
第４回第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画検討委員会 

 

日 時：平成23年１月14日（金） 

15時 00分～17時 00分 

 場 所：松村ビル別館 ５０２会議室 

 

次 第 

１ 開 会 

２ 議 題 

（１） 第３回検討委員会の議事録について 

（２） 第３回検討委員会の補足説明について 

（３） 市民意見募集の状況について 

（４） 原案作成の考え方について 

（５） その他 

３ 閉 会 

 

 

[ 資 料 ] 

資料１     第３回横浜市産業廃棄物処理指導計画検討委員会議事録（案） 

資料２     製造業における特別管理産業廃棄物発生量の将来予測手法 

資料３     「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 

資料４     「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（原案）」作成に向けて 

資料４－１   最終処分率の設定について 

資料４－２   「関係者の役割」について   

参考資料１   環境省報道発表資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

の一部を改正する政令」等の閣議決定について 

参考資料２－１ 横浜市中期４か年計画（概要版） 

参考資料２－２ 横浜市中期４か年計画（基本施策30及び33） 

参考資料３－１ 横浜市一般廃棄物処理基本計画（原案） 

参考資料３－２ 横浜市一般廃棄物処理基本計画（素案）に対する市民意見募集の

状況について 

参考資料４   「横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」素案概要版 

 

 

 

「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画検討委員会」を検討委員会と略します。 
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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（案） 

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では最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

なくなることで最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

資料１ 
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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、最近では

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。 

最終処分率では平成 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

最終処分率が 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



 - 3 - 

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。最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「産業廃棄物最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 年度の最終処分

量を平成 19 年度比 12％減という目標を検討しており、その割合を本市の最

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最終処分量を平成 19 年度比 12％

減という目標を検討しているのに対して、横浜市の最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）横浜市の最終処分量に対する目標（最終処分率 7％）は、対策を実施しな

かった場合に予測される927千トンの最終処分量を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、何が最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」を最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 
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第３回検討委員会の補足説明について 

製造業における特別管理産業廃棄物発生量の将来予測手法 

 
特別管理産業廃棄物発生量の予測は、表１に示す業種区分及び活動量指標にて、平成 20年

度の発生量を基準とし経済活動の水準が高いケース（ケース１）と低いケース（ケース２）

の２ケースに分けて行いました。なお、製造業は「生活関連」、「基礎素材」、「加工組立」の

３業種に分け、ケース１では直近 10 年間、ケース２では直近５年間の製造品出荷額のトレン

ド分析から将来の伸び率を設定し、３業種ごとに発生量を予測しました。 

 
表１ 特別管理産業廃棄物の業種ごとの活動量指標 

活動量指標及び選定理由 
業種大区分 

（推計区分） 

業種 

（推計区分）  
ケース１ 

（第２回検討委員会提示）
ケース２ 

年間の伸び率を 

2010 年度まで：－1.0% 

2020 年度まで：±0.0% 

として算出 

年間の伸び率を 

2010 年度まで：－1.5% 

2020 年度まで：－1.5% 

として算出 建設業 建設業 
建設 

投資額 
「建設投資額の中長期予測」－2010 年度及び 2020 年度の見

通し－ (財)建設経済研究（2005 年８月）より GDP 成長率の

最も高いケース、及び最も低いケースから算出 

生活関連 

製造業 

基礎素材 

製造業 
製造業 

加工組立 

製造業 

製造品出

荷額等 

業種を３区分に分類し、直近

10 年間（平成 10 年から 20

年）における横浜市内の製造

品出荷額等を用いてトレン

ド回帰分析により、将来の伸

び率を設定 

業種を３区分に分類し、直近

5年間（平成 15年から 20年）

における横浜市内の製造品

出荷額等を用いてトレンド

回帰分析により、将来の伸び

率を設定 

電気・ガス・

水道業 

電気・ガス 

・水道業 
－ 発生量は変化しないものとして予測 

医療業 医療業 人口 横浜市の将来の人口変化率と同じと仮定し予測 

サービス業等 

試験研究、洗

濯業、教育、

その他サービ

ス、その他 

人口 横浜市の将来の人口変化率と同じと仮定し予測 

出典：第３回検討委員会 資料２「表２ 特別管理産業廃棄物の業種ごとの活動量指標」より 
 

資料２ 
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ケース１及びケース２における平成 23 年度～27 年度の製品出荷額のトレンドを図１及び

図２に示します。ケース１では３業種ともに製品出荷額は減少、ケース２では「基礎素材」

において減少、「生活関連」、「加工組立」において増加するトレンドとなっています。 
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図１．製造業における製造品出荷額の推移（ケース１） 
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図２．製造業における製造品出荷額の推移（ケース２） 
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製品出荷額のトレンドを用いて予測した業種ごとの特別管理産業廃棄物発生量を表２に示

します。平成 20年度と比較し、平成 27年度特別管理産業廃棄物発生量は、ケース１では製
造業（生活関連）では減少、製造業（基礎素材）で増加、製造業（加工組立）で減少し、製

造業全体としては減少します。一方、ケース２では製造業（生活関連）で増加、製造業（基

礎素材）で減少、製造業（加工組立）で増加し、製造業全体としては減少し、ケース１に比

べ減少量が大きくなります。 
 

表２．製造業の業種ごとの特別管理産業廃棄物発生量予測 

（単位：トン） 

平成 20 年度 平成 27 年度 
  

（実績） ケース１ ケース２ 

生活関連 236 210（減少） 267（増加）

基礎素材 12,509 13,844（増加） 6,781（減少）

加工組立 7,224 4,722（減少） 8,569（増加）

製造業における 

特別管理産業 

廃棄物発生量 
合計 19,969 18,776（減少） 15,617（減少）

 
 表３に種類別の特別管理産業廃棄物発生量の予測を示します。ケース１における「腐食性

廃アルカリ」の平成 27年度発生量は、平成 20年度より大きく減少し、ケース２における発
生量は増加しています。これは、「腐食性廃アルカリ」のうち、90.4%（平成 20 年度実績）
が製造業（加工組立）由来であるためであり、増加傾向を示しています。 
 
表３．種類別の特別管理産業廃棄物発生量の予測（上段：ケース１、下段：ケース２） 

単位：トン

平成20年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（実績） （予測）
（平成20年
度との差）

腐食性廃酸 10,434 11,837 11,494 11,151 10,808 10,465 31

10,434 10,076 9,373 8,670 7,967 7,264 -3,170

感染性廃棄物 4,930 4,986 5,002 5,015 5,026 5,036 105

4,930 4,996 5,013 5,029 5,042 5,053 123

引火性廃油 4,698 5,476 5,337 5,198 5,058 4,919 221

4,698 4,490 4,154 3,817 3,480 3,143 -1,555

腐食性廃アルカリ 4,468 3,676 3,535 3,394 3,253 3,112 -1,355

4,468 4,793 4,854 4,915 4,977 5,038 570

PCB廃棄物 1,423 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 -2

1,423 1,419 1,418 1,416 1,415 1,414 -9

特定有害廃棄物 1,039 1,080 1,054 1,028 1,002 976 -62

1,039 1,039 1,003 967 932 896 -143

廃石綿等 678 687 682 678 674 669 -8

678 649 632 615 598 582 -96

合計 27,670 29,164 28,526 27,886 27,243 26,598 -1,072

27,670 27,462 26,447 25,430 24,411 23,389 -4,280
上段：ケース１、下段：ケース２

平成27年度

 
出典：第３回検討委員会 資料２「表７ 種類別の特別管理産業廃棄物発生量の予測」より 



ｄだ 

「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 

資料３ 
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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。 

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。 
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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

は日本最大の政令市であり、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、３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、２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「最も」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に、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4-2-1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、９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 

なぜこのような取り組みが必要なのか、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

で概ね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、

公共関与による最終処分場の整備

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、

さらに進めるべき。 

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。とくに、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、顕彰だけでなく、その他

様々なインセンティブを付与すること

によって３Ｒの推進を行う制度です。
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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、ぜひ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

易いため、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、受け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、また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、

公共関与による最終処分場の整備

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

れ以上南本牧の最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 

最終処分場・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

ており、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 ヶ所に設置しており

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

菜を収穫する喜び又、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。 

・ぜひ推進してほしい。 

・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。 

 



 

「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（原案）」作成に向けて 

１ 原案作成の考え方 

市民意見募集の結果や国の動向等の変化、検討委員会からいただいた御意見を踏まえ、原案を

作成します。 

 

（１）市民意見募集結果の反映 

・全体的に図等、用語集を加え、分かりやすい記述とする。 

・市民の役割と生活への影響について記述を追加する。 

・「循環型社会を目指した取組の推進」に加え、「安全で信頼できる環境負荷の少ない廃棄物

処理の推進」の具体的施策に「海洋投入処分量の削減指導」を再掲する。 

・「公共事業等における再生利用促進」において産業廃棄物全体に占める建設廃棄物の割合

を示し、より具体的な取組とする。 

 

（２）国の動向等の状況変化  参考資料  

ア 廃棄物処理法政省令の改正  

第 174 回通常国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正す

る法律（平成 22 年法律第 34 号。以下「改正法」という。）に関し、改正法附則第１条の

規定に基づき、同法の施行期日を平成 23 年４月１日と定めるとともに、同法の施行に伴

い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改められました。 

 

＜政令の主な内容＞ 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

改正法の施行期日を平成23年４月１日とする。 

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 

（１）優良な産業廃棄物処理業者に係る特例 

先般の法改正により設けられた、優良な産業廃棄物処理業者の許可の特例として、

許可の有効期間を７年とすることとする（現行法では一律に５年）。 

（２）熱回収施設設置者認定制度 

先般の法改正により設けられた、熱回収施設設置者認定制度について、認定を受け

た者が熱回収施設において行う廃棄物の処分基準を定める。 

（３）産業廃棄物収集運搬業許可の合理化 

現在は、産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令

市の許可を受けなければならないが、原則として、一の政令市を越えて収集運搬を行

う場合は、都道府県の許可を受けることとする。 

（４）廃石綿等の埋立処分基準 

飛散性の廃石綿等に関する現在の埋立処分基準では、固型化又は二重こん包のいず

れかの措置を講ずることとされているが、固型化等の措置を講じた上で二重こん包す

ることを義務付ける。 

 

 

 

 

資料４ 



イ 横浜市中期４か年計画の策定（平成 23 年１月６日公表）  

基本施策４「環境行動の推進」のなかで、さらなるごみの資源化・減量化により資源が

循環するまちを推進します。 

 

ウ 横浜市一般廃棄物処理基本計画（公表準備中）  

   ３Ｒ推進とごみの適正処理を行い、持続可能なまちをめざします。 

 

エ 「横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」素案の確定  

   １月 14 日から市民意見募集を行う素案では、取組方針において、「廃棄物部門において

は「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画」に基づき、事業者に対してリデュース（発生

抑制）の推進や熱回収を行うサーマルリサイクル・処理施設の設置推進など産業廃棄物の

削減・適正処理を進める」こととし、中期目標（平成 32（2020）年度）に「市内総生産あ

たりの産業廃棄物発生量を削減」を掲げ、「リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、

リサイクル（再生利用）の推進」の取組に加えて「地球温暖化防止を考慮した廃棄物対策

の推進」に取組むこととしています。 

 

オ 最終処分をとりまく状況  

国の動向等の変化によっては、処理計画期間に市内発生産業廃棄物の処理処分状況が変化

し、最終処分率の数値目標に影響を与える可能性があります。 

 

（３）検討委員会でご議論頂きたい内容 

ア 最終処分率の設定について  資料４－１  

イ 関係者の役割について 資料４－２  

 

 



 

「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（原案）」作成に向けて 

１ 原案作成の考え方 

市民意見募集の結果や国の動向等の変化、検討委員会からいただいた御意見を踏まえ、原案を

作成します。 

 

（１）市民意見募集結果の反映 

・全体的に図等、用語集を加え、分かりやすい記述とする。 

・市民の役割と生活への影響について記述を追加する。 

・「循環型社会を目指した取組の推進」に加え、「安全で信頼できる環境負荷の少ない廃棄物

処理の推進」の具体的施策に「海洋投入処分量の削減指導」を再掲する。 

・「公共事業等における再生利用促進」において産業廃棄物全体に占める建設廃棄物の割合

を示し、より具体的な取組とする。 

 

（２）国の動向等の状況変化  参考資料  

ア 廃棄物処理法政省令の改正  
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る法律（平成 22 年法律第 34 号。以下「改正法」という。）に関し、改正法附則第１条の

規定に基づき、同法の施行期日を平成 23 年４月１日と定めるとともに、同法の施行に伴

い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改められました。 

 

＜政令の主な内容＞ 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

改正法の施行期日を平成23年４月１日とする。 

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 

（１）優良な産業廃棄物処理業者に係る特例 

先般の法改正により設けられた、優良な産業廃棄物処理業者の許可の特例として、

許可の有効期間を７年とすることとする（現行法では一律に５年）。 

（２）熱回収施設設置者認定制度 

先般の法改正により設けられた、熱回収施設設置者認定制度について、認定を受け

た者が熱回収施設において行う廃棄物の処分基準を定める。 

（３）産業廃棄物収集運搬業許可の合理化 

現在は、産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令

市の許可を受けなければならないが、原則として、一の政令市を越えて収集運搬を行

う場合は、都道府県の許可を受けることとする。 

（４）廃石綿等の埋立処分基準 

飛散性の廃石綿等に関する現在の埋立処分基準では、固型化又は二重こん包のいず

れかの措置を講ずることとされているが、固型化等の措置を講じた上で二重こん包す

ることを義務付ける。 
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イ 横浜市中期４か年計画の策定（平成 23 年１月６日公表）  

基本施策４「環境行動の推進」のなかで、さらなるごみの資源化・減量化により資源が

循環するまちを推進します。 

 

ウ 横浜市一般廃棄物処理基本計画（公表準備中）  

   ３Ｒ推進とごみの適正処理を行い、持続可能なまちをめざします。 

 

エ 「横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」素案の確定  

   １月 14 日から市民意見募集を行う素案では、取組方針において、「廃棄物部門において

は「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画」に基づき、事業者に対してリデュース（発生

抑制）の推進や熱回収を行うサーマルリサイクル・処理施設の設置推進など産業廃棄物の

削減・適正処理を進める」こととし、中期目標（平成 32（2020）年度）に「市内総生産あ

たりの産業廃棄物発生量を削減」を掲げ、「リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、

リサイクル（再生利用）の推進」の取組に加えて「地球温暖化防止を考慮した廃棄物対策

の推進」に取組むこととしています。 

 

オ 最終処分をとりまく状況  

国の動向等の変化によっては、処理計画期間に市内発生産業廃棄物の処理処分状況が変化

し、最終処分率の数値目標に影響を与える可能性があります。 

 

（３）検討委員会でご議論頂きたい内容 

ア 最終処分率の設定について  資料４－１  

イ 関係者の役割について 資料４－２  

 

 



 

1 

 

最終処分率の設定について 
１ 背景 

「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（素案）」において、本計画期間内で到達を目指す計

画目標として、『産業廃棄物の３Ｒを推進し、平成 27 年度の再生利用率・減量化率の合計を 93％

に引き上げ、最終処分率を発生量の７％を目指します。』と設定しておりますが、本市における

最終処分をとりまく状況を踏まえて、最終処分率設定の考え方について整理する必要があります。 

 

２ 最終処分をとりまく状況 

平成 27 年度における産業廃棄物処理処分フローの予測を図１に示しますが、国の動向等の変

化によっては、処理計画期間に市内発生産業廃棄物の処理処分状況が変化し、最終処分率の数値

目標に影響を与える可能性があります。 

（単位：千トン） 

最終処分量が減少する
可能性があります。

処理後再生利用量

処理後最終処分量

4.6%

515 3.7%

中間処理量

1,861

412

16.7%

発生量 直接再生利用量 再生利用量

最終処分量

927

8.3%

3,058

7,144

27.5%

64.2%

減量化量

11,129 1,196

10.7%

9,418

100.0%

直接最終処分量

84.6%

 
図１．産業廃棄物の処理処分フロー（平成 27 年度：現状維持ケース） 

（第３会検討委員会 資料３より） 
 

３ 「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画（素案）」の修正案 

  最終処分量は個々の事業者の活動状況により変動することが見込まれ、計画の進捗管理を行う

中で適宜、見直しを行うこととします。 

 
＜修正案（  部分を追加します）＞ 

ア もっと進めよう３Ｒ 

 産業廃棄物の発生抑制を進めるとともに、発生量に対する最終処分率のさらなる削減を目指

します。 

① 市内総生産あたりの産業廃棄物発生量について 10％削減を目指します。 

② 産業廃棄物の３Ｒを推進し、平成27年度の再生利用率・減量化率の合計を93％に引き上げ、

最終処分率を発生量の７％を目指します。 

 
 事業活動における産業廃棄物の発生抑制を測る指標として、発生量指標(市内総生産[百万円]あた
りの産業廃棄物発生量[トン])を導入します。産業廃棄物の発生量の削減に取り組み、法令改正によ

り産業廃棄物の組成がほぼ現行と同じになった平成13年度から平成19年度までの発生量指標の平均

値 0.92[トン／百万円]に対して、10％減である 0.83[トン／百万円] を目指します。 

また、最終処分率の削減については、海洋投入処分されている建設汚泥を再生利用し、中間処理さ

れた産業廃棄物の資源化を促進することにより、最終処分率７％を目指します。なお、計画期間中の

国の動向等の変化によって見直しをかけながら計画を推進します。 

 

資料４－１ 



「関係者の役割」について 

１．背景 

 パブリックコメントを行った結果、主に市民の役割を中心に、「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。」との意見が８件と多

かったため、特に、市民の役割が明確になるよう「関係者の役割」の記載を修正します。 

 

２．市民の役割についての整理の考え方 

 ○ 産業廃棄物について役割を担う市民の位置づけを「消費者として」「地域環境を保全する担い手と

して」の２つの側面に分けました。 

 ○ 市民は産業廃棄物に対する関与の仕方が間接的であり、行動と影響の関係が見えにくいことから、

市民のとるべき具体的な行動と合わせて、そうすることによってどのように産業廃棄物の３Ｒや適

正処理、地域環境保全に役立つのかという効果を合わせて丁寧に記述しました。 

 

３．６次計画における記載について 

 

 

 

資料４－２ 

（旧） 
 
（１） 市民の役割 

市民の日常生活における消費行動は、さ
まざまな事業活動による産業廃棄物の発生
や処理に影響を与えています。このため、
リサイクル製品を選択的に購入するなど行
動面から３Ｒを支援することや、「もの」を
大切に長期間使用するなど、環境にやさし
いライフスタイルへ転換を図ること、産業
廃棄物の発生過程や処理について関心を高
め、排出事業者や処理業者が行う環境活動
を評価することなどを通じて、間接的に持
続可能な社会の構築に関与していきます。
また、家屋の解体時や自動車の廃車時な

どに必要な費用を負担するなど、業者が法
律に基づいて行う産業廃棄物の措置に協力
します。 
このほか、地域において廃棄物の不法投

棄や野焼きなどを発見した場合に通報する
など行政との協働による産業廃棄物の適正
処理を推進します。 

（新） 
 
（１） 市民の役割 

自らの行動とごみ、環境問題への理解と関心
をもって主体的に３Ｒ行動に取り組みます。日
常生活における消費行動を通じて循環型社会
の構築に協力するとともに、企業等による産業
廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用、適正処
理を支援します。また、行政と協働して地域環
境の保全に努めます。 
 

消費者として 
○ 廃棄物を原料として製造されたリサイクル製
品を選択的に購入することで、産業廃棄物の
リサイクルを促進します。 

○ 環境活動に積極的な企業の製品を選択的に購
入するなど、企業等が行う環境活動を消費行
動等を通して評価し、支援します。 

○ 「もの」を大切に長期間使用することで、生
産工程から発生する産業廃棄物の発生抑制に
協力します。 

○ 水や電気・ガスなどのエネルギーを節約する
ことで、上下水道の処理や発電時に発生する
産業廃棄物の発生削減に協力します。 

○ 家屋の解体や自動車の廃車などの際に産業廃
棄物となる廃棄物の適正な処理を確保するた
め、必要な処理費用を負担します。 

 
地域環境を保全する担い手として 
○ 地域において廃棄物の不法投棄や野焼きなど
を発見した場合に通報するなど行政との協働
による産業廃棄物の適正処理を推進します。

○ 地域の排出事業者や処理業者が行う産業廃棄
物の処理に関心をもち、信頼関係を築きます。



 

1 

 

 

市民、排出事業者、処理業者及び行政の

４者がそれぞれの役割及び責務を明確にし、

それぞれの役割を果たしながら、互いに廃

棄物に対する環境保全意識を更に高めあう

必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 
（１） 市民の役割 

 

自らの行動とごみ、環境問題への理解と関心をもって

主体的に３Ｒ行動に取り組みます。日常生活における消

費行動を通じて循環型社会の構築に協力するとともに、

企業等による産業廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用、

適正処理を支援します。また、行政と協働して地域環境

の保全に努めます。 

 

   消費者として 

○ 廃棄物を原料として製造されたリサイクル製品を選択的に購入することで、産

業廃棄物のリサイクルを促進します。 

○ 環境活動に積極的な企業の製品を選択的に購入するなど、企業等が行う環境活

動を消費行動等を通して評価し、支援します。 

○ 「もの」を大切に長期間使用することで、生産工程から発生する産業廃棄物の

発生抑制に協力します。 

○ 水や電気・ガスなどのエネルギーを節約することで、上下水道の処理や発電時

に発生する産業廃棄物の発生削減に協力します。 

○ 家屋の解体や自動車の廃車などの際に産業廃棄物となる廃棄物の適正な処理を

確保するため、必要な処理費用を負担します。 

 

   地域環境を保全する担い手として 

○ 地域において廃棄物の不法投棄や野焼きなどを発見した場合に通報するなど行

政との協働による産業廃棄物の適正処理を推進します。 

○ 地域の排出事業者や処理業者が行う産業廃棄物の処理に関心をもち、信頼関係

を築きます。 

３ 関係者の役割 

市 民

排出事業者

行 政

処理業者

市 民

排出事業者

行 政

処理業者
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（２） 排出事業者の責務 
 
    排出事業者は、自ら排出する産業廃棄物の発生

状況や性状等を的確に把握できる立場にあるこ

とから、排出事業者責任や循環型社会形成推進基

本法の拡大生産者責任（ＥＰＲ）を踏まえて、発

生抑制、再使用及び再生利用（３Ｒ）の計画的な

推進を図るとともに、製品の設計・製造において

も３Ｒに配慮します。 
 
   産業廃棄物の排出事業者として 

○ 工程の工夫や分別の徹底等により発生抑制、再使用及び再生利用（３Ｒ）の計

画的な推進を図ります。 
○ 産業廃棄物を可能な限り環境への負荷が少ない方法で適正に処理するとともに、

熱回収などのエネルギーの再利用を推進します。 
○ 産業廃棄物の適正処理を確保するため、適正な処理費用を負担します。 
○ 市民等に産業廃棄物の処理に係る情報を積極的に公開するよう努めます。 

 
   生産者として 

○ 循環型社会形成推進基本法の拡大生産者責任（ＥＰＲ）を踏まえて、製品の設

計・製造においても３Ｒに配慮します。 
○ 自ら製造・販売した使用済み製品の回収やリサイクルの仕組みの整備に積極的

に関与します。 
 

 
（３） 処理業者の責務 

 
循環型社会における静脈部分を担う立場から、排出事業者

の３Ｒ、適正処理の取組を技術的にサポートし、積極的に情

報公開するとともに、リサイクル製品を製造する立場から、

より高品質なリサイクル製品の製造を目指します。 
 
   産業廃棄物の処理業者として 

○ 受託した廃棄物を周辺の生活環境に配慮して適正に処理するだけでなく、環境

に与える負荷をできるだけ少なくする高度な処理を目指します。 
○ 再資源化を図り最終処分量を減らす、熱回収に努めるなど、環境に優しい産業

廃棄物処理を提供します。 
○ 産業廃棄物の処理処分状況等の事業活動の情報の積極的な公開に努めます。 
 
リサイクル製品製造業者として 

○ より市場競争力のある高品質、長寿命なリサイクル製品の製造に努めます。 
 

 



 

3 

（４） 行政の責務 
 

産業廃棄物の排出事業者や処理業者に対して、産業廃棄物の

３Ｒ推進の指導や啓発を行うとともに、資源化できない産業廃

棄物については、熱回収によるエネルギー利用、適正処理指導

を徹底します。 

市民の産業廃棄物処理への信頼感を醸成するために、優良な

排出事業者・処理業者の育成や、産業廃棄物に関する情報の提

供を行い、産業廃棄物に係る知識の啓発に努めます。 

一方、行政も排出事業者・公共工事発注者として、模範とな

るよう努めます。 

 

   行政機関として 

○ 産業廃棄物の排出事業者や処理業者に対して、産業廃棄物の３Ｒ及び減量化の

推進の指導や啓発を行うとともに、資源化できない産業廃棄物については、熱

回収によるエネルギー利用、適正処理指導を徹底します。 

○ 市民の産業廃棄物処理への信頼感を醸成するために優良な排出事業者・処理業

者の育成や、産業廃棄物に関する情報の提供を行い、産業廃棄物に係る知識の

啓発に努めます。 

○ 中小事業者の産業廃棄物の適正処理を推進するために、公共関与による現行の

最終処分場の継続運営や新規最終処分場の建設を進めます。 

○ リサイクル製品の利用・普及に努めます。 

 

   排出事業者・公共工事発注者として 

○ 排出事業者・公共工事発注者として、産業廃棄物の３Ｒの推進、減量化及び適

正処理を徹底し、模範となるよう努めます。 

 



 

平成22年12月17日 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の

閣議決定について（お知らせ） 

 第174回通常国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平
成22年法律第34号。以下「改正法」という。）に関し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
正する法律の施行期日を定める政令」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改
正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。  

添付資料 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令：要綱[PDF 
37KB]  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令：条文及び理由
[PDF 41KB]  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令：参照条文
[PDF 42KB]  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令：要綱[PDF 78KB]  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令：条文及び理由[PDF 128KB]  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令：新旧対照条文[PDF 178KB]  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令：参照条文[PDF 211KB]  

（１）改正の趣旨 
 改正法附則第１条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改めるものです。  

（２）概要 
 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照下さい。  

[1]廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 
 改正法の施行期日を平成23年４月１日とする。  

[2]廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 

(1)優良な産業廃棄物処理業者に係る特例 
 先般の法改正により設けられた、優良な産業廃棄物処理業者の許可の特例として、許可の有効
期間を７年とすることとする（現行法では一律に５年）。  

(2)熱回収施設設置者認定制度 
 先般の法改正により設けられた、熱回収施設設置者認定制度について、認定を受けた者が熱
回収施設において行う廃棄物の処分基準を定める。  

(3)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化 
 現在は、産業廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令市の許可
を受けなければならないが、原則として、一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県
の許可を受けることとする。  

(4)廃石綿等の埋立処分基準 
 飛散性の廃石綿等に関する現在の埋立処分基準では、固型化又は二重こん包のいずれかの
措置を講ずることとされているが、固型化等の措置を講じた上で二重こん包することを義務付け
る。  

1/2 ページ環境省 報道発表資料－平成22年12月17日－「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一...

2011/01/07http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13275&mode=print

gonokami
テキストボックス
　参考資料１
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経済の
活性化

1　市民力発揮をささえる市役所1　市民力発揮をささえる市役所

行政運営 ～共感と信頼のある市政を推進します～します行政運営 ～共感と信頼のある市政を推進します～す～行政運営 ～共感と信頼のある市政を推進しまします行政運営 市政を推進します～す

財政運営 ～持続可能な財政運営を推進します～ます財政運営 ～持続可能な財政運営を推進します～～財政運営 ～持続可能な財政運営を推進しますます財政運営 営を推進します～

市民満足の向上を目指し、市民の視点に立って市民ニーズに柔軟に対応していくために、市民と接する第一線である区役所が地域の総合拠
点としての機能を果たすとともに、様々な公共の担い手の力が発揮されるよう市役所全体として、コーディネート型の行政を推進します。

（1）様々な担い手とつくる公共　◇総合的な地域運営情報の提供、公民連携窓口機能の充実　など

（2）市民の皆さまとともに歩む区役所　◇区役所の地域支援機能の強化、より快適な窓口サービスの提供　など

将来の世代に過度な負担を残さないよう、一般会計の市債残高、特別会計・企業会計や外郭団体の借入金のうち市（一般会計）が対応する残高

などを確実に減らします。

計画の構成計画の構成

横浜版成長戦略横浜版成長戦略1　財政健全化の取組（市全体の借入金の縮減）1　財政健全化の取組（市全体の借入金の縮減）

資産経営の視点に立って資産活用を検討し、市が保有する土地や建物の有効活用を図ります。

2　保有資産の戦略的な有効活用2　保有資産の戦略的な有効活用

2　最適で確実な市政の推進2　最適で確実な市政の推進

市政運営の最適化を目指した不断の見直しを行うとともに、単なる法令遵守にとどまらないコンプライアンスの推進を図るなど、市民満足
の向上を目指し、市民に信頼される最適で確実な市政運営を行います。

本市の未来図、横浜版成長戦略、基本政策、行財政運営の4つから構成されています。

～計画において目指す概ね10年後のま
ちづくりの考え方（基本理念）～本市の未来図本市の未来図

（1）行政改革と適正な事務処理の推進　◇民営化･委託化の推進、適正な事務処理と実務に即した制度等の見直し　など

（2）満足度の高い情報化の推進　◇行政手続の電子化の適正化と拡大　など

（3）外郭団体改革の推進　◇特定協約団体マネジメントサイクルによる経営改善　など

（4）公営企業の自立的な経営改革の推進　◇水道･交通･病院事業の経営改革の推進

3　職員の能力発揮による市民サービスの向上3　職員の能力発揮による市民サービスの向上

職員が意欲と能力を発揮し職務に対する満足度を高めるとともに、職員一人ひとりの力や市役所の総合力が向上することにより、市民満足
の向上に結びつけます。

（1）職員の意欲と能力を高める新たな人材育成の取組　◇新たな人材育成体系による､組織的･継続的な職員の育成とキャリア形成支援　など

（2）職員が働きやすい職場環境と効果的な組織体制の整備　◇ワーク･ライフ･バランスの推進、市民ニーズを踏まえた効率的･効果的な執行体制づくり　など

※施策毎の達成指標を実現するための具体的事業

（参考）前計画の縮減率
　　　繰出金（任意的）及び行政運営費（行政内部経費）▲3%
　　　行政運営費（行政推進経費）▲1%
　　　施設等整備費▲3%

計画期間中の財政見通し（一般会計　22～25年度）計画期間中の財政見通し（一般会計　22～25年度）

57,300

57,850

8,000

7,500

17,110

25,240

▲550

人件費

公債費

扶助費

その他の経費

200

繰出金（任意的）
特別会計等への任意の繰出金

行政運営費（行政内部経費）
行政内部の管理事務費、庁舎管理費など

行政運営費（行政推進経費）
市民利用施設の管理運営費や業務委託費など

施設等整備費

対前年度▲4％程度

対前年度▲2％程度

対前年度▲3％程度

取組事業（※）の実施に伴う追加必要財源（D）

〈計画期間中の収支不足への対応〉

▲750収支不足額合計（C－D）

＜単位：億円＞ ＜単位：億円＞

歳入（A）

歳出（B）

任意的経費内訳 23年度以降縮減率 縮減効果額

合　計

差引：歳入－歳出（A－B＝C）

180

270

300

750

＜22年12月発行＞　編集・発行 横浜市都市経営局政策課
〒231-0017 横浜市中区港町1-1　電話：045-671-4326　FAX：045-663-4613

「つながるしあわせ」
～安心と活力があふれるまち・横浜～

「つながるしあわせ」
～安心と活力があふれるまち・横浜～

長い歴史の中で蓄積された多くの
財産（市民活動、港や都心部の景観、
企業の集積など）が、互いの強みを
いかし、新しい「つながり」を創るこ
とにより、大きな相乗効果を生み出
し、社会的課題の解決や、新しい価
値の創造を促し、「安心と活力」を生
み出していきます。

地域で暮らす
人々の

活力づくり

成長を支える
基盤づくり

成長産業の
強化

【環境最先端都市戦略】

低炭素社会の実現に向けた環境分野
の新たな需要創出により、市内経済
活性化を目指します。

【観光・創造都市戦略】

アジアからの誘客、MICE（3頁参照）
の誘致などに取り組み、にぎわいの
創造、経済の活性化を目指します。

【海と空のハブ戦略】
横浜港のハブポート化、
羽田空港の国際ハブ空
港化などにより、国際競
争力の強化、地域経済の
活性化を進めます。

【中小企業の技術・経営
 革新戦略】
市内中小企業の技術・経
営革新の促進や、経営基
盤強化のための基礎的
支援を充実します。

【海外ビジネス展開戦略】
市内企業の海外ビジネ
ス展開支援、都市インフ
ラ技術の海外展開など
により、市内経済の活性
化につなげます。

【「未来の人材」子ども戦略】
大人が子どもに積極的
に関わる仕組みをつく
り、社会全体で子どもの
成長と自立を支えるま
ちを目指します。

【100万人の健康づくり戦略】
高齢者の健康づくりや社会
貢献活動への参加支援を進
め、誰もがいつまでもいき
いきと活躍できる地域社会
をつくります。

【女性による市民力
 アップ戦略】
女性の活躍支援などに
より、経済の活性化と
豊かな市民生活の両立
を目指します。

現在の様々な課題に4か年
で取り組む政策

基本政策

将来を見据え、今から着
手する2013年度までの
計画期間を超えた政策

横浜版成長戦略

政策を進める土台

行政運営・財政運営

本市の
未来図

人々の
活力

または、 横浜市中期計画 検　索

http://www.city.yokohama.lg.jp/front/welcome.html
～ 中期 4か年計画の詳細については、ホームページをご覧下さい。 ～

戦略1 戦略2

戦略3 戦略4 戦略5

戦略6 戦略7 戦略8

中期4か年計画中期4か年計画
2010～20132010～2013 概要版

～市民と歩む「共感と信頼」の市政～～市民と歩む「共感と信頼」の市政～

横 浜 市

gonokami
テキストボックス
参考資料２－１
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子どもが生まれる前から乳幼児期の子育て家庭を支援します。
◇妊婦健康診査の定期的な受診の推進、こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施、地域子育て支援拠点の設置・運営　など

待機児童の解消などを進め、未就学期の保育と教育を充実します。
◇保育所等の定員枠の拡充、一時預かりの拡充による短時間就労や多様な保育ニーズへの対応、保育の質の向上と幼稚園・保育所・小
学校の連携の強化　など

学齢期の子どもや、青少年の育成を進めます。
◇小学生の放課後の居場所や青少年の活動拠点づくり、職場体験を中心とするキャリア教育の推進　など

きめ細かな教育を推進します。
◇横浜型小中一貫教育などの推進、小学校への児童支援専任教諭の配置、地域の教育力を生かした学校
　運営の支援、教室への冷房設備等の設置　など

児童虐待・DV被害を防止し、社会的養護体制を充実します。
◇児童虐待防止に向けた啓発や地域との連携の実施、横浜型児童家庭支援センターの設置・運営、母子生活支援施設退所者への支援
の充実　など

施策1

施策2

施策3

施策4

施策5

技術・経営革新などの促進により、市内中小企業の活性化を進めます。
◇新技術・新製品の開発と創業等の促進、企業間連携などのコーディネートの推進、バイオなどの拠点形成と環境・健康分野での実証実験の推進　など

中小企業支援や、商店街・市場の活性化などにより、市民生活を支える身近な地域づくりを進めます。
◇経営技術相談等の基礎的支援の充実、中小企業への資金調達支援、商店街の活性化等、安心して暮らせる地域づくり、地域の連携による雇用の促進　など

国内外の企業誘致に向けた積極的な取組を進め、市内経済を支える企業集積を促進します。
◇企業立地促進条例による助成、市長のトップセールスによる企業誘致、アジア企業への重点的プロモーション活動　など

羽田空港国際化を契機とし、観光・MICE※を推進します。
◇MICE全般の誘致・開催支援、海外集客プロモーション、観光資源の魅力アップと活用　など

文化芸術によるまちづくりを進めます。
◇横浜みなとみらいホール等の専門施設をいかした横浜芸術アクション事業（仮称）、
　トリエンナーレの開催、個性と魅力あふれる都市空間の形成　など

横浜の経済活性化に向けた横浜港のハブポート化を進めます。
◇南本牧ふ頭の整備、既存ふ頭の再編整備、利用者ニーズに即応した港湾経営の推進　など

道路や鉄道等の交通ネットワークの充実による都市基盤の強化を進めます。
◇横浜環状道路・都市計画道路や神奈川東部方面線整備の推進、羽田空港へのアクセス強化　など

ヨコハマの活力源となる都心部の構築を進めます。
◇エキサイトよこはま22の推進、関内・関外地区活性化の推進、みなとみらい21地区・
新横浜都心のまちづくりの推進、魅力ある水辺空間の活性化に向けた取組　など

「食」と「農」の持つ魅力を活用し、横浜農業の振興を進めます。
◇農業の生産環境整備、市民利用型農園の開設支援事業、地産地消の推進、食と農との連携事業　など

施策22（1）

施策22（2）

施策23

施策24

施策25

施策26

施策27

施策28

施策29

施策30

施策31

低炭素型の都市環境の整備や仕組みづくりを行い、地球温暖化対策を推進します。
◇横浜スマートシティプロジェクトをはじめとした低炭素都市づくり、再生可能エネルギーの普及拡大、電気自動車の普及拡大と低
炭素型交通の推進　など

豊かな生物多様性を実感できるライフスタイルを実現します。
◇環境活動団体の活動支援、市民協働によるきれいな海づくり、市民協働による緑地維持管理、市民参加による生物調査とデータベース化　など

水とみどりにあふれる都市環境づくりを進めます。
◇樹林地の保全推進、民間保育所・幼稚園の芝生化、水辺拠点整備、公園再整備等の推進　など

さらなるごみの減量化・資源化により、資源が循環するまちを推進します。
◇発生抑制の推進、生ごみ等バイオマスの資源化の検討、高齢者等のごみ出し支援　など

※計画では、基本政策や行財政運営で定めた目標の達成に向けて、様々な事業等を柔軟に組み合わせていきます。「◇」マークで示した事業等は、想定される事業等のうち、主
なものの例示です。

施策32

施策33

安全確保や利便性の向上のため、公共施設の保全と有効活用を進めます。
◇市民利用施設や学校等の保全の着実な実施、市民利用施設の有効活用の検討、施設保全における民間事業者（市内中小企業等）のノ
ウハウ・資金の一層の活用検討　など

大学と連携した地域社会づくりを進めます。
◇大学の知的資源・研究成果の地域社会への還元、産学連携による中小企業の技術力高度化の支援、大学・地域・行政の連携によるま
ちづくり　など

国際交流・多文化共生のまちづくりを進めます。
◇姉妹・友好都市等とのネットワークを活用した事業の展開、人材の育成・交流、国際交流ラウンジ等での日本語学習の支援、多言語
での窓口対応や情報発信　など

男女共同参画社会の実現を目指します。
◇男女共同参画トップセミナー（仮称）の開催、女性の再就職や起業などのチャレンジ支援、DV（配偶者等からの暴力）施策に関する
基本方針、行動計画に基づく支援　など

施策18

施策19

施策20

施策21

災害（ゲリラ豪雨、がけ崩れ、地震など）への備えを強化し、災害に強いまちづくりを進めます。
◇消防活動体制の充実・強化、狭あい道路拡幅、浸水対策、がけ地防災対策等の推進、建築物の耐震対策推進、密集市街地の改善、地域
防災の担い手育成　など　※施策6（1）、（2）の内容を合わせて記載しています。

防犯活動や交通安全などに取り組み、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。
◇地域防犯活動や啓発の実施、子どもの事故予防の啓発推進、消費者トラブルへの対応充実　など

暮らしを支えるセーフティネットの確保を進めます。
◇生活保護受給者への就労支援、困難を抱える若者の自立支援プログラムの実施、母子家庭等への就労支援　など

地域ケアを支える在宅サービスや介護施設を充実します。
◇地域包括支援センター（地域ケアプラザ）の運営、小規模多機能型居宅介護事業所や特別養護老人ホームの整備、介護人材確保の推進　など

障害児・者福祉を充実します。
◇地域で暮らすための後見的支援の推進、医療的ケアを要する障害児・者の地域生活を支援する多機能型拠点の整備、学齢障害児が
放課後や夏休みを過ごす障害児の居場所づくり　など

市民の健康づくりや、感染症・食中毒予防等を推進します。
◇市民の健康づくりの推進、よこはま市民健康ポイント、衛生研究所の再整備・機能強化　など

産科・小児医療や救急医療など、医療環境を充実します。
◇産科拠点病院の整備、救急医療情報・相談センター（仮称）の整備、先端医科学研究センターを中心とした先端医療の提供　など

スポーツや学びの環境を整え、豊かな暮らしを実現します。
◇市民参加型スポーツイベントの充実、大規模スポーツイベントの誘致・開催、スポーツ等による市民の健康づくりの推進　など

子育て世帯や高齢者などの、多様な居住ニーズに対応した住まいづくりを推進します。
◇子育て世帯に配慮した住まいや、高齢者向け優良賃貸住宅の供給、高齢者・子育て世帯の住み替え支援　など

自治会町内会をはじめ様々な地域の団体等の協働により、地域自治を進めます。
◇地域課題解決に向けた組織・取組への支援、地域ニーズに沿った施設のあり方検討　など

快適で利便性の高いコンパクトなまちを形成し、持続可能な都市づくりを進めます。
◇人口減少等を踏まえた住環境等の充実、鉄道駅周辺の拠点整備、市民主体の地域まちづくりの推進　など

市民に身近なきめ細かい交通機能を充実します。
◇路線バスなど地域公共交通の維持・活性化、安心な歩行空間の整備、鉄道駅の利便性向上、放置自転車対策と交通安全啓発の推進、
自転車利用の環境整備　など

施策6

施策7

施策8

施策9

施策10

施策11

施策12

施策13

施策14

施策15

施策16

施策17

基本政策2　市民生活の安心・充実 ～つながりが、身近な暮らしの安心・充実を実現します～

基本政策3　横浜経済の活性化 ～つながりが、横浜経済の活力を生み出します～

基本政策4　環境行動の推進 ～つながりが、豊かな環境を守り、育てます～

基本政策１　子育て安心社会の実現 ～つながりが、子どもたちの明るい未来をつくります～

基本政策 ～様々な課題の解決に向けて取り組みます～り組みます～基本政策 ～様々な課題の解決に向けて取り組みます～すみます～ます～す～基本政策 ～様々な課題の解決に向けて取り組り組み基本政策 に向けて取り組みます組みま

※MICE（マイス）とは企業等の会議
（Meeting）、企業等の報奨・研修旅行
（Incentive Travel）、国際機関等の学
術会議（Convention）、イベント・展
示会（Event/Exhibition）の総称です。



目標達成に向けた主な事業

計画上の見込額

【新規】低炭素都市づくり

想定事業量 計画上の見込額 250億円

温暖化対策統括本部､環境創造局、
経済局､建築局､都市整備局､道路局

達 

成 

指 

標

指 標 直近の現状値 所管局目標値（25年度）

―

34台
（21年度末）

3,000世帯

1,300台
環境創造局

温暖化対策統括本部

温暖化対策統括本部①

②

日本型スマートグリッドを構築する「横浜スマートシティプロジェクト」や、臨海部をモデルに省エネや再生可能エネルギーの利
活用など環境関連産業の振興、環境啓発拠点の形成による「横浜グリーンバレー」などを推進します。また、市街地再開発などを
契機とした低炭素技術の導入を推進するとともに、新技術を導入してまちづくりを進めるための制度的支援などを検討します。

横浜グリーンバレーにおける電力・熱のエリアエネルギーマネジメントの推進
【直近の現状値】21年度末：計画策定

所管局1

市民のライフスタイル変革に向けた「エコ活。」普及

想定事業量 計画上の見込額 11億円

温暖化対策統括本部､環境創造局
市民局､経済局【区】

市民・事業者・大学等との連携による脱温暖化行動の学びの場であるヨコハマ・エコ・スクール（ＹＥＳ）、日常生活での身近
な「エコ活。」を考え実践するきっかけとなる環境家計簿や環境ポイントなどを推進します。さらに、技術開発に対する事業
者への支援など脱温暖化ビジネスの取組促進、環境経営支援等に取り組みます。

ヨコハマ･エコ･スクール1,044講座開講
【直近の現状値】21年度末：114講座

所管局2

エネルギー効率のよい建築物･設備の普及

想定事業量 計画上の見込額 18億円

建築局､環境創造局､
消防局､教育委員会事務局【区】

「ＣＡＳＢＥＥ横浜」（横浜市建築物環境配慮制度）の普及をはじめ、民の力をいかした断熱性・気密性に優れたエネルギー
効率のよい長寿命な住宅を誘導するとともに、既存住宅の省エネ改修促進に向けた市民相談を充実します。また、公共建
築物及び民間建築物の省エネルギー化や防犯灯のＬＥＤ化を推進します。

新築住宅のうち省エネ基準適合割合 約2割
【直近の現状値】21年度末：約１割

所管局4

電気自動車をはじめとする低炭素型交通の推進

想定事業量 計画上の見込額 36億円

温暖化対策統括本部､環境創造局､
都市整備局、道路局　等

上記5に加え、ヨコハマ モビリティ ”プロジェクト ＺＥＲＯ”(ＹＭＰＺ)の推進を通じて、ＩＴＳ技術の活用も含め交通渋滞改善
や効率的な移動をサポートする新しい自動車交通システムの検討を進めます。また、コミュニティサイクルなど自転車を活
用する仕組みづくりや公共交通の利便性向上・利用促進を図ります。

ヨコハマモビリティ“プロジェクトZERO”の推進
【直近の現状値】21年度末：推進

所管局6

再生可能エネルギーの普及拡大

想定事業量 計画上の見込額 10億円

温暖化対策統括本部､環境創造局､
資源循環局､水道局

住宅用太陽光発電などの手ごろな導入手法を推進するとともに、浄水場等での小水力発電設備や下水資源・生ごみのバ
イオガス化、使用済食用油のバイオディーゼル燃料化を進めます。

住宅用太陽光発電整備 4,400基推進（4か年）
【直近の現状値】21年度末：2,945基

所管局3

電気自動車の本格的な普及拡大と利用しやすい都市づくり

想定事業量 計画上の見込額 5億円

充電器の整備、購入しやすい補助制度の充実とともに、市民、事業者の本格的な普及拡大などを図ります。
ＥＶ充電器補助等650基、電気自動車補助等1,200台（4か年）
【直近の現状値】21年度末：充電器10基、電気自動車  34台

所管局5

330億円

※横浜スマートシティプロジェクトは、再生可能エネルギーやエネルギー効率の高い住宅・電気自動車などの整備・普及や、省エネ行動を支えるシステムづくりなどの
個別施策と連携し、脱温暖化に向けた基盤づくりを総合的に進めます。

※横浜スマートシティプロジェクトでは、26年度までに約64,000tのCO2削減効果を目指しています。

＊上記1～6には、他施策の事業と重複するものを含みます。

スマートハウス整備数

電気自動車導入数

環境創造局

地球温暖化対策の推進

■本市の温室効果ガスを削減するために、特に、家庭部門・業務部門・運輸部門での排出量削減について、市民・事業
者・行政が一体となって取り組む必要があります。

■本市の温室効果ガスの95％は、市民生活や事業活動で使用する電力、ガソリン、ガス等のエネルギーに起因する二
酸化炭素（ＣＯ２）です。化石燃料に過度に依存しないライフスタイルへの転換を加速化する必要があります。

■具体的には、「エコ活。」のキャッチフレーズのもと、市民がエネルギーの効率的な利用や、再生可能エネルギーの導
入を実践できるよう、情報発信や普及啓発を行います。

■同時に、市民が快適に低炭素型の生活ができる都市環境整備として、再生可能エネルギーの大量導入や電気自動
車の初期の需要創出および本格的普及、エネルギー効率のよい建築物の普及を進めます。

■低炭素型のまちづくりを牽引するため、「横浜スマートシティプロジェクト」を、国の新成長戦略の一翼を担う実証実
験として進め、エネルギー普及システムの先駆者となる市民や事業者のコーディネートを通じて、夢のある環境未来
都市を目指していきます。

※20年1月に策定された横浜市脱温暖化行動方針 CO-DO30（コードサンジュウ）は、2025年に市民1人あたり30％以上削減（2004年比）という横浜市の目標で
す。中期4か年計画では下のイメージ図のとおり、それを上回る目標を設定します。

施策30

○ＣＯ－ＤＯ30※を礎として、国が新たに掲げる「温室効果ガス排出量を2020年までに25％、
2050年までに80％削減（1990年比）」という高い目標を本市としても達成するため、必要と
なる都市環境の整備や仕組みづくりを進めています。

○本市の成長戦略の先導的プロジェクトである横浜スマートシティプロジェクト（ＹＳＣＰ）を産官学
が一体となって着実に推進しています。

現状と課題

目 標目 標目 標目 標目 標目 標

資料：温暖化対策統括本部

資料：環境創造局

主なデータ

＜二酸化炭素排出量部門別構成比＞ ＜温室効果ガス排出削減イメージ＞

本計画の4年間を低炭素型のまちづくりや制度を整備する「施
策基盤・構想整備期（初動期）」と位置づけ、取組を展開します。

CO-DO30
目標

高い

第5章　基本政策 第5章　基本政策
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目標達成に向けた主な事業

計画上の見込額

【新規】発生抑制等推進事業

想定事業量 計画上の見込額 0.3億円

資源循環局

達 

成 

指 

標

29億円

指 標 直近の現状値 所管局目標値（25年度）

128万トン
（21年度）

推進

▲3％以上
（124万トン）

100％対応 資源循環局

資源循環局①

②

ごみと資源の総量の削減

循環型社会の実現を目指して“分別・リサイクル”に続く新たなステージとして、市民・事業者と連携し、過剰な容器包装の
削減をはじめ、ごみとなるもの自体を減らす発生抑制(リデュース)の取組を推進します。

12取組（4か年）
【直近の現状値】21年度末：－

高齢者等のニーズに応じたごみ出し支援の
実施

本市では、ごみの減量化･リサイクルを進めてもなお残るごみについて、適正かつ安全・安定的に処理・処分するた
め、2か所（内陸部の神明台処分地、海面の南本牧廃棄物最終処分場）の最終処分場にて焼却工場から搬入された焼
却灰などの埋立処分をしています。
限りある最終処分場を長期にわたり有効に活用していくため、コスト縮減や社会情勢の変化に合った焼却灰資源化

事業の手法について検討を行い、23年度から、現在休止している金沢工場灰溶融施設の再稼働に加え、民間施設で
の資源化を進めることにより、焼却灰の埋立量を削減していきます。

最終処分場の延命化と焼却灰の有効利用最終処分場の延命化と焼却灰の有効利用

所管局1

【新規】更なるごみの資源化

想定事業量 計画上の見込額 1億円

資源循環局

燃やすごみに含まれるバイオマス等の資源化について、事業化に向けた調査・検討を進めます。

生ごみの新たな資源化を検討
【直近の現状値】21年度末：生ごみガス化実験

所管局2

事業者による減量化と分別徹底の推進

想定事業量 計画上の見込額 0.3億円

資源循環局

大規模事業所に対して減量化・資源化等計画書の提出を求めるほか、立入調査を実施して減量・リサイクルを推進します。

立入調査 7,200件（4か年）
【直近の現状値】21年度：1,800件/年

所管局3

資源集団回収の推進

想定事業量 計画上の見込額 26億円

資源循環局

資源集団回収の円滑な実施と回収量の増加を推進することで、一層のごみの減量化を推進します。

資源集団回収による古紙回収率 100％
【直近の現状値】21年度末：87％

所管局4

ぬくもりのある街横浜事業

想定事業量 計画上の見込額 0.8億円

資源循環局

ごみの収集、運搬及び処理を適正かつ効率的に行うとともに、高齢化社会の進展をにらみ、高齢者等のごみ出しを支援す
る取組を推進します。

サービス提供推進
【直近の現状値】21年度末：27,000世帯

所管局5

資源が循環するまち

■前計画の目標（13年度に対し22年度35％削減）を大幅に上回る42％のごみ量削減を達成しています。

■燃やすごみ（家庭ごみ）に依然として含まれる資源物の分別を徹底するとともに、「ごみを分別し、リサイクルする」に
加え、「ごみになるものをつくらない、家庭に持ち込まない」行動を促す発生抑制の取組を進めることが必要となっ
ています。

■燃やすごみの約4割を占める生ごみなど廃棄物の新たな資源化についての検討が必要となっています。

■高齢化や生活スタイルの多様化に応じた取組が必要となっています。特に、高齢化社会の進展に伴ったきめ細かな
市民サービスが求められています。

■限りある廃棄物最終処分場の延命を図るため、コスト縮減などに配慮しながら焼却灰の再生利用を進め、焼却灰の
埋立量を削減することが求められます。

〔目標〕
ごみ量を13年度に対して22年度35％削減
〔実績〕
42％削減（21年度ごみ量実績）
〔効果〕
約32万ｔの温室効果ガス（ＣＯ２換算）削減に相当
（21年度実績）

施策33

○新たなステージに挑戦し、さらなるごみの減量化・資源化が進んでいます。

○高齢化社会が進展する中、ごみ出しが困難な高齢者等に、必要な支援を提供できています。

現状と課題

目 標目 標目 標目 標目 標目 標

資料：資源循環局

＜ごみ量、人口の推移＞

主なデータ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

第5章　基本政策 第5章　基本政策

第
5
章　
　
　

基
本
政
策

第
5
章　
　
　

基
本
政
策



gonokami
テキストボックス
参考資料３－１







Reduce Reuse Recycle

15

10

22

22

37 2025



15 1

21 93 13 161 42

13 94 21 61 35
67 32 50

10 1



16 13
16 21 32

13 110 21
93

13 21

37 26 14 11
13 90 21 58

33 15 13 6

16 10

32 36
21



13 21

42 35 22 17

13 67 21 32
28

11 15 5
20

17

25 37
12



15
10
12

16
10

17
19
20

21

10 15

20

21

17
10 18 11 22



22



CO-DO30
20 

21 13 32

10 1

300

                          ( )

18,462 15,479 13,535 11,977 11,866 14,695 14,041 11,571 10,602

54,934 52,575 44,011 42,229 41,799 41,963 44,829 46,206 44,127

36,472 37,096 30,475 30,252 29,932 27,267 30,788 34,635 33,525

31,798 29,037 28,190 29,885 29,739 27,078 28,538 28,620 28,136







22 2010 37 2025



20
37 2025

30 62 2050 60 16
2004

32 2020 25 62 2050
80 1990





















 ( )
( )

( )
( )



( )
( )

( )
( )

( )

( )



( )





100





( )
( )









( )



( )



( )

( )
( )





22 2010 37 2025





 
横浜市一般廃棄物処理基本計画(素案)に対する市民意見募集の状況について 

 
１ パブリックコメントの実施方法 
（１）意見募集期間 
  平成 22 年 9 月 15 日(水)から 10 月 14 日（木） 
 
（２）意見提出方法 
 ①郵送 ②ファクシミリ ③電子メール ④直接持参 

 
（３）資料の入手方法 
 区役所広報相談係、市役所市民情報センター、資源循環局で配布。 

  ホームページにも掲載 
 
２ パブリックコメントの状況 
（１）提出の状況 
提出者数 ４９名（男性 33 名、女性 14 名、不明 2 名） 
提出者の区別内訳 鶴見区 2 名、神奈川区 6 名、西区 2 名、中区 1 名、 

港南区 3 名、保土ケ谷区 3 名、旭区 1 名、磯子区 5 名、 
金沢区 2 名、港北区 4 名、緑区 1 名、青葉区 1 名、 
栄区 6 名、不明 12 名 

提出方法 郵送 26 名、E メール 12 名、ファクシミリ 3 名、持参 8 名
意見数 176 件 

①基本理念、計画目標、５つの基本方向、 
市民・事業者・行政の役割             51 件 

②具体的施策                          113 件 
ア 環境学習・普及啓発          19 件 
イ リデュースの推進           13 件 
ウ 家庭系ごみ対策             48 件 
エ 事業系ごみ対策            11 件 
オ ごみの処理・処分           14 件 

 

カ きれいなまちづくり           8 件 
③し尿等                  1 件 

分類と意見数 
 

 

④その他                11 件 
（２）主な意見 
①基本理念、計画目標、５つの基本方向、市民・事業者・行政の役割              

  ○基本理念は素晴らしいが、市民・事業者・行政の三者の連携は具体的に

どうしたら実現できるのか 
○もっと高い目標数値を設定してほしい 

  ○廃棄物の計画で、最初の目標に温室効果ガス削減を掲げていることに違

和感がある 
裏面あり  
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②具体的施策 
ア 環境学習・普及啓発 
○高齢者や外国人にもわかりやすい広報をしてほしい 
○地域と連携しながら自主的・自発的な取組を行うグループの活動が全

市的に広まるよう取り組むべきである 
 
イ リデュースの推進 

   ○リデュースの推進は、脱温暖化の取組として大変よい 
   ○小売業者はトレイをラップ等に変えるなど過剰包装をなくすべきであ

る 
 

ウ 家庭系ごみ対策 
   ○高齢単身世帯の増加に対応したサービスを充実してほしい 
   ○分別の推進のため、分別されていないごみ袋のチェックを強化してほしい 
   ○集合住宅の住人のごみ出しルールが守られておらず困っている。条例

で集合住宅にはごみ箱設置を義務付ける 
○有料化して戸別収集するべき 

   ○生ごみを資源化してほしい 
  

エ 事業系ごみ対策 
   ○事業系ごみの処理手数料を値上げすればごみ量を減らすことができる

のではないか 
     

オ ごみの処理・処分  
○焼却灰の資源化については、最終処分場の延命化のため経済的な観 

点で割り切れる問題ではないことを念頭に置き、推進すべきである 
 

カ きれいなまちづくり 
○たばこの喫煙所の設置場所から 10 メートル以上離れた場所で喫煙し

ている人がおり、通行人が迷惑している 

○不法投棄などを未然に防ぐためにも、地域や警察と連携してパトロー

ルや看板増設などが必要である 
 



「横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」素案 概要版 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 5章 削減目標 

第 2章 計画の基本的事項 

【部門別の方針・対策・削減目標】 

(1) 家庭部門 

省エネルギー型の住宅・建物を増やす、家電や住宅機器（給湯器等）のエネル
ギー消費を削減、エネルギー消費の少ない生活様式を普及することに取り組む。

【主な対策】 
「住宅の省エネ化」「家電の省エネ化」等 
 
 
 

(2) 業務・産業・エネルギー転換部門 
事業活動によるエネルギー消費の削減、環境負荷の少ないエネルギーの供給
の増加、削減取組と地域経済の発展が両立するよう環境に配慮した事業形態の
拡大に取り組む。 

【主な対策】 
「事業所における省エネ（建物の省エネ化、ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの導入）」 等
 
 
 

(3) 運輸部門 
クリーンエネルギー･低燃費・低排出車の普及、過度に自家用車に依存するライフス
タイルを見直し、徒歩・自転車・公共交通を中心とした移動を促進するための取組、自
動車交通流の円滑化や物流の効率化なども含めた総合的な取組を進める。 

【主な対策】 
「ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ・低燃費・低排出ガス車の普及」「ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの促進」等 

 

第 6・7章 取組方針、対策・施策  （対象：横浜市が主体的に取り組む削減分、CO2のみ）

第 8章 計画の推進体制・進捗管理 

 

(4) 廃棄物部門 
発生抑制の推進と分別・リサイクルのさらなる徹底により、一般廃棄物・産業廃棄
物の削減と適正処理を進める。 

【主な対策】 
「廃棄物の削減・適正処理」 
 
 

【分野（部門等横断）別の方針・対策・削減目標】 

 ○ 再生可能エネルギー普及 

将来像についての共通理解を図るとともに、普及の仕組み、普及主体をつくることで、
太陽エネルギーを中心とした様々な再生可能エネルギー利用拡大に取り組む。 

【主な対策】 
「太陽光発電・太陽熱利用設備の普及」等 
※ 削減量は 59 万トン-CO2  「家庭・業務・産業・運輸部門」に含まれる 

○ 市役所 
事務事業の改善を通じて、エネルギー消費の削減や再生可能エネルギー利用を推進
するなど、低炭素型市役所の構築を進める。 

【主な対策】 
「エネルギー利用の効率化」等 

  ※ 削減効果は「業務・運輸部門」に表出 

○ 都市と緑 
緑豊かな都市の形成、エネルギー効率のよい都市の構築、市民力と創造力が発揮さ
れる都市づくりを進める。 

【主な対策】 
「都市の熱環境の改善」「エコまちづくりの推進」等 

  ※ 削減効果は全部門に表出 

○ 脱温暖化連携 
国内外の都市と脱温暖化連携を組み、本市での成果を国内外に広く波及させること
により、本市の脱温暖化の成果を膨らませていく。 

【主な対策】 
「国内外先進都市との連携に基づく情報発信・共有・連携の強化」等 

  ※ 削減効果は全部門に表出 

○ 森林吸収 
緑地保全制度による樹林地の指定拡大や、所有者に緑地をできるだけ長く持ち続け
ていただくための維持管理に対する支援等の取組を行っていく。 

【主な対策】 
「豊かな緑地の確保」 ※ 想定削減量（吸収量）：１万トン-CO2 

【（参考）(1)～(4)の合計】 

 

基準年（1990年度）①将来推計（2020年度）②目標（2020年度） 削減量（①-②）

419  324 219（①比▲32.4%） 105 

第 6・7章 取組方針、対策・施策（続き） 

第 3・4章 温室効果ガス排出量の現況、将来推計 

第 1章 計画策定の背景・意義 

基準年（1990年度）①将来推計（2020年度）②目標（2020年度） 削減量（①-②）

311  489 321（①比▲34.4%） 168 

基準年（1990年度）①将来推計（2020年度）②目標（2020年度） 削減量（①-②）

863  1,153 1,048（①比▲9.1%） 105 

（続く）

基準年（1990年度）①将来推計（2020年度）②目標（2020年度） 削減量（①-②）

48   37   27（①比▲27.0%） 10  

基準年（1990年度） ①将来推計（2020年度） ②目標（2020年度） 削減量（①-②）

（ＣＯ２のみ）1,640 （ＣＯ２のみ）2,003 1,615（①比▲19.4%）  388 

（温室効果ガス計）1,686 （温室効果ガス計）2,050 1,662（①比▲18.9%）  388 

 

 

 本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」において都道府県、
政令指定都市、中核市、特例市に策定が義務付けられた法定計画である。
横浜市は、368 万人、159 万世帯が暮らす日本最大の基礎的自治体であ
るとともに、国から認定された「環境モデル都市」（本市を含め 13 都市）
として、国・県との連携を図りつつ、市民・事業者・市役所等全ての主
体が一体となって地球温暖化対策に取り組んでいく必要がある。 
本市は、平成 20 年 1 月に「横浜市脱温暖化行動方針（CO-DO30）」を策

定し、各主体が連携・協働しながら地球温暖化対策に取り組んできた。
 「CO-DO30」を礎とし、国が掲げる「温室効果ガス排出量を 2020 年ま
でに 25％、2050 年までに 80％削減（1990 年比）」の目標を本市として
も達成するため、必要となる都市環境の整備や仕組みづくりを進める。
また、低炭素社会に向け、需要の創出を通じてビジネスチャンスを提
供、市内企業の技術革新を促し、市内経済の活性化につなげていくこと
で、夢のある「環境未来都市」を目指す。 

 
●温室効果ガス排出量の現況 
平成 19（2007）年度の温室効果ガスの総排出量は、2,035 万トン-CO2で
あり、基準年の総排出量（1,686 万トン-CO2）に比べて 20.7％の増加とな
っている。温室効果ガス別に排出量をみると、二酸化炭素排出量が 1,992
万トン- CO2と最も多い。（二酸化炭素 = 約 98%、その他メタン等 = 約 2%）

●温室効果ガス排出量の将来推計 
平成 32（2020）年度の温室効果ガスの総排出量は、2,050 万トン-CO2
となり、基準年の総排出量（1,686 万トン-CO2）に比べて 21.6％増加す
る見込みである。 
※将来推計には、2008 年度以降の追加的対策は含まない。 

（単位：万トン-CO2） 

（単位：万トン-CO2） 

（単位：万トン-CO2） 

（単位：万トン-CO2） 

（単位：万トン-CO2） 

（※）第 5章参照 

 

【推進体制】 
 全庁にわたる地球温暖化対策を総合的に企画調整し、かつ必要な事業を実施する「温
暖化対策統括本部」を設置、計画を推進する。また、市役所内部の体制として、全庁的
に地球温暖化対策を推進するための連絡会議を設置する。（平成 23年度～） 
 市民・事業者・市役所等の各主体の連携・協働を推進するため、既存の地球温暖化対
策に関する協議会や、各区の地球温暖化対策推進組織の活動を展開する。 
 さらに、大学、地元企業等の知的資源の活用を図る。 

【進捗管理】 
市内の温室効果ガス総排出量を定期的かつ定量的に把握するととともに、連絡会議等

で計画の進捗状況を点検し、必要に応じて計画を見直す。 

≪削減量の構成≫ 

※各項目で単位未満を四捨五入しているため合計欄と一致しない場合がある。

 

● 基本方針 
「横浜市中期４か年計画」で掲げる、概ね 10 年後（2020 年頃）の本
市の未来図として『「つながるしあわせ」～安心と活力があふれるまち・
横浜～』を目指し、その実現に向けた政策｢横浜版成長戦略｣を踏まえつ
つ、地球温暖化対策を推進していく。 

本計画の基本方針 
・二酸化炭素の排出削減につながる仕組みの構築と生活の質の向上 
・市場需要創出に向けた積極的な取組展開 
・実効性のある取組への資源の集中と国や地方自治体の政策イノベー
ションの喚起 
・各主体の活発なコミュニケーション・協働による取組の推進 

● 計画の実施主体 
市域の温室効果ガス削減をするため、市民、事業者、市役所等の各主
体がそれぞれ役割を果たすとともに、かつ相互に連携・協働し取り組む。

● 目標達成に向けた考え方 
 

 

 

 

 

[短期目標（平成 25（2013）年度）]  
「横浜市中期４か年計画」（H22.12 策定）の｢横浜版成長戦略｣の先導的プロ
ジェクトである「横浜スマートシティプロジェクト（ＹＳＣＰ）」などの取組
を着実に実施することとし、総量目標の設定は行わない。 

[中期目標（平成 32（2020）年度）]  
温室効果ガス総排出量を基準年（1,686 万トン-CO2）比で 25％削減 

   ○平成 32（2020）年度 将来推計 ：2,050 万トン-CO2（第 4 章） 

○平成 32（2020）年度 目標   ：1,264 万トン-CO2 
【削減量】   ：  786 万トン-CO2 

（横浜市（市民・事業者等）が国等と連携し、主体的に取り組む 
ことによる削減分） ：  388 万トン-CO2（第 6・7章） 
（国策としてのエネルギー政策・海外からの排出枠購入による 
市域における削減分 ： 398 万トン-CO2） 

[長期目標（平成 62（2050）年度）]  

温室効果ガス総排出量を基準年比で 80％削減  目標 ： 337 万トン-CO2   

 

 

 

gonokami
テキストボックス
参考資料４




