
第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（素案）に対する市民意見募集の状況 

 
 横浜市では、第６次産業廃棄物処理指導計画の策定を進めるに当たって、平成 22 年 11 月 12 日に

素案を公表し、市民意見募集（パブリックコメント）を実施しました。 
 このたび、実施結果と本市の考え方をまとめ、公表します。 
 
１ 実施方法 

意見募集期間 平成 22 年 11 月 15 日（月）から 12 月 14 日（火）まで 
意見提出方法 郵送、ファクシミリ、電子メール、持参 
素案の公表場所 素案を各区役所広報相談係、市役所市民情報センター、資源循環局産業廃棄物

対策課で配布及びホームページで閲覧 
 
２ 意見提出状況 

提出者数 32 人・団体（法人・団体：10 件、個人 22 件） 
提出方法 郵送（はがき）6 件、郵送（その他）18 件、ファクシミリ 2 件、電子メール 5

件、持参 1 件 
意見数 121 件（法人・団体：56 件、個人 65 件） 

①  全体について 23 件 
②  第６次処理指導計画の策定について 

横浜市における産業廃棄物処理の現状 
横浜市における産業廃棄物の将来予測 
横浜市の産業廃棄物を取り巻く現状と課題" 

12 件 

③  基本理念、計画目標等、関係者の役割 17 件 
第６次処理指導計画で取り組む具体的施策 55 件 

(1)循環型社会を目指した取組の推進 （26 件）

(2) 安全で信頼できる環境負荷の少ない廃棄物処理の 
推進 

（22 件）

④  
 

(3) 市民、排出事業者、処理業者、行政の協働・連携の 
強化 

（7 件） 

分類と意見数 

⑤ その他 14 件 
 
３ 提出された意見の概要と意見に対する考え方 

  別紙のとおり 
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① 全体について 意見数 23 件

  意見の概要 意見に対する考え方 

1～10 

・産業廃棄物分野については、市民になじみが薄く、難

解な部分が多い。 

・イラストや図表を入れるなどの工夫が欲しい。 

（同様意見 10 件） 

文章を整理し、図表を加えるなど、

見やすい表現を心がけます。また、

重点を見やすく整理するため、概要

版を作成します。 

11 

本計画においてコストの視点がない。 いただきましたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきま

す。 

12～22 

用語（産業廃棄物、３R、電子マニフェスト、PCB、海洋投

入処分等）について、説明が必要。 

（同様意見 11 件） 

専門用語については用語集を作成

します。また、特に重要な用語につ

いては、コラムを設けました。 

23 
生活者や事業者など、各主体が何をすべきか整理して

書くべき。 

関係者の役割を整理して記述すると

ともに、PR する際には留意します。 

 

② 第６次処理指導計画の策定について 

横浜市における産業廃棄物処理の現状 

横浜市における産業廃棄物の将来予測 

横浜市の産業廃棄物を取り巻く現状と課題 

 

 

 

意見数 12 件

  意見の概要 意見に対する考え方 

1 

第６次計画の策定の考え方で、基本として「国の廃棄物

行政の動向や～」とありますが、国際都市横浜として、地

球温暖化対策など国の環境全体の行政方針を考慮す

べきであり、こうした配慮を文言として入れるべき。 

ご指摘のとおり、修正します。 

2 

処理業者が横浜市外からの民間建設事業者から受け入

れている産業廃棄物については、本処理指導計画の対

象外ではないのか。 

本計画は、市内で発生又は市内で

処理される産業廃棄物が対象であ

り、横浜市外で発生しても、本市内

で処理される産業廃棄物について

は、本計画の対象としています。 

別紙 
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3 

法定計画でない産廃処理指導計画をなぜ策定するの

か。 

法定計画ではありませんが、横浜市

は日本 大の政令市であり、大量

の産業廃棄物を発生させ、その種類

も多種多様で、複雑なものとなって

いることから、きめ細やかな指導行

政が求められています。このような

ことから、産業廃棄物行政の方向性

や施策を体系化して示すことによ

り、市内で発生、処理される産業廃

棄物の発生抑制、減量化、資源化、

適正処理等を進めていこうとするも

のです。 

4 

今回の廃棄物処理法改正後も市に事務が残る部分であ

る、積替保管を伴う収集運搬業の許可の件数について、

参考になる数値等を記入すべき。 

本市収集運搬業（積替保管を含む）

の許可件数については、７ページに

記載しています。 

5 

産業廃棄物の処理の現状はどうなっているのか。 「２横浜市における産業廃棄物処理

の現状」として、５ページに記載して

います。 

6 
他の政令市と比較してどのくらい排出量に差があるのか

などを記載すべき。 

資料として掲載します。 

7 

発生量予測のところで、「品目では汚泥とがれき類が経

済状況の影響を受けています。」とありますが、経済状

況の影響を受けているものはこの２つだけではないの

で、「主に」とか「 も」とか冠する記載にすべき。 

 ご指摘のとおり、修正します。 

8 

第５次以降の動きのところは、H22 年度法改正を踏まえ

た記述に変更すべき。また、「循環型利用が行われない

もの」とあるが、「できないもの」でないのか。 

国の施策動向では、平成 22 年度廃

棄物処理法については、表７におい

て記載しています。また、循環型利

用～の表現については、平成 22 年

1 月 15 日の廃棄物処理制度専門委

員会報告書の記載の通りです。 

9 

循環型社会の構築のためには、開発されたリサイクル技

術の共有化、普及、一般化が大切であるので、公共の

助成等の支援を記載すべき。 

公共による助成・支援等について

は、財政状況を踏まえ、今後検討し

てまいります。 

 開発されたリサイクル技術の共有

化等については、普及啓発に努め

てまいります。 
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10～11 

過去の計画や取組の結果はどうか。 

（同様意見２件） 

第５次処理指導計画から継続して取

り組んでいる内容とその成果につい

ては、13 ページ「第５次処理指導計

画の取組状況」に記載があります。 

12 

第５次処理指導計画の評価で、海洋投入量の削減が達

成された要因として、赤泥の減量化、資源化の指導、建

設汚泥の個別指定制度の活用による、と記述している

が、赤泥の減量化は精錬の海外移転による結果であ

り、資源化の指導も具体策がなく、市内の個別指定によ

る再生活用量も僅かであるため、その要因は経済活動

の停滞に伴い発生量が減少したことと、赤泥の精錬が海

外移転した結果ではないのか。 

  赤泥については、海洋投入処分

量が平成 18 年度実績に対し、平成

21 年度実績では約 15 万トン減とな

っており、減量化に向けた取組の成

果と考えています。 

  また、建設汚泥については、海洋

投入処分量が平成18年度実績に対

し、平成 21 年度実績では約 4.5 万ト

ン減となっており、こちらも減量化、

資源化の取組の成果によるものと

考えています。 

 なお、建設汚泥の個別指定制度は

平成１９年度より活用されており、利

用実績は、１９年度は約 4.1 万トン、

20 年度は約 10 万トン、21 年度は約

7.8 万トンと再生利用が進んでおり、

これは海洋投入処分量の削減に対

しても効果があると考えています。 

 

③ 基本理念、計画目標等、関係者の役割 意見数 17 件

  意見の概要 意見に対する考え方 

1～2 

なぜこのような取組が必要なのか、この計画を行うことで

社会や市民生活がどのように変わるのか、といったこと

を、詳しく説明すべき。 

（同様意見２件） 

「第６次処理指導計画に向けての課

題」に取組が必要な理由が、「計画

目標等」に将来ビジョンの記載があ

ります。 

3 

目標年度を H23～H27 に設定した理由は何か。  本市では昭和 60 年度からこれま

でおおむね５年ごとに処理指導計画

を策定してきました。これは、技術の

進歩や経済の動向を反映させつつ、

ある程度まとまった期間を区切って

産業廃棄物行政の効果を検証する

ために適切な期間と考えています。 
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4 

 産業活動や商業活動が活発に行われれば、産業廃棄

物も増えるのは当然であり、これは、基本的に悪いこと

ではない。 

 単なる「発生抑制」は、産業や商業の不活性化につな

がるとも取れるので、産業廃棄物を再利用したり、再生

したりすることで、財（材）の有効利用を進めることにより

廃棄物の発生を少なくしていくというイメージになるよう

に記載すべき。 

 ご指摘のとおり、本計画において

も産業廃棄物の再利用、再生利用

の推進による「循環型社会を目指し

た取組の推進」を重要事項として記

載しており、財（材）の有効利用を進

めていく考えです。 

 発生抑制対策については、工程の

改善や長寿命製品の使用等の方法

により、推進していきます。 

5 

計画目標にある市内総生産あたりの産業廃棄物発生量

を 10%削減とした理由は何か。 

事業活動量を抑制することなく産業

廃棄物を削減する取組を進めるた

め導入する指標です。これまでの第

４次から第６次までの計画期間内の

状況を踏まえて設定したものです。

現在の事業活動量の水準が維持さ

れた場合に、現在の産業廃棄物発

生量を１％以上抑制することで達成

可能な数値を目標として設定したも

のです。 

6 

「持続可能な社会」と「ＰＣＢ廃棄物の処分」の関連性が

分からない。 

PCB 等の有害廃棄物を適正に処理

し、将来世代に負の遺産を残さない

ことも、持続可能な社会の形成につ

ながる取組の一つと考えています。 

７～14 

・市民の役割が抽象的なので、具体的に記載すべき。 

・産業廃棄物と市民生活の関係性について記載すべき。

（同様意見８件） 

市民の役割に係る記述を整理しま

す。 

15 

市民の役割に「リサイクル製品の選択的購入」とあるが、

具体的にはどのようなリサイクル製品を想定しているの

か。 

産業廃棄物をリサイクルして作られ

た原料（マテリアルリサイクル）から

作られた製品を想定しています。市

民も消費者の立場から環境を意識

し、リサイクル製品を積極的に購買

することが、産業廃棄物のリサイク

ルを推進する上で重要と考えます。 

16 
「排出事業者の責務」に,「減量化・資源化計画の作成」を

加えるべき。 

排出事業者の責務に、３R の「計画

的な」推進を図る旨修正します。 
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17 

「処理業者の責務」に「処分場の整備」を加え、同時に

「行政の責務」にある、「処分場の整備」を削除すべき。 

本市のように産業廃棄物を多量に

発生させる自治体においては、産業

廃棄物の処理処分において、周辺

自治体になるべく迷惑をかけないよ

うに、自区域内処理を推進する必要

があります。 

 自区域内処理を推進するにあた

り、市内民間処分場の残容量不足

や新規立地の困難性を踏まえると、

公共関与による 終処分場の整備

は必要であり、併せて、市内中小企

業の産業廃棄物の処理処分を補完

し、市内発生産業廃棄物の適正処

理を推進するものです。 

 
 

④ 第６次処理指導計画で取り組む具体的施策 意見数 55 件

 (1)循環型社会を目指した取組の推進 （意見数 26 件）

  意見の概要 意見に対する考え方 

1 

事業者が事業活動を行った結果生じた廃棄物に対し

ては自己責任において処理処分するのが筋です。 

 実際に第 4 次処理指導計画では、資源化，減量化及

び適正処理などに関する事項を盛り込んだ廃棄物自主

管理計画書の策定指導を行い、成果を上げています。 

廃棄物の自主管理なくして健全な事業活動があり得な

いと考えます。 

ご指摘のとおり産業廃棄物は自

己処理責任が原則です。 

本計画においても、多量排出事業者

等への自主管理計画の策定指導の

中で、電子申請制度の導入の検討

や、優秀な取組事例の紹介などによ

り、事業者による産業廃棄物の自主

管理の取組を推進していきます。 

2 

多量排出事業者等への自主管理計画書に、「産業廃

棄物の適正処理費」の項目を追加すべき。 

多量排出事業者に課せられる自主

管理計画書の記載事項は、廃棄物

処理法で定められており、国等の動

向も確認しながら、ご指摘の事項に

ついては、今後検討していきます。 

3 
「再使用」の促進について、市民と一体化した取組を、

更に進めるべき。 

計画実施段階において、御意見を

参考にさせていただきます。 
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4 

長寿命製品の利用促進について、長寿命化製品の定

義を明確にすべき。 

長寿命化製品の明確な定義はあり

ませんが、従来の製品に比べて寿

命が長いものや同種の製品の中で

寿命が長いものを考えております。 

5 

エアコンや冷蔵庫などは長期的に見て新しい省エネ製

品を買った方がよいと聞いたことがあるが、長寿命製品

の利用促進との関係をどのように考えているのか。 

買換えの必要が生じたときには、省

エネ製品の選択をするようお願いし

ます。 

6 

長寿命製品の利用促進で、取組として利用事業場の紹

介をするだけでは効果がないのではないか。 

他にも「３R 推進排出事業者・処理業

者の支援策の検討」事業で、事業者

の取組の評価や顕彰を行います。 

7 

「海洋投入処分量の削減指導」が「発生抑制の推進」の

項に入れられてるが、処理方法の変更の指導であり、

環境負荷の少ない廃棄物処理の項に分類すべき。 

ご指摘のように「海洋投入処分量の

削減指導」は「発生抑制の推進」の

ほか、環境負荷の少ない廃棄物処

理という側面ももつため、「（２）安全

で信頼できる環境負荷の少ない廃

棄物処理の推進」にも再掲します。 

8 

建設汚泥の処分先としての管理型処分地の確保や、

経済性を考慮すると再生利用も確立されていない状況

のなかで、海洋投入処分量削減は民間の建設事業者

（排出事業者）にとって大きな影響を与えるのではない

か。 

9 

建設汚泥の海洋投入処分量の削減については、横浜

経済の回復と発展を見据えて検討して欲しい。 

「廃棄物その他の物の投棄に関する

海洋汚染の防止に関する条約（ロン

ドン条約）」の主旨に則り、国内法が

整備され、今後、ますます海洋投入

については難しい状況にあります。

建設汚泥の個別指定制度の活用の

促進を図るなど、海洋投入処分量の

削減を推進していく考えです。 

10 

建設汚泥の海洋投入処分の事前協議制度の実施につ

いて、どのような内容を想定しているのか。 

「海洋投入以外に処理方法がない」

という例外的な理由から海洋投入処

分が認められている点を踏まえ、今

後、発注部局と事前協議内容につ

いて調整してまいります。 

11 

汚泥の海洋投入が年間 80 万トンもあり、その多くは赤

泥と建設汚泥である。特に、赤泥は重金属等を含んだ

強アルカリ泥液であり、海洋投入への批判が強い。 

ロンドン条約も踏まえ、赤泥及び建

設汚泥の海洋投棄量の削減に引き

続き取り組んでいきます。 

12 

３Ｒの評価制度は、顕彰制度のための評価なのか、別

のものなのか、意図が明確になるように記載すべき。 

３R の評価制度については、その達

成度により顕彰を行う制度です。 
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13 
具体的に経済的インセンティブはどのように与えるの

か。 

14 
資源化事業を行う民間会社への経営支援を検討すべ

き。 

優良業者として顕彰することにより、

処理業者の社会的信用を高め、商

取引上優位にたてるようなものとし

ます。 

15 

産業廃棄物の再生利用が進まない理由の一つに「出

口がない」という問題があるため、施策化の記述の追

加をすべき。 

16 

建設汚泥を流動化処理土として再生しているが、需要

先が見つからないので、是非公共事業等での利用促進

を行うべき。 

産業廃棄物の再生利用需要を確保

していくことが必要です。行政におい

ても再生利用に努めるとともに、事

業者に対し、リサイクル製品を積極

的に利用するよう働きかけていくな

ど、再生利用の推進に取り組んでい

きます。 

17 

廃棄物を減らし、リサイクルを促進していくために、事業

所等への働きかけについて、改善を積み重ねていく必

要がある。 

いただきましたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきま

す。 

18 

公共事業等における再生利用推進のところでは、「かな

りの部分を占めています」との表現は、データに基づく

表現をし、「特に本市発注の～」と記載する以上、横浜

市の数値を入れるべき。 

産業廃棄物全体に占める建設廃棄

物の割合については具体的に記載

するよう修正します。また、そのうち

の横浜市発注分についての具体的

な数値は把握していませんが、発注

者の立場から再生利用を促進して

いきます。 

19～20 

個別指定制度での埋立用材等としての活用とは具体

的にどのような活用なのか。 

（同様意見２件） 

ふ頭用地の造成などに使用する埋

立用材としての活用を想定していま

す。 

21 
民間工事への個別指定制度の拡大検討では、個々の

排出事業者や中間処理業者も対象しているのか。 

ご質問の点も含めて、本計画の検

討事項としています。 

22 

横浜市発注工事における事前協議と個別指定制度の

検討は、建設汚泥が対象物である。建設汚泥であるた

め、廃棄物処理法の枠内で検討を行うべき。 

建設汚泥の処理については、廃棄

物処理法に基づき適正な処理を指

導します。また、個別指定制度は、

横浜市建設汚泥の再生利用個別指

定業の指定に係る要綱（平成21年9

月 7 日制定）に基づき、厳格な運用

を行います。 

23 

個別指定制度は確実な再利用施設の存在が必要だ

が、横浜市内では確実な再利用施設の確保が困難で

ある。 

ご指摘の点を踏まえ、今後の施策の

参考にさせていただきます。 
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24 

個別指定制度は廃棄物処理法の緩和措置と受取られ

やすいため、建設汚泥処理物が不適正に処理されるこ

とが予想される。建設汚泥と同様の監査と検査が必要

であり、すべての立場の人にも公平・平等であるべきで

ある。また、個別指定を行った建設汚泥処理物の情報

を公開すべきである。 

横浜市建設汚泥の再生利用個別指

定業の指定に係る要綱（平成21年9

月 7 日制定）に基づき、厳格な運用

を行います。 

25 

個別指定制度による再生利用は公共工事が主体とな

り、許認可部局、排出事業部局、再生利用部局の十分

な連携が必要であり、横浜経済の発展を見据えて行う

必要がある。 

ご指摘の点を踏まえ、計画を実施し

て参ります。 

26 

建設業者の立場から、建設系廃棄物の３Ｒを促進して

いますが、６次計画において自ら利用の具体的な施策

は何か。 

「自ら利用」に関する要綱を策定し、

適用範囲や品質等の基準や手続き

を明確にすることで、建設系廃棄物

であるコンクリート廃材、建設汚泥の

再生利用を促進していく予定です。 

 
 

 (2) 安全で信頼できる環境負荷の少ない廃棄物処理の推進 （意見数 22 件）

  意見の概要 意見に対する考え方 

1 

アスベスト廃棄物について、無害化処理施設を作ると

きの特別な支援などの施策を検討すべき。 

本市の中小企業融資制度（経済観

光局）の活用含め、支援策について

検討してまいります。 

2 

再生砕石への石綿含有廃棄物の混入する問題で流通

に影響が出ている。そのため、再生砕石の利用促進の

ため、受皿整備を早急に行う必要がある。 

ご指摘の事項については、具体的な

方法について国や関係部局と連携

し、検討を進めてまいります。 

3 

建設リサイクル法及び指導要綱に基づく届出書は、石

綿含有産業廃棄物の有無に関して必ず記入しなけれ

ばならない様式にすべき 

横浜市では、「建設リサイクル法」及

び「建築物の解体工事に係る指導

要綱」に基づく届出において、「特定

建設資材に付着したもの」と同様に

非飛散性の石綿含有建材の有無に

ついても様式の中に項目を設けて

記入するよう指導しています。 
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4 

「PCB 廃棄物の適正処理指導の推進」にて、建物など

と一体化していて JESCO への運搬が難しい PCB 廃棄

物、又は実質的に運搬不可能な PCB 廃棄物を保有す

る事業者の存在を想定した取組事項も検討する必要

がある。 

ご指摘のとおり、建物の構造上ＰＣ

Ｂ廃棄物の搬出が困難な事業者も

存在していることから、費用面での

処理困難者と併せて、保管体制や

処理及び作業費用の負担軽減策に

ついても検討課題であると考えてい

ます。 

5 

施設等への立入回数や分析結果を具体的に市民に情

報提供すべき。 

立入回数等の情報は資料として公

開していますが、市民の方にわかり

やすい形で提供するよう努めます。 

6 

廃棄物処理業者への指導だけでなく、効力を得るため

には罰則が必要。 

日ごろから廃棄物処理法や法改正

などの周知、立入調査等により、よ

り適正な処理を指導していきます

が、必要に応じて、警察に告発する

など、厳正に対処を行っていきま

す。 

7 

「不法投棄・不適正処理の未然防止対策の検討・実

施」にある「研修の充実」とはどういうことか。 

収集事務所相談窓口が、不法投棄

相談の窓口となっていることから、

担当者の研修を充実させ、監視体

制の強化を図るものです。 

8 

優良な処理業者の育成は、横浜市独自の制度化であ

るのなら、今回の法改正で全国一律の制度として盛り

込まれましたので、それとの整合性を取るべき。 

今回の法改正で創設される新制度

の運用状況等も踏まえ、横浜市独

自で制度化するかも含め、今後検討

してまいります。 

9～10 

優良認定を受けることによるインセンティブの具体的内

容を明記すべき。 

（同様意見２件） 

インセンティブの具体的内容につき

ましては、今後検討してまいります。

11 

電子マニフェストの普及拡大では、「一定の要件を備え

た」とか「一定規模以上の」という表現があるが、具体

性があるのなら記載すべき。 

６次計画期間中に検討・具体化して

いく考えです。 

12 

総合建設業だが、（建設）汚泥の処理時に電子マニフ

ェストに加入している処理業者がほとんどないため、紙

マニフェストで処分を委託せざるを得ない。 

 データからも汚泥の量が格段に多いのだから、処理

業者に電子マニフェストに加入するよう行政として指導

すべき。 

電子マニフェストの普及促進に向け

て、現在も説明会、立入時において

電子マニフェストの加入を指導して

います。本計画では、特に取扱産業

廃棄物量が多いなど一定の要件を

備えた処理業者から普及促進をして

いく考えです。 
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13 

公共関与をする理由は何か。  本市のように産業廃棄物を多量に

発生させる自治体においては、産業

廃棄物の処理処分において、周辺

自治体になるべく迷惑をかけないよ

うに、自区域内処理を推進する必要

があります。 

 自区域内処理を推進するにあた

り、市内民間処分場の残容量不足

や新規立地の困難性を踏まえると、

公共関与による 終処分場の整備

は必要であり、併せて、市内中小企

業の産業廃棄物の処理処分を補完

し、市内発生産業廃棄物の適正処

理を推進するものであります。 

14 

市財政が逼迫するなか、また人口が減少するなか、こ

れ以上南本牧の 終処分場建設には反対である。 

新たな一般廃棄物処理基本計画（２

３年１月公表予定）では、さらなるご

みの減量・リサイクルを進めることに

より、既存処分場の延命化を図ると

ともに、将来にわたって安定した埋

立処分体制を確保する必要がある

としておりますので、引き続き、新規

処分場の着実な整備を進めます。 

15 

終処分場・産業廃棄物処理施設周辺の環境モニタリ

ング結果が異常の場合の対応策を記載するとよい。 

モニタリング結果が基準値を超えて

いた場合、関係法令や要綱に基づ

き、必要の応じて事業者等に対応策

の実施等について指導してまいりま

す。 

16 

サーマルリサイクルとは具体的にどのような施設を想

定しているのか。 

廃棄物を単に焼却処理するだけで

はなく、例えば、ボイラー等を設置

し、焼却の際に発生するエネルギー

を回収・利用する施設等を想定して

おります。 

 設置あたっては、環境法令の基準

に沿って審査等を行ってまいりま

す。 

17 

「サーマルリサイクル・処理施設の設置促進」の取組の

中で、設備投資のための経済的補助はあるのか。 

本市の中小企業融資制度（経済観

光局）の活用含め、支援策について

検討してまいります。 
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18～19 

産業廃棄物の削減、減量化、資源の再資源化を行うた

めに使用するエネルギーから発生するＣＯ２について、

評価、考慮をしてほしい。 

（同様意見２件） 

産業廃棄物の削減、減量化、資源

の再資源化については、「３R 推進

排出事業者・処理業者の支援策の

検討」事業で、評価を行っていきま

す。また、CO2 については、本計画

は個別の事業者の発生量等を評価

するものではありませんが、地球温

暖化防止の観点から望ましい廃棄

物処理に取り組むとともに、必要な

施策の調査・対策を実施していきま

す。 

20～21 

口蹄疫家畜伝染病発生時の処理体制の整備では、

「口蹄疫等」として他の家畜伝染病への対応も含めた

記述にすべき。 

（同様意見２件） 

 家畜伝染病の種類により、処理対

象の家畜や関係する廃棄物が大き

く異なることが想定されるため、本計

画では特に影響が大きく迅速な対応

が求められている口蹄疫について、

対応を行います。 

 その他の家畜伝染病については、

今後の検討課題とします。 

22 

「緊急・災害時の廃棄物処理体制の整備」の取組事項

で、新型インフルエンザ以外の伝染病についても記載

すべき。 

新型インフルエンザ等の伝染病と

し、他の伝染病においても同様の対

策を実施します。 

 

 

(3) 市民、排出事業者、処理業者、行政の

協働・連携の強化 （意見数 7 件）

  意見の概要 意見に対する考え方 

1 

わかりやすい効率的な廃棄物行政では、「排出事業者

に課せられる届出、報告等の整理統合の推進」とある

が、処理業者に関する記述も追加すべき。 

法改正の状況等も踏まえ、関係法

令等を考慮し、今後検討してまいり

ます。 

2 

産業廃棄物と一般廃棄物の両許可を有する施設、者

に対する指導では、「両許可を取得する者」とあります

が、「有する者」あるいは「取得している者」ではないの

か。 

ご指摘のとおり修正します。 
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3 

「市民に対する環境教育、環境学習、広報活動」の取

組事項にある「検定」の具体的内容は何か。 

「検定」は産業廃棄物の知識につい

ての理解度が一定の基準を超えて

いる事業者等に「産廃マイスター」等

の称号を贈るような制度を想定して

おります。 

4 

「環境にやさしい買い物キャンペーン」の内容は何か。 ごみの減量化・資源化の推進は、継

続的に取り組まなければならないと

の共通認識に基づき、平成 4 年度か

ら大都市が連携して「ごみの減量

化・資源化」に対する市民・事業者

の意識啓発を図ることを目的として

実施しているキャンペーンです。 

5～6 

市民の関心を高めるための具体的な施策は何か。（同

様意見２件） 

「市民に対する環境教育、環境学

習、広報活動」の中で取り組みま

す。 

7 

産廃と一般廃棄物それぞれの処理に係る制度や体制

が異なるのに、統一化を目指すのはなぜか。 

排出事業者は、事業系廃棄物として

産業廃棄物と一般廃棄物を同時に

排出することから、届出や報告等の

事務から現場での分別等の指導ま

で、重複をなくし、両者を体系的にし

たわかりやすい指導が求められてい

るためです。 

 

⑤ その他 意見数 14 件

  意見の概要 意見に対する考え方 

1 

生ごみを堆肥化し、その堆肥を使い野菜を作る活動

をしているが、循環型社会の形成のためには、単に堆

肥を作る機械を導入するだけでは完成せず、作成した

堆肥が農園で使用され、そこで野菜を収穫するという

自立ループの完成が必要だ。 

 そこで、町内単位で事業を展開するために、町内会

館に置くごみ処理機について、費用の一部補助を検討

してほしい。 

バイオマスの有効活用の方策とし

て、生ごみのリサイクルは重要であ

ると考えておりますので、頂いたご

意見については、今後の参考とさせ

て頂きます。 

2 

保育園・幼稚園に生ごみ処理機を置き、園児が持参し

た生ごみを利用して、敷地内で野菜を栽培して食育す

ることを提案する。 

いただきましたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきま

す。 
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3 

小学校に生ごみ処理機を置くことを検討すべき。機械

のメンテナンスなどは、近隣のシルバーの方々で行うこ

とを提案する。 

小学校の生ごみ処理機について

は、現在市内 51 か所に設置してお

りますが、修理困難なものについて

は、順次、教育委員会の「給食残さ

リサイクル事業」転換しているところ

です。したがいまして、今後設置して

いく予定はございません。 

4 

マンションなどの集合住宅に生ごみ処理機が置けるよ

うな補助制度を検討すべき。 

家庭用コンポスト・電気式生ごみ処

理機の購入助成制度を各家庭を対

象として実施しておりますが、集合

住宅への助成制度については、現

段階では考えておりません。 

5 

各家庭でコンポストなどで生ごみを堆肥に変えながら

庭で野菜を育てるファーム住宅について補助制度はあ

るか。 

家庭用コンポスト・電気式生ごみ処

理機の購入助成制度を各家庭を対

象として実施しております。（ダンボ

ールコンポストについては、耐久年

数の条件に合致しないため助成の

対象外となっております。） 

6 

生ごみの堆肥化とその堆肥で野菜を育てる事業を行っ

ているが、生ごみを堆肥にするだけでは無くて有機野

菜を収穫する喜び、また、ふだん会話をしない近所の

人達のコミュニケーション作りにも役立っている。今回こ

の事業のために、市有地を安価で借用できたが、今後

もこのような利用目的のために、市有地を積極的に貸

し出すよう検討をしてほしい。 

本市では未利用の公益用地につい

て、周辺状況を勘案したうえで区役

所や市民が地域の街づくりや住民

相互の交流の場として積極的に活

用するため、ホームページ等を利用

して貸付を行っております。今後も

引き続き進めて参ります。 

7 

本計画の施行により受ける影響が大きい処分業者に

は、事前に説明や相談があってもいいのではないか。 

本計画の策定にあたっては、個別の

事業者等に対して説明等は行って

いませんが、計画の内容について

は、排出事業者、処理業者、市民、

行政それぞれの立場の代表の方か

らなる検討委員会で議論していただ

き、検討結果をホームページにて公

開するとともに、各業界団体等に説

明を行うなどしています。これから

も、より多くの方の皆様にご理解を

いただくよう努めます。 
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8 

業者向けの施策であっても、環境負荷を被るのは全市

民（国民）なので、その視点を失うことなく、議論を進め

てほしい。 

いただきましたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきま

す。 

9 

処理業者の現状は、作業環境がかなり厳しく、将来世

代に豊かな環境を引き継ぐためには、環境の改善が必

要である。 

施設等の運営管理に当たっては労

働安全衛生法等の関係法令を遵守

するよう、事業者等に指導してまい

ります。 

10～14 

・素案の内容でよい。 

・是非推進してほしい。 

・計画の実施にあたっては連携協力したい。 

（同様意見５件） 

計画に則り、推進してまいりますの

で、皆様のご協力をお願いします。 

 




