
 

 

１ 計画目標 

横浜の産業廃棄物の将来ビジョンへの過程として、本計画期間内（平成 23 年度～27

年度）で到達を目指す計画目標を定めました。 

 

ア もっと進めよう３Ｒ 

事業活動量を低下させることなく産業廃棄物の発生抑制を進めるために、総生産

あたりの発生量について数値目標を設定して管理するとともに、発生量に対する最

終処分率の更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％以上に引き上げ、最終処分率を発生量の７％以下とすることを目指します。 
 

イ 環境にやさしい処理で、今も未来も安全・安心 

 産業廃棄物の適正処理や脱温暖化を推進し、将来にわたって安全安心な産業廃棄

物の処理体制を構築します。また、緊急や災害時のための迅速な廃棄物処理体制を

整え、突然の災害時にも安心できる体制を整備します。 

 

   ① 市内で保管されているＰＣＢ廃棄物について、平成 28 年度までに処分が完

了するよう体制を整えます。 

 ② 産業廃棄物の不適正処理を未然防止するため、監視パトロールを強化します。 

 ③ 処理業者について、排出事業者が安心して委託できる評価制度を実施します。 

 ④ 公共関与による新規最終処分場の整備をします。 

 ⑤ 地球温暖化対策として、熱回収施設の認定や低公害車の利用を促進します。 

 ⑥ 緊急・災害時の廃棄物処理体制を見直し、整備します。 

 
ウ みんなで考えよう、産業廃棄物のこと 

産業廃棄物を実際に排出、処理するのは、排出事業者や処理業者ですが、消費者

や地域環境保全の担い手として、企業の３Ｒや適正処理、環境対策を後押しするの

は市民であることから、市民の産業廃棄物に対する関心を高めていきます。また、

事業者にも分かりやすい行政を目指し、提出書類の負担軽減や問合せの一体化を検

討します。 

 

   ① 市民が産業廃棄物を身近に感じられるよう啓発活動を実施します。 

   ② 排出事業者に課せられる届出、報告等の整理統合をします。 

   ③ 事業系廃棄物に関する問合せ先の一体化を検討します。 

「第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画」計画目標の取組状況 

 



２ 計画目標の振り返り（平成 27年度） 

計画目標 ア もっと進めよう３Ｒ 

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。 

  

第６次横浜市産業廃棄物処理指導計画では、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、市内総生産あたりの産業廃棄物発生量を「発生量指標」として

います。 

具体的には、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 1.03( 

トン／百万円）に対して、10％削減の 0.93（トン／百万円）を計画目標としています。 

平成 25年度の発生量指標は 0.94となりました。（表１） 

         表 1 

  
A:産業廃棄物 

発生量（トン） 

B:市内総生産 

※（百万円） 

A／B：発生量

指標 

（トン／百万円） 

 

４
次
計
画 

平成 13年度 10,845,000  10,639,786 1.02  

発生量指標 

平均 

1.03 

(100.0%) 

 

平成 14年度 11,162,000  10,575,902 1.06 

平成 15年度 11,918,000  10,738,502 1.11 

平成 16年度 12,302,000  11,040,959 1.11 

平成 17年度 11,350,000  11,345,994 1.00 

５
次
計
画 

平成 18年度 11,746,000  11,863,028 0.99 

平成 19年度 11,282,000  12,144,687 0.93 

平成 20年度 10,777,000  11,953,375 0.90 △12.6％ 

平成 21年度 10,119,000  11,359,848 0.89 △13.6％ 

平成 22年度 10,782,000  11,594,829 0.93 △9.8％ 

６
次
計
画 

平成 23年度 11,018,000  11,850,790 0.93 △9.8％ 

平成 24年度 10,930,000 11,688,326 0.94 △9.3％ 

平成 25年度 11,105,000  11,862,478  0.94 △9.2％ 

平成 26年度 10,330,000       

平成 27年度        

                 ※出典 横浜市の市民経済計算(平成 17年度基準) 

発生量指標の補正について 

計画策定時の市内総生産は、横浜市の「市民経済計算(平成 12年度基準)」から引用

しておりましたが、平成 24 年度末に発表された平成 22 年度市民総生産においては、

平成 13年度まで遡って市内総生産の見直しが行われました。（平成 17年度基準改定） 

市内総生産は、毎年、過去に遡って再計算されるため、平成 28年４月に発表された

市内総生産に基づき、発生抑制を測る指標として導入した発生量指標についても見直

しを行いました。計画策定時に基準となる数値として取り扱っていた平成 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）が、1.03（トン／百万円）

に、また、計画目標である「10％削減」を達成するための目標となる発生量指標につ

いては、当初の 0.83（トン／百万円）が 0.93（トン／百万円）に変更されました。 



計画目標 ア もっと進めよう３Ｒ 

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％以上に引き上げ、最終処分率を発生量の７％以下とすることを目指します。 

  

横浜市より発生する産業廃棄物発生量等を表２－１、表２－２に示します。平成 26年度では、

再生利用率・減量化率の合計が 94.2％、最終処分率の合計が 6.0％となり、目標を達成していま

す。 

 

表２－１ ＜５次計画期間（平成 18年度～平成 22年度）＞ 

  

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

（H19年度推計） （H20年度推計） （H21年度推計） （H22年度推計） （H23年度推計） 

千ﾄﾝ ％ 千ﾄﾝ ％ 千ﾄﾝ ％ 千ﾄﾝ ％ 千ﾄﾝ ％ 

合 計 11,746  100  11,282  100  10,777  100  10,119  100  10,782 100 

内

訳 

再生利用 3,336  28.4  3,255  28.9  2,930  27.2  2,046  20.2  2,626 24.4 

減量化 7,460  63.5  7,179  63.6  6,944  64.4  7,411  73.2  7,306 67.8  

最終処分 950  8.1  848  7.5  903  8.4  662  6.5    850 7.9  

※ 表示単位未満を端数処理しているため、各項目の数値とその合計が一致しない場合があります。 

  

表２－２ ＜６次計画期間（平成 23年度～平成 27年度）＞ 

  

平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

（H24年度推計） （H25年度推計） （H26年度推計） （H27年度推計） （H28年度推計） 

千ﾄﾝ ％ 千ﾄﾝ ％ 千ﾄﾝ ％ 千ﾄﾝ ％ 千ﾄﾝ ％ 

合 計 11,018  100 10,930  100 11,105  100 10,330 100     

内

訳 

再生利用 2,880 26.1 2,919  26.7 2,884 26.0 2,910  28.2      

減量化 7,073 64.2 7,129  65.2 7,170  64.6 6,813  66.0      

最終処分 1,066 9.7 870  8.0 1,041   9.4 615  6.0      

※ 表示単位未満を端数処理しているため、各項目の数値とその合計が一致しない場合があります。 

 
 

 
 



計画目標 イ 環境にやさしい処理で今も未来も安全・安心 

① 市内で保管されているＰＣＢ廃棄物について、平成 28 年度※までに処分が完

了するよう体制を整えます。 

  

個別施策 （２）-ア-② ＰＣＢ廃棄物の適正処理指導の推進 

【事業内容】 

ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）廃棄物のうち、高濃度のトランス及びコンデン

サについては、国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」（平成 21年 11月改訂）

に基づき日本環境安全事業株式会社（以下、「ＪＥＳＣＯ」という。）の東京事業所を活用した処

理体制が整備されています。本市においてもこの施設を活用し、同計画の目標に従い、市内の事

業者が保有している廃ＰＣＢ電気機器等の処理が「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（以下「ＰＣＢ特措法」という。）」の期限である平成 28年度までに適正に

終了するよう指導します。また、法人の倒産等により処理費用を捻出できない者（処理困難者）

が保管しているＰＣＢ廃棄物については、保管体制や処理費用の負担軽減策を検討し、国への要

望等を行っていきます。 

 

※平成 24年 12月にＰＣＢ特別措置法施行令が改正され、ＰＣＢ廃棄物の処分期間が平成 28年 7

月 14 日から平成 39年 3月 31日に延長され、これに伴い、平成 26年 6月にＰＣＢ廃棄物処理基

本計画が改訂されました。この計画に基づき、高濃度ＰＣＢ廃棄物のうちトランス・コンデンサ

は平成 34年度までに、安定器等汚染物は平成 35年度までに、低濃度ＰＣＢ廃棄物は平成 38年度

までに計画的に処理されることになりました。 

 
取組事項 

・高濃度のトランス、コンデンサ等について、JESCO での処理が平成 34 年度までに適正に終了する

よう指導 

・安定器、微量 PCB 機器について、適正保管、適正処理を指導 

・処理困難者の保管体制や処理費用について、負担軽減の対応を検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【具体的取組内容（平成 23～27年度）】 

 計画 実績 

平成23年度 ・事業者への指導、処理施設の周知 

・処理困難者の処理費用負担軽減策の

検討 

・地域グリーンニューディール基金を

利用した微量PCB機器の把握 

・事業者への適正処理指導、微量PCB

処理施設の設置状況の周知 

・処理困難者が保管する高濃度PCB機

器の優先処理についてJESCOと調整 

・地域グリーンニューディール基金を

利用した微量PCB機器の把握(562台分

析、214台微量PCB含有判明) 

平成24年度 ・事業者への指導、処理施設の周知 

・処理困難者の処理費用負担軽減策の

検討 

・事業者への適正処理指導、法令改正

による処分の期間の延長の周知、微量

PCB処理施設の設置状況の周知 

・処理困難者が保管する高濃度PCB機

器の優先処理についてJESCOと調整 

平成25年度 

 

 

 

 

 

・事業者への指導、処理施設の周知 

・処理困難者の処理費用負担軽減策の

国への要望 

・事業者への適正処理指導、法令改正

による処分の期間の延長の周知、低濃

度PCB処理施設の設置状況の周知 

・処理困難者が保管する高濃度PCB機

器の優先処理についてJESCOと調整 

平成26年度 ・事業者への指導、処理施設の周知 ・事業者への適正処理指導、法令改正

による処分の期間の延長の周知、低濃

度PCB処理施設の設置状況の周知 

・処理困難者が保管する高濃度PCB機

器の優先処理についてJESCOと調整 

平成27年度 ・事業者への指導、処理施設の周知 ・事業者への適正処理指導、処分の期

間の周知、低濃度PCB処理施設の設置

状況の周知 

・処理困難者が保管する高濃度PCB機

器の優先処理についてJESCOと調整 

 

 

 

 

 

 

 



計画目標 イ 環境にやさしい処理で今も未来も安全・安心 

② 産業廃棄物の不適正処理を未然防止するため、監視パトロールを強化しま

す。 

  

個別施策 （２）-イ-② 不法投棄・不適正処理の未然防止対策の検討・実施 

【事業内容】 

 不法投棄に代表される不適正処理の防止のため、関係者の協力のもと監視体制の強化を図りま

す。 
 また、発生した不適正処理についても被害を最小限にとどめるため、市民等からの通報に対し

ても迅速に対応できる体制を維持します。 
取組事項 

・本市職員と産業廃棄物監視幹（県警 OB）で構成する専従機動班による速やかな対応を継続 

・不法投棄相談の窓口である各区収集事務所相談窓口担当者への研修の充実 

・継続監視事業所への立入指導 

・市民等からの苦情通報に係る不適正処理事案への迅速な対応を継続 

・「産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会（産廃スクラム 29※）」や横浜地方検察庁、神奈川県

警、横浜海上保安部、神奈川県及び県内政令市で構成される「環境事犯関係協議会」へ参画し情報

収集や関係機関との連携を実施 

※平成 23 年 7 月に高崎市が、平成 27 年 6 月に八王子市と越谷市が参加し、現在では「産廃スク

ラム 32」となっています。 
 
 

【具体的取組内容（平成 23～27年度）】 

 計画 実績 

平成23年度 ・不適正処理防止のため、関係機関と

連携を図りながら専従機動班を中心

にパトロールや指導の実施 

・苦情通報等に対し延べ410回出動 

・関係機関と情報交換等を実施し連携

を強化 

平成24年度 ・不適正処理防止のため、関係機関と

連携を図りながら専従機動班を中心

にパトロールや指導の実施 

・苦情通報等に対し延べ446回出動 

・関係機関と情報交換等を実施し連携

を強化 

平成25年度 ・不適正処理防止のため、関係機関と

連携を図りながら専従機動班を中心

にパトロールや指導の実施 

・苦情通報等に対し延べ501回出動 

・関係機関と情報交換等を実施し連携

を強化 

平成 26 年度 ・不適正処理防止のため、関係機関と

連携を図りながら専従機動班を中心

にパトロールや指導の実施 

・苦情通報等に対し延べ741回出動 

・関係機関と情報交換等を実施し連携

を強化 

平成 27 年度 ・不適正処理防止のため、関係機関と

連携を図りながら専従機動班を中心

にパトロールや指導の実施 

・苦情通報等に対し延べ437回出動 

・関係機関と情報交換等を実施し連携

を強化 
 



計画目標 イ 環境にやさしい処理で今も未来も安全・安心 

③ 処理業者について、排出事業者が安心して委託できる評価制度を実施しま

す。 

  

個別施策 （２）-ウ-① 産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の実施 

【事業内容】 

 平成 23年度施行の法改正により創設された新しい産業廃棄物処理業の優良認定制度の周知、運

用を行います。新しい優良認定制度の運用状況等を見ながら、３Ｒの取組や処理技術の評価等の

追加も検討し、排出事業者にとって、より信頼できる優良な産業廃棄物処理業者の育成を図りま

す。 
取組事項 

・優良認定制度の周知、運用 

・処理業者の取組を推進するため、「優良認定」を受けることによるインセンティブを強化することを

検討 

・３Ｒの取組や処理技術の評価等の追加検討 
 

【具体的取組内容（平成 23～27年度）】 

 計画 実績 

平成23年度 ・事務処理要綱制定 

・ＨＰ、関係広報紙で制度の周知 

・メリット強化策の検討（例：ＰＲ強

化、手数料の減額等） 

・事務処理要綱制定 

・６社、９件を優良認定 

・ＨＰ、関係広報紙で制度の周知 

・産廃協会主催セミナー（H24．3.1）

で制度の周知 

・認定実績の記者発表 

平成24年度 ・ＨＰ、関係広報紙で制度の周知 

・メリット強化策の検討・推進 

 

・優良基準適合業者 12社；20件 

（Ｈ25年３月末時点） 

・ＨＰに優良業者掲載、ＰＲ 

・かんきょう横浜（H24.11月号）で制

度の周知、優良業者ＰＲ 

平成25年度 ・ＨＰ、関係広報紙で制度の周知 

・メリット強化策の推進 

 

・優良基準適合業者 16社；31件 

（Ｈ26年３月末時点） 

・ＨＰに優良業者掲載、ＰＲ 

平成26年度 ・ＨＰ、関係広報紙で制度の周知 

・メリット強化策の推進 

 

・優良基準適合業者 16社；32件 

（Ｈ27年３月末時点） 

・ＨＰに優良業者掲載、ＰＲ 

平成27年度 ・ＨＰ、関係広報紙で制度の周知 

・メリット強化策の推進 
・優良基準適合業者 18社；37件 

（Ｈ28年３月末時点） 

・ＨＰに優良業者掲載、ＰＲ 

 

 



計画目標 イ 環境にやさしい処理で今も未来も安全・安心 

④ 公共関与による新規最終処分場の整備をします。 

  

個別施策 （２）-エ-① 公共関与による最終処分場の運営及び施設整備 

【事業内容】 

 安全で安定した効率的な処分の推進のため、公共関与による最終処分場の運営・施設整備を実

施することが必要であり、今後も、施設の延命化と新規処分場の建設を実施します。 
 
取組事項 

・南本牧最終処分場（第２ブロック）の延命化措置の実施 

・新規処分場（第５ブロック）の設置に向け、関係部局との調整 
 

 

 

 

【具体的取組内容（平成 23～27年度）】 

 計画 実績 

平成23年度 ・ 受入れ量の確認 

・ 関係部署との調整 

・届出書で南本牧最終処分場（第２ブロック）

に係る安定型産業廃棄物等の受入れ量の上

限を確認 

・新規処分場（第５ブロック）の設置につい

て関係部署に工事の進捗状況等を確認 

平成24年度 ・ 受入れ量の確認 

・ 関係部署との調整 

・届出書で南本牧最終処分場（第２ブロック）

に係る安定型産業廃棄物等の受入れ量の上

限を確認 

・新規処分場（第５ブロック）の設置につい

て関係部署に工事の進捗状況等を確認 

平成25年度 ・ 受入れ量の確認 

・ 関係部署との調整 

・届出書で南本牧最終処分場（第２ブロック）

に係る安定型産業廃棄物等の受入れ量の上

限を確認  

・新規処分場（第５ブロック）の設置につい

て関係部署に工事の進捗状況等を確認   

・受入れ量の上限について見直しを行い、上

限を変更した。 

(変更例)  

安定型産業廃棄物 ５００ｔ／年・社から 

２００ｔ／年・社に変更 



平成26年度 ・ 受入れ量の確認 

・ 関係部署との調整 

 

・届出書で南本牧最終処分場（第２ブロック）

に係る安定型産業廃棄物等の受入れ量の上

限を確認 

・新規処分場（第５ブロック）の設置につい

て関係部署に工事の進捗状況等を確認 

平成27年度 ・ 受入れ量の確認 

・ 関係部署との調整 

 

・届出書で南本牧最終処分場（第２ブロック）

に係る安定型産業廃棄物等の受入れ量の上

限を確認 

・新規処分場（第５ブロック）の設置につい

て関係部署に工事の進捗状況等を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計画目標 イ 環境にやさしい処理で今も未来も安全・安心 

⑥ 緊急・災害時の廃棄物処理体制を見直し、整備します。  

  

個別施策 （２）-カ-① 災害時の解体廃棄物の処理体制の整備 

【事業内容】 

災害時に発生する解体廃棄物について、関係機関との連絡体制、仮置場の選定やがれき類の再使

用先の検討など処理体制の整備を進めます。 
取組事項 

・「解体廃棄物処理細部計画」の見直しの実施 

・「横浜市廃棄物処理業務マニュアル（仮称）」の作成 
 

【具体的取組内容（平成 23～27年度）】 

 計画 実績 

平成23年度 ・解体廃棄物処理細部計画の改訂 

・処理業務マニュアルは細部計画へ統

合 

・解体廃棄物処理細部計画の改訂の検

討 

・処理業務マニュアルの細部計画への

統合検討 

・災害時の解体廃棄物処理のための仮

置き場候補地一覧を作成 

平成24年度 ・解体廃棄物処理細部計画の改訂 ・解体廃棄物処理細部計画を改訂し、

資源循環局防災マニュアル内に策定 

平成25年度 ・解体廃棄物処理細部計画（随時改訂） ・資源循環局防災マニュアルの充実化

及び資料、雛型、様式を追加 

平成26年度 ・解体廃棄物処理細部計画（随時改訂） ・資源循環局防災マニュアルの充実化

及び資料、雛型、様式を追加 

平成27年度 ・解体廃棄物処理細部計画（随時改訂） ・資源循環局防災マニュアルの充実化

及び資料、雛型、様式を追加 

 

 

 

 

 



計画目標 ウ みんなで考えよう、産業廃棄物のこと 

① 市民が産業廃棄物を身近に感じられるよう啓発活動を実施します。 

  

個別施策 （３）-ア-① 市民に対する環境教育、環境学習、広報活動 

【事業内容】 

産業廃棄物について、市民に身近に感じてもらうための啓発活動を実施します。 
取組事項 

・市民向け講演会の開催、現場見学会の開催、広報、検定、「環境にやさしい買い物キャンペーン」等

の実施による啓発の実施 

 

【具体的取組内容（平成 23～27年度）】 

 計画 実績 

平成23年度 ・啓発や広報にかかる手法の検討 ・他都市状況調査の実施。 

・区民まつりにてパンフレット「さん

ぱいってなーに？」を配布（16区 計

410部） 

平成24年度 ・より効果的な手法検討 

・啓発･広報の実施 

・区民まつり等にてパンフレット「さ

んぱいってなーに？」を配布（18区 

計540部） 

平成25年度 ・より効果的な手法検討 

・啓発･広報の実施 

・区民まつり等にてパンフレット「さ

んぱいってなーに？」を配布（18区 

計540部） 

平成26年度 ・より効果的な手法検討 

・啓発･広報の実施 

・区民まつり等にてパンフレット「さ

んぱいってなーに？」を配布（18区 

計540部） 

平成27年度 ・より効果的な手法検討 

・啓発･広報の実施 

・区民まつり等にてパンフレット「さ

んぱいってなーに？」を配布（18区 

計540部） 

 

 

 

 

 

 

 

 



計画目標 ウ みんなで考えよう、産業廃棄物のこと 

③ 事業系廃棄物に関する問合せ先の一体化を検討します。 

  

個別施策 （３）-イ-③ 事業系廃棄物に対する一体的指導の推進 

【事業内容】 

 産業廃棄物と一般廃棄物では、それぞれ処理に係る制度や体制が異なることから、指導が別々

に行われていますが、総合的（統一的）な指導を検討、実施します。また、一般廃棄物と産業廃

棄物に関する問合せ先の統一化等について検討、実施します。 
 
取組事項 

・一般廃棄物対策課と重複する立入対象事業場について合同で調査を実施 

・共通の冊子作成 

・事業系廃棄物に関する問合せ先の統一化の検討 
 

【具体的取組内容（平成 23～27年度）】 

 計画 実績 

平成23年度 ・共同指導方針の作成 

・合同立入の実施 

・合同による手引き等冊子の見直し 

・問合せ先統一化について、一般廃棄

物対策課と調整 

・一般廃棄物対策課とビル管理者に対

する指導方針を策定 

・一般廃棄物対策課との合同立入の実

施（14件） 

・一般廃棄物対策課が立入時に使用し

ている資料の活用方法を検討 

平成24年度 ・合同説明会の実施、手引き等冊子の

作成、問合せ先統一化に向けた一般廃

棄物対策課と協議 

・合同立入の実施 

・一般廃棄物対策課との合同立入の実

施（8件） 

・合同説明会の実施(1件) 

・一般廃棄物対策課と問合せ内容の検

討 

平成25年度 ・協議の結果、実施可能であれば、合

同説明会の拡充の検討 

・合同立入の実施 

・手引きの作成 

・一般廃棄物対策課との合同立入の実

施（7件） 

・合同説明会の実施(3件) 

・リーフレットの改訂 

平成26年度 ・合同説明会の実施 

・合同立入の実施 
 

・一般廃棄物対策課との合同立入の実

施（11件） 

・合同説明会の実施(3件) 

・他課に係る案件について、口頭また

は冊子等で問合せ先を案内 

平成27年度 ・合同説明会の実施 

・合同立入の実施 
 

・一般廃棄物対策課との合同立入の実

施（4件） 

・合同説明会の実施(1件) 

・他課に係る案件について、口頭また

は冊子等で問合せ先を案内 
 

 


