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新聞記事

 ２０１３年度に出た１人当たりの１日の一般ゴミ排出量が、青森県は１０６９グラムで全国ワー
スト２位となっていたことが分かった。同年に弘前市であった台風による浸水被害や消費増税前
の家電買い替えなどの影響でゴミが増えたことが要因とみられる。リサイクル率も１３・７％と
全国ワースト４位。県は、ゴミ減量意識の向上へ対策を急いでいる。【宮城裕也】
県環境政策課によると、県内の１人当たりのゴミ排出量は０８年度から１０００グラム超で推
移し、１２～１３年度は１０６９グラムで横ばい。０４年度は全国平均より１１グラム下回った
が、０５年度から９年連続で全国平均より増加。１３年度は全国平均より１１１グラムも多かっ
た。
市町村別の１人当たりのゴミ排出量は、六ケ所村、弘前市、平内町、むつ市、青森市で多い。
リサイクル率は０３年度から微増しているが、毎年度全国平均を下回っている。
１３年度は、台風による岩木川の氾濫などで住宅浸水が相次ぎ、リンゴへの被害も多かったこ
とで、ゴミが大幅に増えたという。また、県内でゴミの有料化を実施するのは全４０市町村のう
ち２０市町村にとどまり、他県と比べて進んでいない現状もある。
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新聞記事

 １人当たりのゴミ排出量ワースト１位は福島県だが、同課の担当者は「福島は東日本大震災の
影響もあるとみられ、青森が実質ワースト１位と言っていい」と危機感を抱く。
県は４月、自治体担当者らを集めた会合で、衣類再利用などのゴミ削減を呼びかける緊急ア
ピールを採択。県予算にもリサイクル強化事業などの対策費を約１８００万円計上し、広報活
動にも力を入れる。
県内約３００の小学校の夏季休暇中、雑紙の分別を親子で体験する活動も計画している。配
布した専用の紙袋に雑紙を集めて総量を記録させ、１人当たりの回収量を集計。量の多かった
上位２０校を表彰する。同課の斎藤桂一総括主幹は「児童や親子での取り組みから問題意識を
持ってほしい」と期待を寄せている。
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記事要約

 弘前市であった台風による浸水被害や消費増税前の家電買い替えな
どの影響でゴミが増えた。

 ２０１３年度は、台風による岩木川の氾濫などで住宅浸水が相次ぎ、
リンゴへの被害も多かったことで、ゴミが大幅に増えた。

 ２０１３年度に出た１人当たりの１日の一般ゴミ排出量が青森県は
１０６９グラムで全国ワースト２位

 リサイクル率も１３・７％と全国ワースト４位。県は、ゴミ減量意
識の向上へ対策を急いでいる。
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問題提起

青森県全体が抱える問題として

ゴミの排出量 ゴミのリサイクル率

の問題がある

 ゴミの排出量の問題➡台風や消費税増税にともなう駆け込み需要など、
さまざまな要因によって排出量が左右されやすい（問題ではあるが、単
一の政策で解決は難しい）

 ゴミのリサイクルの問題➡そういったイベントに左右されない問題、
人々の分別に対する意識改善を促す政策は考えられないだろうか？
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現状分析

 今回の舞台、青森県弘前市

 人口…189,499人

 世帯数…70,502世帯 （2014年度10月時点）

 http://www.geocities.jp/warera_tikyujin/country_information/japan/pref_i
nformation/town200704/preft200704_2.html

 弘前市は青森県西部の市で、青森市八戸市に次ぐ第三の都市

現在も津軽地方の中心都市として、都市圏が広がっています

キャッチコピー:日本一の桜とりんごの町弘前
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現状分析

 全国リサイクル率ランキング（全４７都道府県、２００９年度）

リサイクル率 ゴミ総量 人口

１位三重県 ３０．１％ ６８０．０８４ｔ １８６万２５７５人

２位山口県 ２８．４％ ５７９．７６０ｔ １４５万６８００人

３位岡山県 ２６．０％ ６９２．８２６ｔ １９４万３６５５人

:

４５位青森 １２．９％ ５４１．２０３ｔ １３８万２５１７人

http://area-info.jpn.org/H5614.html
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現状分析

 青森県内リサイクル率ランキング（全４０市町村、２００９
年度）

リサイクル率 ゴミ総量 人口

１位佐井町 ２７．８％ ９１８ｔ ２，３１３人

２位むつ市 ２４．６％ ２８．３３４ｔ ３３，１２７人

３位風間浦村 ２４．１％ ９３８ｔ ２，１９０人

:

３５位弘前市 ８．９％ ８６．６６５ｔ １７９，１７８人

:

４０位平内町 ７．３％ ６．８４６ｔ １２，１３８人

http://area-info.jpn.org/H5614020001.html
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現状分析

 このように、全国的に見ても青森県のリサイクル率の低さ

また青森県内市町村においても弘前市のリサイクル率の低さはうかがえる

＊弘前市にフォーカスした理由

青森県において第三の都市（青森市、八戸市に次ぐ）

農村地帯ではなく都市化している（資源ごみ回収しやすい）

資源ごみを回収しようという試みがなされている（政策にあたり土台がある）
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現状分析

背景

弘前市でリサイクル率が低い原因として、平
成２４年まで古紙類を燃やすごみとして回収
していたという背景がある

11



現状分析

現状でのリサイクル率向上のための試み

 県循環型社会形成推進計画案（青森県全体）

2010年度までの５年でリサイクル率11.1％⇒24％へ引き上げが目標

 ⇒目標値達成ならず

 弘前市古紙リサイクルエコステーション

事業者や民間団体等がスーパーや温泉施設などに設置、市内に５か所

持ち込めるのは原則一般家庭の古紙類（新聞紙、チラシ、雑誌、段ボー
ル）
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今回の政策は、新
聞記事においてリ
サイクル率の低さ
が問題となってい
る弘前市に焦点を
当てて考えていく。
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政策提言



政策 方針1

基本方針 ： ごみを減らす

↓ そのために

ごみとして捨てている資源のリサイクル
の促進を行う

目標 20 ％まで増加

自然災害によるゴミは仕方ないと考え、リサイクルできる資源の再利用化に焦点を絞る。
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政策 方針2

前述の通り、弘前市をメインターゲットとして前項の目標
を達成できるような政策を考える。

↓

リサイクル率を高めるためには、住民の理解と、ごみの分
別に積極的に取り組み、資源の再利用に努めることへのイ
ンセンティブが必要となる。

↓

そこで、弘前市においてリサイクル率上昇に応じて得られ
る利潤を、住民にりんごを配布して還元する。
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政策 リサイクル 内容

リサイクル、分別の方法としては、日本一
の分別に成功していると考えられている徳
島県上勝町の分別モデルを参考に、特に利
益率の高い紙類について主に導入していく
ことを考える。
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徳島県上勝町の
分別モデル

34種類の分別項目を
設け、焼却・埋め立
てされる数種類を除
いて、それぞれ「資
源」として活用され
るために、リサイク
ル業者に回収されて
いる。→今回の政策
では紙類に特化！
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お金の流れ

住民 ゴミステーション

再利用
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利益還元
リサイクル
業者

利潤 発生

リサイクル率上昇



まとめ

リンゴをもらえることにリサイクルを促すインセン
ティブがある

ゴミステーションに持って行けば古紙以外の分別も
すすみ、リサイクル率が上昇する
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試算

 １日のゴミの排出量を１０００ｇとする。ゴミステーションでは新聞
紙、段ボール、雑誌について回収する際に売り払い、売ることができ
る。そのお金はリンゴとして交換する。

 それぞれの売り払い価格は

新聞紙・・・・１０円/ｋｇ

段ボール・・・９．５円/ｋｇ

雑誌・・・・・８円/ｋｇ とする。

（徳島県上勝町を参考にした http://www.asahi.com/articles/ASH6Q5WS1H6QULBJ00S.html ）
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試算

 それぞれの排出量は

新聞紙・・・・３０ｇ/日

段ボール・・・５ｇ/日

雑誌・・・・・７００ｇ/月

とするとリサイクルに出すことによって得る年間の利益はそれぞれ

新聞紙・・・・
30×365

1000
× 10＝109.5

段ボール・・・
5×365

1000
× 9.5＝17.3

雑誌・・・・・
700×12

1000
× 8＝67.2
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合計
年１９４円の利
益が得られる



試算
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合計
年１９４円の利
益が得られる

リンゴの配布
２個分
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上勝町ホームページ (7月6日閲覧)

http://www.kamikatsu.jp/zerowaste/gomi.html

朝日新聞（ごみをどうする）３４種類を分別、徳島県上勝町を取材（2015年7月6
日閲覧）

http://www.asahi.com/articles/ASH6Q5WS1H6QULBJ00S.html

一般廃棄物の排出及び処理状況等について（2015年7月4日閲覧）

https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/ippai_joukyou.html
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http://www.asahi.com/articles/ASH6Q5WS1H6QULBJ00S.html
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