
 - 1 - 

第３回 第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画検討委員会 議事録 

日時 平成 22 年 10 月 22 日（金）午後３時 00 分から午後４時 50 分まで 

開催場所 横浜市開港記念会館 ９号室 

出席者 （委員） 

川本委員長、藤吉副委員長、大島委員、藤倉委員、青田委員、豊永委員、 

秋保委員、高田委員、太田委員 

（横浜市） 

事業系対策部長、一般廃棄物対策課長、資源政策課長、産業廃棄物対策課長、産業廃

棄物対策課監視指導担当課長、他事務局９名、傍聴者２名 計 25 名 

欠席者 無し 

開催形態 公開（傍聴者２人） 

議題 １．第２回検討委員会の議事録について 

２．産業廃棄物発生量等の将来予測について 

３．数値目標の考え方について 

４．第６次処理指導計画の素案について 

５．その他 

議事 １．第２回検討委員会の議事録について 

川本委員長）議事１の第２回検討委員会議事録について事務局から説明してくださ

い。 

事務局）第２回検討委員会議事録（資料１）について説明 

⇒委員から意見は無く、後日ホームページに掲載予定 

 

２．産業廃棄物発生量等の将来予測について 

川本委員長）議事２の産業廃棄物発生量等の将来予測について、事務局から説明し

てください。 

事務局）産業廃棄物発生量等の将来予測について（資料２）について説明 

川本委員長）ただ今の説明について御意見、御質問をお願いいたします。 

 

 大島委員）特別管理産業廃棄物の種類別発生量予測で、腐食性廃アルカリは経済活

動の水準の高いケース１で発生量が減少し、水準の低いケース２で発生量が

増加する予測となっているが、理由を教えてください。 

 事務局）過年度のトレンドで将来予測を行っているため、種類によっては経済活動

の水準と発生量の増減が逆になるものも存在します。どの業種による影響

か、詳細は後日回答します。 

 豊永委員）ケース１と比べてケース２では 終処分量が大きく減少すると予測して

いるが、これは製造業の赤泥が減少するといった要因が影響しているのでし

ょうか。 

事務局）建設業と製造業の事業活動量が減ることで、汚泥やがれき類の発生量が少

なくなることで 終処分率が減少すると予測しています。 

 豊永委員）製造業からの特別管理産業廃棄物の発生量予測では、ケース１において

も減少していますが、これは３R の推進によるものでしょうか。 

 事務局）製造業では過年度のトレンドから将来予測を行っていますが、ケース１で



 - 2 - 

は緩い減少傾向を、ケース２ではケース１よりも大きな減少傾向を示してお

り、両ケースにおいて減少傾向を示すトレンドを使用しているためです。 

 藤吉委員）サービス業等では、労働市場への参加が進むケースと進まないケースを

設定しているが、就業者数にどの程度の違いがあるのでしょうか。 

 事務局）神奈川県全体における将来の就業者数は、2000 年の 4,245 千人と比較し

て 2015 年（平成 27 年）では、労働市場への参加が進むケースで 4,506 千人、

進まないケースで 4,245 千人と推計しています。 

 青田委員）製造業では製造品の出荷額を基に将来推計を行っていますが、 近では

取引価格を安くしないと取引できない状況となっています。出荷額を指標に

していることについてどのように考えているのでしょうか。 

 事務局）出荷額を指標にすることで産業廃棄物発生量のおおむねの傾向が分かるこ

とと、出荷額の経年データが統計資料として揃っていることから指標として

設定しています。 

 藤倉委員）電気業の活動量指標で、「平成 21 年度以降に横浜市内で新たに火力発電

所が稼動すると設定」とありますが、既に稼動しているのでしょうか。 

 事務局）稼動しています。 

 藤倉委員）今まで横浜市外から供給していた電力を、横浜市内で発電することによ

り、ばいじんの発生量が増加すると予測しているのでしょうか。 

 事務局）平成 21 年度に新たに発電所が稼動する以前から、横浜市内で発電した電

力は横浜市内で消費できず、他都市に供給しておりました。ばいじんの増加

は新しく稼動する火力発電所によるものです。 

 藤倉委員）電気・ガス・水道業から発生する特別管理産業廃棄物とは何のことでし

ょうか。 

 事務局）主に PCB のことです。 

 

３．数値目標の考え方について 

川本委員長）議事３の数値目標の考え方について、事務局から説明してください。

事務局）数値目標の考え方（資料３）について説明 

川本委員長）ただ今の説明について御意見、御質問をお願いいたします。 

 

藤倉委員）事業活動における産業廃棄物の発生抑制を測る指標の名称が「発生量指

標」となっていますが、GDP に対する発生量といった概念が表せていない

と思います。また、分母（市内総生産）と分子（市内産業廃棄物発生量）を

入れ替えて目標となる数値を上げていく方が良いのではないでしょうか。 

   発生量指標は、建設業の活動量が減少し、サービス業の活動量が増加するな

ど、社会構造による影響も考えられます。特に平成 20 年以降はリーマンシ

ョックの影響で建設廃棄物の発生量が減少することで、発生量指標は向上す

ることが想定されますが、一定の目標を掲げることは重要であると考えられ

ます。 

終処分率では平成 20 年度の 8.4％に対して１％削減という目標を掲げて

いますが、産業廃棄物発生量等の将来予測のケース２では、平成 27 年度の

終処分率が 6.8％となっており、これらの数値の整合性を検討すべきでは
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ないでしょうか。 

事務局）発生量指標は、個々の企業の状況を示すものではなく、横浜市全体の傾向

を捉えるためのものであります。産業の構造が変化することは想定しておら

ず、全体的な効率性を高めていくことを想定しています。 

川本委員長）発生量指標 0.83 を目標値として設定することが、意欲的な目標なの

か疑問に思います。 終処分率に対する目標値ですが、第 2次循環型社会推

進基本計画の「産業廃棄物 終処分量についての指標」において、平成 12

年度比約 60％減という目標を設定しているが、これとの整合性を検討すべ

きではないでしょうか。 

事務局）現在、国は廃棄物処理法に基づく基本方針の中で平成 27 年度の 終処分

量を平成 19 年度比 12％減という目標を検討しており、その割合を本市の

終処分量に当てはめると、740 千トンとなります。市の目標値は 770 千トン

であり、おおむね国の目標と同じレベルの厳しい目標であると認識しており

ます。 

藤吉委員）発生抑制により廃棄物発生量を１％削減するという目標を設定している

が、重点的に削減を行う品目や業種などのサブ指標を設定してはどうでしょ

うか。 

事務局）発生量指標低減に資する施策として、多量排出事業者等に対する自主管理

計画の取組や、長寿命化製品の利用促進などを掲げています。長寿命化製品

の利用促進では、産業廃棄物に対する施策だけではなく、様々な分野におい

て行政としての施策を実施する必要であると考えています。 

藤吉委員）サブ指標は、公表まで行う必要はないと考えていますが、横浜市内部で

重点施策はどのようなものか把握する必要があるのではないでしょうか。 

事務局）横浜市内部では具体的にどの部分の削減が必要である、といった解析は行

っています。しかし、サブ指標まで公表すると個別の取組に対する責任が問

われるため行っておらず、全体的な指標を行政目標として掲げています。 

太田委員）廃棄物処理法に基づく基本方針の中で 終処分量を平成 19 年度比 12％

減という目標を検討しているのに対して、横浜市の 終処分量予測では平成

20 年度よりも増加しています。目標設定方法の違いがあるとはいえ、これ

らの数値の整合が必要であると考えられます。 

事務局）横浜市の 終処分量に対する目標（ 終処分率 7％）は、対策を実施しな

かった場合に予測される927千トンの 終処分量を770千トン程度に削減す

るといったもので、国が検討している目標と同程度のものであると認識して

います。 

大島委員）今までに発生量抑制の数値目標が設定されなかった理由はあるのでしょ

うか。また、他の自治体でこのような発生量指標を用いた例はあるのでしょ

うか 

事務局）今までのところ、他の自治体で用いた例は無いと把握しています。 

今までの廃棄物行政の考え方では、産業廃棄物は事業者の自由な事業活動に

より発生するもので、発生した廃棄物に対する適正処理に重点を置いていま

した。しかし、徐々に社会全体が上流側に視点を向けるようになっており、

発生抑制そのものに目標を掲げてはどうかと考えています。 
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秋保委員）産業廃棄物の交換システムとは、実際にどのようなことを実施している

のでしょうか。 

事務局）実際に交換されているものとしては、おから、廃潤滑油、木くず（おがく

ず）などで、飼料、燃料、敷藁などに再利用されています。交換システムは、

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の５団体と商工会議所が窓

口になって運用しています。 

秋保委員）このようなシステムをリデュースの一環として取り組んでいることを更

に強くアピールしてもらいたいと考えています。 

 

４．第６次処理指導計画の素案について 

川本委員長）議事４の第６次処理指導計画の素案について、事務局から説明してく

ださい。 

事務局）第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（素案）及び概要（資料４－１、４

－２）について説明 

川本委員長）ただ今の説明について御意見、御質問をお願いいたします。 

 

 川本委員長）産業廃棄物量の単位は「千トン」と表記するのが通例なのでしょうか。

事務局）通例として千トンとして表記していますが、どのように公表するかは再度

検討したいと考えております。 

藤吉委員）横浜市脱温暖化行動方針では、産業廃棄物部門に対する目標値を設定し

ているのでしょうか。 

事務局）設定していません。 

藤吉委員）産業廃棄物部門における地球温暖化防止対策（P.35）の数値目標は設定

していないのでしょうか。 

事務局）設定していません。産業廃棄物処理に係る二酸化炭素排出量は正確に把握

できていないのが現状です。 

藤吉委員）産業廃棄物処理に係る二酸化炭素が実態としてどのように発生している

かは、本計画において把握することになっているのでしょうか。 

事務局）そのとおりです。 

藤倉委員）中小企業等の適正処理の推進（P.16）において、「適正処理や３R の取

組が進みにくい…」とあるが、適正処理は実施しなければならないものであ

るため、修正が必要ではないでしょうか。 

横浜の産業廃棄物の将来ビジョン（P.19）において、「みんなが協力し合い、

だれもが３R 行動を実践する…」とありますが、「みんな」、「だれも」とい

った文言は対象が不明確であるため、「すべての事業者が」としてはどうで

しょうか。 

計画目標（P.20）において、「事業活動量あたりの産業廃棄物発生量」とあ

りますが、「市内総生産あたりの産業廃棄物発生量」としてはどうでしょう

か。 

長寿命製品の利用促進（P.25）において、「…長寿命製品利用の呼びかけを

…」とありますが、だれがだれに対して呼びかけるのか不明瞭です。 

公共事業等における再生利用推進（P.28）において、「再生利用を促進する
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先進的な取組を示す必要があります」とありますが、「先進的な取組」が何

を指しているのか、また、実際に取組を示すのかどうか不明です。 

再生利用の取組項目の中で、「建設汚泥の再生利用の推進」がありますが、

建設汚泥の海洋投入処分の事前協議制度との関係が不明です。また、「建設

汚泥処理物を埋立用材等として活用」とありますが、横浜市の工事で再生利

用を行うという主旨なのでしょうか。 

事務局）意味の曖昧な文言については、ご意見を踏まえ修正します。 

先進的な取組については、個別指定制度の拡大を想定しています。 

取組事項で記載されている文言は分かりにくいものが多いため、再度精査い

たします。 

藤吉委員）多くの実施項目を盛り込んだ指導計画となっているが、特出すべき重点

施策や新規施策などを整理し、読み手に分かるように記載してはどうでしょ

うか。 

第６次処理指導計画の基本理念案で「環境行動都市の創造に向けた「持続可

能な社会」の実現」とあるが、何が 終的な目標なのかが分かりづらいと思

います。「持続可能な社会」の実現が目標なのではないでしょうか。 

計画目標（P.20）において、「増やそう３R」というのは適切な表現なので

しょうか。 

事務局）文言については、横浜市内部で再度検討します。 

３R の取組の中でも、特に発生抑制を強調していきたいと考えています。 

基本理念については、「持続可能な社会」を も強調していきたいと考えて

います。 

本指導計画において特に強調した施策としては、３R の推進では建設汚泥の

再生利用の推進、適正処理では電子マニフェストの普及拡大や小規模排出事

業者の共同回収システムの整備、地球温暖化対策では熱回収施設設置者の認

定や収集運搬車両から発生する温室効果ガス等の発生抑制、災害時の解体廃

棄物の処理体制の整備などを考えています。 

また、一般廃棄物と産業廃棄物の担当窓口を近くに設置するなど、分かりや

すい廃棄物行政を築き上げる努力をしていきたいと考えています。 

川本委員長）一般廃棄物処理基本計画（素案）における、基本理念を支える５つの

基本方向の位置づけを教えてください。 

事務局）一般廃棄物処理基本計画（素案）では、基本理念を支える５つの基本方向

を掲げ、これらすべてを欠かすことなく遂行することで基本理念を達成でき

ると考えています。また、これらの基本方向を進めるために、具体的施策を

掲げています。 

本指導計画においては基本理念を達成するための基本方向として、①循環型

社会を目指した取組の推進、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、③市民、排出事業者、処理業者、行政の協働・連携の強化、の３

つを掲げています。 

５．その他 

 事務局）本日いただいたご意見を踏まえ修正した素案を 11 月中旬から年内にかけ

てパブリックコメントに諮る予定です。また、パブリックコメント後も引き
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続きご意見をいただきたいと考えています。 

 

 

資料 

・ 

特記事項 

１．資料 

資料１   第２回横浜市産業廃棄物処理指導計画検討委員会議事録 

資料２   各シナリオにおける産業廃棄物発生量等の将来予測 

資料３   数値目標の考え方 

資料４－１ 第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（素案） 

資料４－２ 第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（素案）の概要 

 

２．特記事項 

なし 

 


