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□現状と課題

　　私たちは、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムの下で快適さや便利

さ、物質的な豊かさを追求し、資源を浪費してきました。

　　その結果、廃棄物の増大や資源の枯渇などの問題が顕在化し、これらの問題の解決のため、資源

の消費が抑制され、環境への負荷が少ない循環型社会の形成の基本原則を定めた循環型社会形成推

進基本法をはじめ、容器包装、家電、自動車などの各種リサイクル法が整備、運用されています。

　　本県の場合、県民１人１日当たりのごみ排出量、リサイクル率ともに依然として全国下位に低迷

していることから、県民総参加でごみの発生抑制とリサイクルに取り組んでいく必要があります。

　　一方、本県では、先進的な技術を活用した産業廃棄物の３Ｒや本県の農林水産業などから豊富に

発生するバイオマス、未利用資源の資源化に取り組んできており、これらの取組について更に推進

していく必要があります。

　　また、依然、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理が後を絶たないことから、廃棄物の適正処理を

更に推進していく必要があります。

１　県民総参加による「もったいない」意識で取り組む３Ｒの推進

２　資源循環対策の推進

３　廃棄物の適正処理の推進

【 求められる施策 】

政策３ 県民みんなでチャレンジする循環型社会づくり
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政策３施策１

□現状と課題

　　本県の県民１人１日当たりのごみ排出量はほぼ横ばいであるが、全国的には依然として下位にあ

り、平成25年度の実績（1,069ｇ）を見ると、家庭から排出される生活系ごみ（727g）、事業所か

ら排出される事業系ごみ（342g）、いずれも全国値（958g、生活系：678g、事業系：280g）を上

回っており、生活系、事業系ともに一層の減量化が必要です。

　　また、本県のリサイクル率は、全国値との乖離が大きく、依然として全国下位に低迷しており、

集団回収による資源化量が少ないことや紙類の資源化量が少ないことなどが主な要因となっていま

す。

　　資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない循環型社会を構築していくためには、これまでの

私たちの大量生産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルやビジネススタイルを転換していくこ

とが必要です。

　　そのため、県民や事業者、各種団体、行政などの多様な主体が連携・協力しながら、県民総参加

の全県的運動として、ごみの減量やリサイクルなど３Ｒの取組を一層推進していく必要がありま

す。

　　また、市町村別に１人１日当たりのごみ排出量、リサイクル率を見ると、人口規模が大きい都市

部の改善が進んでおらず、県全体の数値に大きく影響していることから、本県のごみの減量、リサ

イクル率向上に向けて、こうした団体の取組を促進する必要があります。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 １人１日当たりのごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25

（青森県） 1,049 1,047 1,038 1,069 1,069

（全　国） 994 976 975 963 958

一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当たりのごみ排出量を選定。

2 １人１日当たりの生活系ごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25

（青森県） 712 710 709 729 727

（全　国） 709 697 695 684 678

生活系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当たりの生活系ごみ排出量

を選定。

3 １人１日当たりの事業系ごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25

（青森県） 337 337 329 340 342

（全　国） 285 279 280 279 280

事業系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当たりの事業系ごみ排出量

を選定。

施策１ 県民総参加による「もったいない」意識で取り組む３Ｒの推進
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指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

4 ごみのリサイクル率（％） 21 22 23 24 25

（青森県） 12.9 12.9 13.6 14.2 13.7

（全　国） 20.5 20.8 20.4 20.4 20.6

ごみのリサイクルの進捗状況を示す指標として、ごみのリサイクル率を選定。

□施策の概要

　　１　「もったいない・あおもり県民運動」を展開し、県民総参加によるごみ減量やリサイクルな

ど３Ｒの取組を推進します。

　　２　一般廃棄物の処理主体である市町村と連携し、ごみの減量やリサイクル率向上のために効果

的な取組を推進します。

□施策の展開方向

　重①　各種広報媒体やマスコミ等を活用した情報発信、３Ｒの具体的な取組方法等の普及啓発を行

い、県民総参加でごみ減量やリサイクルなど３Ｒに取り組む気運を醸成します。

 【環境政策課】

　　②　小売事業者等による容器包装廃棄物の発生抑制と、県民が自らライフスタイルを見直し、ご

み減量に取り組む契機とするため、事業者、協力団体等とレジ袋削減推進協定を締結し、「レ

ジ袋無料配布中止（有料化）」の取組を推進します。【環境政策課】

　　③　県民、事業者、学校・団体それぞれが環境配慮行動に取り組むとともに、相互に連携・協力

しながら地域全体のエコにつなげていく「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト」（41ペー

ジ図１参照。）の普及拡大を図り、その取組や成果を広く紹介していきます。【環境政策課】

新・重④　市町村等を対象とした３Ｒ推進の施策セミナー、ごみの減量やリサイクル率向上につながる

効果的な施策を検討する作戦会議の開催などにより、市町村におけるごみ処理の「最適化」を

促進するとともに、ごみ処理経費等の「見える化」を推進します。【環境政策課】

　重⑤　商品の簡易包装や詰替商品の利用など環境にやさしい買い物、家庭から出る生ごみの水切り

の徹底や食品ロスの削減、衣類のリユース・リサイクルなど、発生抑制（リデュース）のため

の取組を推進します。【環境政策課】

　重⑥　市町村等と連携し、雑紙（その他紙）の資源回収を強化するとともに、市町村による適切な

分別収集品目の区分設定や地域ぐるみでの資源ごみ回収（集団回収）を促進するなど、再生利

用（リサイクル）の取組を推進します。【環境政策課】

　重⑦　家庭から出る紙類などの資源ごみ回収を促進するため、古紙リサイクルセンターなど地域に

おける回収拠点との連携を強化します。【環境政策課】

　重⑧　オフィスや事業所から出る古紙のリサイクルを促進するため、地域の事業所等が共同で古紙

回収に取り組む「オフィス町内会」（41ページ図２参照。）の参加事業者拡大を図ります。

 【環境政策課】

新・重⑨　可燃ごみとして焼却処理されている食品廃棄物について、本県の地域特性に合ったリサイク
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政策３施策１

ルの手法を検討します。【環境政策課】

　　⑩　市町村における使用済小型電子機器等の分別収集実施等について技術的援助や情報提供を行

いながら、使用済小型電子機器等の再資源化を促進します。【環境政策課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　ごみ減量やリサイクルなど３Ｒに関する啓発

◎　コンポストの利用促進など生ごみの減量化を促すための普及啓発

◎　多量排出事業者に対するごみ減量・資源化の普及啓発・指導

◎　ごみの分別・排出状況の監視と適正な分別・排出の指導

◎　資源ごみの分別促進

◎　雑紙（その他紙）の資源回収の強化

◎　地域ぐるみでの資源ごみ回収（集団回収）の推進

◎　事業系紙ごみの焼却施設への搬入抑制・規制の実施

学校・団体学校・団体 事業者事業者

プロジェクト
実行委員会
プロジェクト
実行委員会

県 民県 民

エコの環
わ

CO2削減
チャレンジ環境活動

参加

環境活動
支援

カード呈示

広告協賛金

感謝状

サービス
提供

カ
ー
ド
送
付

取
組
報
告

オフィス町内会システム

排
出
事
業
者
会
員

回
収
事
業
者
会
員

製
紙
会
社

回収定期便

事務局

県・市町村

古紙 古紙

回収数量
及び代金

報告

回収数量報告

売却
代金

【あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクトの概要】

■本プロジェクトに参加登録した方には「モッテコーカー

ド」を交付します。

■「モッテコーカード」を協力店に提示するとサービスを

受けられます。

■事業者からの協賛金等の一部は、学校等での環境活動の

支援に充てます。

■協力店や協賛企業の取組、学校や団体の環境活動は、

ポータルサイトやフリーペーパーで紹介します。

あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクトの仕組み（図１）

オフィス町内会のイメージ図（図２）



－ 42 －

県　　民 ◎　市町村のルールに従った適正なごみの分別・排出

◎　マイバッグ持参やレジ袋・過剰包装の辞退などによるごみの排出抑制

◎　使い捨て製品の不使用と詰め替え商品の購入・利用

◎　雑紙（その他紙）を含む紙ごみの分別

◎　生ごみをごみとして出す前の水切りの徹底

◎　食品の買いすぎ、料理の作りすぎの防止による食品ロスの削減

◎　生ごみのコンポストによる堆肥利用

◎　まだ使える衣類のリユース・リサイクル

◎　フリーマーケットやリサイクルショップの積極的な活用

◎　資源ごみの集団回収や店頭回収の利用

◎　修理・修繕の励行など耐久消費財の長寿命化

排 出

事 業 者

◎　一般廃棄物と産業廃棄物の区分による適正処理（一般廃棄物は市町村のルール

に従った適正な分別・排出）

◎　繰り返し使用できる製品やエコマーク商品等の購入・利用

◎　両面コピーや裏面利用の徹底、電子メール等の利用によるペーパーレス化、使

用済封筒の再利用等による紙ごみの減量

◎　（多量排出事業者）ごみ減量計画の作成などごみの減量・資源化への積極的な

取組

◎　事務機器等の中古品やリース・レンタル品の利用及び不要となった事務機器の

他部署での再利用や業者等への売却等による有効利用

◎　資源ごみのリサイクルの徹底

◎　古紙リサイクルを推進しているオフィス町内会への参加や古紙リサイクルセン

ターの積極的利用

◎　イベント等の開催に係るごみの排出抑制と排出されたごみの適正な分別・リサ

イクルの実施

販 　 売

事 業 者

◎　マイバッグ持参の呼びかけとレジ袋無料配布中止（有料化）、簡易包装の実施

◎　詰め替え商品や繰り返し使用できる商品、再生商品の販売の推進

◎　ばら売りや量り売り商品の販売の推進

◎　容器包装廃棄物の店頭回収の実施

◎　商品や食品等の使用済み廃プラスチック容器の回収システムの整備と回収廃棄

物の再利用・再生利用の推進

事 業 者

団　　体

◎　ごみの減量やリサイクルなど３Ｒに関する啓発

◎　各業界における３Ｒに関する自主的活動の推進

環境保全

団　　体

◎　ごみの減量やリサイクルなど３Ｒに関する啓発

◎　集団回収やフリーマーケットの開催など３Ｒに関する自主的活動の実施

学校等の

教育機関

◎　ごみの減量やリサイクルなど３Ｒに関する環境教育・学習の推進
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政策３施策２

□現状と課題

　　循環型社会の構築には、家庭やオフィスにおける３Ｒを推進するだけでなく、産業活動から発生

する廃棄物の３Ｒを推進していくことが重要です。

　　産業廃棄物のリサイクルは、廃棄物の最終処分量を減らすことが可能となるほか、廃棄物を資源

として有効活用することにより、新たな雇用・産業の創造にもつながることから、リサイクル技術

の開発や事業所間の連携、青森県認定リサイクル製品※１の普及などの取組を引き続き推進してい

くことが必要です。

　　また、バイオマスは、石油や石炭などの化石資源を除いた動植物に由来する有機性の資源であ

り、人間のライフサイクルの中で再生可能な資源であることや、化石資源の代替としてエネルギー

や製品の原材料として利用可能であることから、地球温暖化の防止や持続可能な循環型社会づくり

に大きく貢献するものとして期待されています。本県には、多様なバイオマスが広く賦存していま

すが、農林水産業や食品産業から発生する未利用バイオマス※２については、有効利用が進んでい

ないことから、研究開発などを通じて未利用資源の有効利用を推進していくことが課題となってい

ます。

※１　青森県認定リサイクル製品…「青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例」に基づき、県内から発生す

る循環資源を原材料としたリサイクル製品のうち、安全性や規格など一定の基準を満たす製品を県が認定しています。認

定された製品については、県が行う工事などで優先的に使用されています。

※２　未利用バイオマス…動植物由来の再生可能な有機性資源(化石資源を除く。)のうち、現在その利用が進んでいないもの

のこと。青森県の場合、稲わらや未利用間伐材などのほかに、地域特有の未利用バイオマスとしてリンゴ搾汁残さ、リン

ゴ剪定枝、長いも加工残さなどがあります。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度等）

実績値

指標の説明と選定理由

1 リサイクル製品認定数（製品） 23年3月

累　計

24年3月

累　計

25年3月

累　計

26年3月

累　計

27年3月

累　計

319 318 330 321 341

資源の循環的な利用状況を示す指標として、青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関

する条例に基づき知事が認定するリサイクル製品の認定数を選定。

2 下水汚泥（公共下水道）のリサイクル

率（％）

21 22 23 24 25

99.5 99.4 99.4 99.6 99.5

資源の循環的な利用状況を示す指標として、下水汚泥の処理量のうちコンポスト化やセメント

原料化などにより有効利用した割合を選定。

施策２ 資源循環対策の推進
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□施策の概要

　　１　産業廃棄物の３Ｒの取組を推進します。

　　２　地域の未利用資源を製品原料やエネルギー源として活用するための研究開発、製品開発を推

進します。

□施策の展開方向

　　①　自動車リサイクル法の適正運用を通じて、使用済自動車の適正処理とリサイクルを推進しま

す。【環境政策課】

　　②　建設リサイクル法の適正運用を通じて、建設廃棄物の発生抑制とリサイクルを推進します。

 【整備企画課】

　　③　建築物やインフラの長寿命化等を通じて廃棄物の発生抑制につながるファシリティマネジメ

ント※３の普及やアセットマネジメント※４を推進します。【道路課、港湾空港課】

　　④　青森県リサイクル製品認定制度の運用を通じて、資源の循環的利用と廃棄物の減量化を推進

するとともに、青森県認定リサイクル製品優先使用指針に基づき、県の工事又は物品調達にお

ける認定リサイクル製品の優先的な使用を推進します。【環境政策課】

　　⑤　農林水産業等から発生する稲わらや家畜排せつ物、未利用間伐材、ホタテ貝殻、食品廃棄物

などのバイオマスの有効活用に向けた取組を推進します。

　　　【農林水産政策課、食の安全・安心推進課、農産園芸課、りんご果樹課、畜産課、林政課、水

産振興課】

　　⑥　農業集落排水汚泥や漁業集落排水汚泥のリサイクルを推進します。

 【農村整備課、漁港漁場整備課】

　　⑦　コンポスト化などにより下水汚泥のリサイクルに引き続き取り組むほか、下水・下水汚泥の

高度利用化に関する研究を推進します。【都市計画課】

　　⑧　産業廃棄物税の活用により廃棄物の発生抑制、減量化及び再利用を促進するため、普及啓発

や情報提供の事業を実施します。【税務課、環境政策課、環境保全課】

※３　ファシリティマネジメント…公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会（JFMA)では、「企業・団体等が保有

又は使用する全施設資産及びそれらの利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活

動」と定義しており、業務用不動産（土地、建物、構築物、設備等）すべてを経営にとって最適な状態（コスト最小、効

果最大）で保有し、賃借し、使用し、運営し、維持するための総合的な経営管理活動とされています。本県では、平成16

年度から取組に着手しています。

※４　アセットマネジメント…資産（アセット）を効率よく管理・運用（マネジメント）するという意味があり、「アセット

マネジメントシステム」はそのための組織全体のＰＤＣＡサイクル及びそのサイクルを円滑に回すための支援の仕組みを

含めたシステム全体を指します。

　　　従来から、個人や企業の不動産・金融などの資産管理に用いられてきましたが、最近では公共の資産である社会資本に

もこのシステムを適用しようという動きがあり、アセットマネジメントシステムにより、資産としてとらえられた道路等

について、道路構造物の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算的制約の下で、

いつどのような対策をどこに行うのが最適であるかが決定されます。
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政策３施策２

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　青森県認定リサイクル製品の率先的な購入・使用

◎　市町村バイオマス活用推進計画の策定などを通じた地域のバイオマス資源の有

効利用の推進

◎　農業集落排水汚泥や漁業集落排水汚泥のリサイクルの推進

◎　下水・下水汚泥の高度利用化の推進

県 　 民 ◎　リサイクル製品の購入・使用やグリーン購入※５の実践

事 業 者 ◎　業種間や工業団地間の連携による廃棄物の融通・提供システムの構築

◎　自動車リサイクル法や建設リサイクル法などの各種リサイクル法に基づく使用

済自動車や建設廃棄物などの適正処理とリサイクル

◎　青森県認定リサイクル製品の購入・使用

◎　未利用資源を製品原料やエネルギー源として活用するための研究開発

◎　食品リサイクル・ループ※６の形成など食品循環資源の活用

農 業 者 ◎　青森県認定リサイクル製品（特殊肥料）の購入・使用

◎　稲わらなどの未利用資源の有効利用

環境保全

団 　 体

◎　リサイクル製品やグリーン購入に関する啓発及び情報提供

大学等の

研究機関

◎　未利用資源を製品原料やエネルギー源として活用するための研究開発

※５　グリーン購入…製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少な

いものを選んで購入することです。

※６　食品リサイクル・ループ…食品廃棄物のリサイクルによってリサイクル肥飼料等を作り、その肥飼料を使用して生産さ

れた農畜水産物等を当該肥飼料等の原料となった廃棄物を排出した食品関連事業者が引き取ることです。
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□現状と課題

　　循環型社会の構築には、廃棄物の３Ｒを推進するとともに、不法投棄などの不適正処理を未然に

防止し、生活環境を保全していく必要があります。

　　本県における廃棄物の不法投棄などの状況は、年々悪質・巧妙化しており早期解決が困難になっ

てきていますが、各年度に発見された新規産業廃棄物不法投棄等件数のうち当該年度内に解決した

件数は約５割で推移しています。

　　しかしながら、依然、不法投棄や不適正処理が後を絶たないことから、引き続き、排出事業者や

処理業者に対する立入調査や監視活動を実施していく必要があるほか、不法投棄などの不適正処理

が発見された場合には、原因者等の特定や原状回復指導、必要に応じて行政処分を行うなどの厳正

な対応が求められています。

　　また、平成11年に不法投棄が確認された青森・岩手県境不法投棄事案（田子町）については、特

定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法※１の特定支障除去等事業実施計画に基

づき原状回復事業を実施しており、平成25年12月に廃棄物等の撤去が完了しましたが、引き続き、

地下水浄化のための原状回復事業を着実に実施するとともに、現場の環境再生の取組を推進しま

す。

　　このほか、美観を損ねる空き缶やたばこの吸い殻などの散乱の防止、冬季の西風の影響を受けて

本県の西海岸や陸奥湾東岸に漂着する海岸漂着ごみの処理及び災害により発生した廃棄物の適正処

理対策についても、引き続き取り組んでいく必要があります。

※１　特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法…平成10年６月以前に不適正処分された産業廃棄物によっ

て生じる生活環境保全上の支障の除去などを計画的かつ着実に進めるため、平成15年６月に制定されました。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 産業廃棄物不法投棄等の発見件数

（件）

22 23 24 25 26

60 62 76 143 131

産業廃棄物不法投棄等の状況を示す指標として、産業廃棄物不法投棄等の発見件数を選定。

2 産業廃棄物不法投棄等の解決件数

（件）

22 23 24 25 26

34（57％） 35（56％） 38（50％） 63（44％） 64（49％）

産業廃棄物不法投棄等の状況を示す指標として、当該年度に発見された産業廃棄物不法投棄等

件数のうち解決した件数を選定。

施策３ 廃棄物の適正処理の推進
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政策３施策３

□施策の概要

　　１　廃棄物の不法投棄などの未然防止対策を推進するとともに、早期発見・早期解決に向けた取

組を推進します。

　　２　青森・岩手県境不法投棄現場の環境再生の取組を推進します。

　　３　海岸漂着ごみや空き缶等の散乱ごみの少ない良好な環境の維持を図ります。

　新４　災害により発生した廃棄物について、生活環境に影響を与えないよう適正処理を推進します。

□施策の展開方向

　　①　廃棄物の適正処理を徹底するため、廃棄物処理法等の関係法令に関する周知を図るととも

に、不適正処理撲滅に向けた広報周知活動を実施します。【環境保全課】

　　②　産業廃棄物の排出事業者や処理業者、廃棄物処理施設への立入検査を実施し、適正処理と処

理施設の適正な維持管理の確保を図ります。【環境保全課】

　　③　不法投棄の早期発見と早期解決を図るため、警察と連携して行う廃棄物積載車両の点検や早

朝、夜間、休日の監視活動を行うほか、不法投棄監視カメラの活用を進めます。【環境保全課】

　　④　不法投棄などの不適正処理が発見された場合には、原因者等を特定し撤去などの原状回復を

指導するとともに、必要に応じ行政処分を行うなど厳正に対処します。【環境保全課】

　　⑤　廃棄物の不法投棄など悪質な環境犯罪に対する取締りを強化します。【警察本部保安課】

　　⑥　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業により、不法投棄防止に

向けた意識啓発を図ります。【環境保全課】

　　⑦　ＰＣＢ※２廃棄物の保管状況の調査・指導と適正処理に関する普及啓発に努めるとともに、

ＰＣＢ特措法に基づく計画的な処理を推進します。【環境保全課】

　　⑧　県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議制度※３の適切な運用により産業廃棄物の適正処理に

向けた広域産業廃棄物対策を推進します。【環境保全課】

　　⑨　産業廃棄物処理業者の優良産廃処理業者認定制度を活用するなどして産業廃棄物処理業者の

情報公開等を促し、優良事業者の育成を図ります。【環境保全課】

　　⑩　青森・岩手県境不法投棄現場の地下水浄化対策等原状回復事業を着実に実施するとともに、

不法投棄現場の環境再生の取組を推進します。【環境保全課】

　　⑪　国や市町村、海岸管理者などの関係機関や住民団体等と適切に連携・役割分担しながら海岸

漂着ごみ対策を推進するとともに、空き缶等の散乱防止に関する意識啓発を図ります。

 【環境政策課】

　　⑫　県内の生活環境への影響を防止するため、福島第一原子力発電所事故由来放射性物質が付着

した可能性のある産業廃棄物は、県外搬入に係る事前協議の際に放射性物質濃度を確認しま

す。【環境保全課】

　新⑬　国の災害廃棄物対策指針に基づき、災害廃棄物処理計画の策定に取り組みます。

 【環境政策課】

　新⑭　市町村における災害廃棄物処理計画の策定を促進するとともに、災害廃棄物の広域処理を、

受入れ可能な市町村と一体となって推進します。【環境政策課】

　新⑮　大規模災害の発生時には、発生した廃棄物の処理を迅速かつ適正に行います。

 【環境政策課】
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※２　ＰＣＢ（Polychlorinated Biphenyls）…ポリ塩化ビフェニルの略称。熱安定性、電気絶縁性に優れ、電気機器の絶縁

油などとして使用されていましたが、製造過程で脱臭用のＰＣＢが混入した米ぬか食用油を摂取した人に皮膚障害、肝機

能障害などが発症したカネミ油症事件（昭和43年）を契機に、ＰＣＢの製造が禁止されました。その後、ＰＣＢを含む製

品の廃棄処理は進まず、事業者が保管してきましたが、平成13年、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法（ＰＣＢ特措法）が施行され、廃棄物となったＰＣＢを含む製品の処理に関する枠組みが定められています。

※３　県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議制度…本県の条例に基づき、県外で排出された産業廃棄物を県内に搬入しようと

する事業者が事前に知事に協議することにより、県外産業廃棄物の適正な処理を図ろうとする制度。北東北三県の合意に

基づき、平成16年１月から３県共同で運用されています。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　廃棄物の不適正処理防止に関する啓発

◎　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業への参加・

支援

◎　環境美化の意識づくりや環境美化活動の推進

県 　 民 ◎　廃棄物の不法投棄等に関する通報

◎　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業への参加

◎　海岸清掃活動や環境美化活動への参加

事 業 者 ◎　廃棄物処理法など関係法令の遵守による廃棄物の適正処理

◎　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業への参加・

支援

◎　ＰＣＢ廃棄物の適正保管と法令に基づく届出及び適正処理

◎　海岸清掃活動や環境美化活動への参加・支援

環境保全

団 　 体

◎　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業への参加

◎　海岸清掃活動や環境美化活動の実施

大学等の

研究機関

◎　廃棄物の不適正処理による環境への影響に関する調査研究


