の設置場所に

おいても、入口正面等目立つところに配置でき、ノボリも目立ったため回収量を増やす効果があった

と思う。広報では 2 度掲載したが、不燃ごみ収集の現場においては、カメラ等の小型家電類が減って

おり、一定の浸透が見受けられる。ＢＯＸを目立つところに設置することが重要である。 

[八戸市] 

市では、公民館は入口付近の目立つ場所ではあったが、本庁はオブジェ等既存のものとの兼ね

合いもあり、目立つ場所とはいえなかった。しかし、ノボリが周知に役立ったと思う。 

今後は、全市的なＰＲのほか、地域に対し公民館のＢＯＸの存在を浸透させていければと考える。 

[東北地方環境事務所] 

階上町は比較的ＢＯＸ回収の個数が多かったようだ、また、イベント回収もＰＲ面からも有効かと思

う。 
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○パソコンの取扱いについて 

[東北地方環境事務所] 

ＢＯＸ回収では重量比でパソコンが多かった。他地域ではパソコンを対象からはずす例も多いが、

パソコンがふくまれていることは中間処理側にとっても良いのではないか。 

[東北東京鐵鋼]  

そういえる。また、従来パソコンの捨て方について住民の認知度は低いと思うが、資料１で説明が

あった市の広報など、パソコンの捨て方の周知にも有効であったと思う。 

 

[東北地方環境事務所] 

自治体では「パソコンは資源有効利用促進法で」という見解から、対象からはずす傾向があり、本

省においてメーカーに確認したところ、メーカー側としては、実際のところリサイクル料金を製品価格

に転嫁していないため、自治体が回収すると助かるという実態のようである。 

小型家電全体の中間処理の収支を改善する面があるため、自治体は、小型家電回収において

は、パソコンと資源有効利用促進法の関係について、過剰に考慮する必要はないといえる。 

[エコブリッジ] 

個人情報に関する市の対応はどのようなものか。 

[八戸市] 

住民からの問合せに対し、できるだけ、メーカー側が推奨するデータ消去方法を具体的に案内で

きるよう情報共有を図っている。 

[エコブリッジ] 

当社では、本日来ている 3 名が情報機器リユース・リサイクル協会の個人情報の取扱いに関する

資格を取得した。今後電磁破壊装置を入れる予定であり、今後リユース面で有効と考えている。 

[外部有識者根城氏] 

品目が多いため、小型家電のリサイクルは出す側にとってわかりにくい面がある。どうやって出すか

のシステム作りが大事であるが、効率的なシステムという事を考えると、個人情報の取扱いについて

は、あくまでも個人の責任によるものというところを強調すべきと考える。 

 

○八戸リサイクルプラザでの作業について 

[エコブリッジ] 

パレティーナの使い勝手など、八戸リサイクルプラザでの作業に問題等はなかったか。 

[八戸リサイクルプラザ] 

八戸広域廃棄物再利用事業協同組合の協力もあり、問題はなかった。パレティーナについては、

フォークリフトで運搬車両にそのまま上げられるため、作業効率を上がり、安全に行うことができた。 

 

 

 



35 

 

 

 
  

○作業等に支障を生じる品目について 

[東北地方環境事務所] 

資料２のとおり小型家電は実際様々なものがあるが、処理するにあたりこれはちょっと困るというよう

なものはなかったか。 

[東北東京鐵鋼] 

そういったものは特になかった。感覚としては台所用品が多く感じた。また、中には一見、何かわか

らないものがあった。ウォータークーラーだったが、その他にもさまざまなものがあるため、28 分類に

割振りしきれない場合もありうると感じた。 

[外部有識者根城氏] 

小型家電は種類が多く、販売する動脈側はいいが、静脈側は大変である。そんな中、うまくやって

きたと思うが、採算性はあわなかったのではないか。損益があうところまでいければと思う。 

種類が多い中、15 番の分類では「電動式吸入器、医療器具」が実際あったようだが、衛生面等、処

理において問題等はなかったか。 

[東北東京鐵鋼] 

  回収品には電気かみそり等もあり、感染のリスク等への対応については、今後考えていく必要があ

ると思っている。実証事業ではマテリアルバランスを出すために手分解したが、今後は、衛生上のリス

クがありうるものについては、手分解せず直接破砕にまわすなどの対応を考えている。 

当社（東京鐵鋼）では感染性産廃の処理をしているが、医療側でも、在宅医療が広がることに付随

し生じる関連機器等の処分方法については、課題と捉えているようで、当社としても意識して対応し

ていかなければと思っている。 

[外部有識者根城氏] 

在宅医療系のものは今後増えていく可能性があると思うので留意が必要である。 

 

○その他 

[青森県] 

  青森市では事業を始めたばかりだが、県内の他の地域での事例に比べ、パソコンを含むなど八戸

地域は対象が広い。県としては小型家電のリサイクルを進めていく上では、パソコンも対象とした方が

よいのではと考えている。 

八戸市に聞きたいが、どういった点で小型家電リサイクル実施のメリットを感じているか。他の市町

村にも広げていきたいと思っている。 
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[八戸市] 

県内では、鶴田町についてはステーション回収だが、他はＢＯＸ回収が主であるようだ。パソコン・

携帯電話については、資源の有価性から、結果的に処理コストを改善するので、回収対象とした方

が良いと思う。また、ＢＯＸのみだと数量が稼げないため、ピックアップ回収をする事が、回収量を増

やし処理コスト下げることに繋がると思う。 

市としてのメリットだが、従来小型家電を含む不燃ごみの破砕により生じた残渣は、焼却・埋立し

ていた。小型家電のリサイクルに取組むことにより、それら残渣中の鉛や銅が減る事が大きい。焼却

施設側では全量のピックアップを希望している状況である。予算の問題はあるとしても今回の取組

みは、それらの一歩になったといえる。 

また、東北東京鐵鋼における処理を見学させてもらったが、地元においてしっかりリサイクルを担

っていただける事業者があることを改めて認識できたことも良かった。 

[東北東京鐵鋼] 

今回の実証事業は、事業性を確認する上でも非常に有益であったと思う。 

[外部有識者根城氏] 

青森県が進めるエコタウンとして、県としても東北東京鐵鋼でのリサイクルに県内や岩手県北など

の近隣市町村も巻き込むよう、周知を進めてもらえればと思う。エコタウンの良い活用方法であり取

扱数量も増やしていけるのではないか。 

[東北地方環境事務所] 

小型家電への取組みについて東北では、宮城県や山形県ではあまり進んでいないが、青森県、

秋田県は事例が多く進んでいる。青森や秋田には拠点となる事業者があることが要因だと思う。 

本実証事業では有用なデータや意見をいただいた。今後 3 月中旬までに報告書をまとめ、4 月頃

に東北地方環境事務所のホームページに掲載し、他地域の参考としても活用させていただく。 

実証事業は現在、25 年度３次募集中で、26 年度も予算がつくものと考えられるが、イニシャルコス

トを賄えるので、近隣市町村でも希望があれば実証事業を活用してもらえればと考えている。 

[エコブリッジ] 

報告書は現在作成中であるが、今回いただいた意見も反映させ、最終的なものができたら、皆さ

んにも配布することとしたい。 
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