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第２章 第７次処理指導計画策定の背景 
第1節 横浜市の産業廃棄物発生量等の現状 
1 産業廃棄物の再生利用量、減量化量及び最終処分量 
平成 19 年度から平成 24 年度の横浜市内で発生した産業廃棄物全体の再生利

用量、減量化量及び最終処分量の推移を図１に示します。 
発生量と最終処分量は平成 21 年度を除くとほぼ横ばいとなっています。 

 

図 1 産業廃棄物の再生利用量、減量化量及び最終処分量 
（平成 19年度～平成 24年度） 

※平成 23 年度以降に発生した下水汚泥の焼却灰の一部は、東京電力福島第一原子力発電所
事故の影響で、最終処分されずに保管されていますが、ここでは最終処分量に算定して
います。  
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2 産業廃棄物の処理フロー 
平成 24 年度における産業廃棄物の処理フローを図 2 に示します。 
発生量 10,930 千トンのうち、10,293 千トン（発生量の 94.2％）が中間処

理され、109 千トン（同 1.0％）が直接再生利用され、528 千トン（同 4.8％）
が直接最終処分されました。中間処理された産業廃棄物 10,293 千トンは、
3,164 千トンまで減量化され、そのうち、2,810 千トン（同 25.7％）は再生利
用され、354 千トン（同 3.2％）は最終処分されました。 

再生量の合計は発生量の 26.7％にあたる 2,919 千トン、最終処分量の合計は
発生量の 8.1％にあたる 882 千トンでした。 

 

図 2 産業廃棄物の処理フロー（平成 24年度） 
※平成 24 年度に発生した下水汚泥の焼却灰の一部は、東京電力福島第一原子力発電所事故

の影響で、最終処分されずに保管されていますが、ここでは最終処分量（埋立）に算定
しています。 

※それぞれの数値を合計した場合、一致しないことがあります。 

（単位：千トン） 
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3 産業廃棄物の種類別発生量 
平成 24 年度の産業廃棄物の種類別発生量を図３に示します。 
汚泥の 8,181 千トンが最も多く、発生量の約 75%を占めます。次いで、がれ

き類の 1,762 千トン（16.1%）です。 
これら２種類が発生量の約９割を占めています。 

 
 

図 3 産業廃棄物の種類別発生量（平成 24年度） 
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第2節 横浜市の産業廃棄物発生量の将来予測 
1 予測方法 
産業廃棄物発生量の将来予測は、平成 24 年度の発生量を基準とし、業種ごと

に産業廃棄物発生量に関連する指標を用いて、経済活動の水準が最も高くなる
場合（ケース１）と最も低くなる場合（ケース２）について検討しました。 

2 産業廃棄物発生量の予測 
ケース１及びケース２における産業廃棄物発生量の予測を図４に示します。 
発生量は、ケース１では増加傾向、ケース２では減少傾向にあります。 
平成 24 年度の発生量 10,930 千トンに対し、第７次処理指導計画の終了年度

である平成 32 年度の発生量は、ケース１では 11,474 千トンと 544 千トン増
加、ケース２では 10,538 千トンと 392 千トン減少します。第７次処理指導計
画の策定にあたっては、発生量が最も多くなり、より厳しい予測であるケース
１を採用しました。 

 
 

図 4 産業廃棄物発生量の予測 
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3 産業廃棄物の再生利用量、減量化量及び最終処分量の予測 
ケース１における産業廃棄物の再生利用量、減量化量及び最終処分量の予

測を図５に示します。 
第７次処理指導計画の終了年度である平成 32 年度の再生利用量は発生量

の 28.3%にあたる 3,250 千トン、最終処分量は発生量の 5.0%にあたる 578
千トンと予測されます。 

平成 24 年度実績との比較では、発生量は 544 千トン増加しますが、これ
にあわせて、再生利用量は 331 千トン、減量化量は 517 千トン各々増加しま
す。逆に、最終処分量は 304 千トン減少します。 

 

図 5 産業廃棄物の再生利用量、減量化量及び最終処分量の予測 
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第3節 横浜市の産業廃棄物処理業の現状 
 平成 26 年度末時点の横浜市の産業廃棄物処理業の許可件数を表１及び表２
に示します。産業廃棄物処理業は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の収集運
搬業、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の処分業の４種類の許可区分に分類さ
れています。 

収集運搬業の許可件数は 912 件（873 社）、処分業の許可件数は 141 件（126
社）です。 
 また、平成 23 年４月施行の廃棄物処理法の改正に伴い新たに創設された「産
業廃棄物処理業者の優良認定制度」に基づき、32 件（16 社）の優良業者の認
定を行っています。 

※処分とは、中間処理（焼却、破砕等）、埋立処分及び海洋投入処分のことです。 

※複数の許可を有する業者が存在するため、許可件数の合計と許可業者数は異なります。 

 

表 1 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可件数 
（平成 26 年度末時点） 

 収集運搬業許可（件） 
積替保管を除く 積替保管を含む 計 

産業廃棄物 725 106 831 
特別管理産業廃棄物 64 17 81 

計 789 123 912 
 

表 2 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分業許可件数 
（平成 26 年度末時点） 

 処分業許可（件） 
中間処理 最終処分 計 

産業廃棄物 123 3 126 
特別管理産業廃棄物 14 1 15 

計 137 4 141 
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第4節 横浜市の産業廃棄物処理施設の設置状況 
平成 26 年度末時点の横浜市の産業廃棄物処理施設の設置状況を表３に、稼働

中の産業廃棄物最終処分場の設置状況を表４に示します。最終処分場以外の「産
業廃棄物処理施設（法定施設）」は 203 施設、法定外施設は 263 施設です。産
業廃棄物最終処分場は、民間事業者が１施設（処理業者１施設：598 千 m３）
です。 

※産業廃棄物処理施設（法定施設）とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能
力を備えている施設のことをいいます。 

※法定外施設とは、産業廃棄物処理施設（法定施設）に該当しない産業廃棄物の処理施
設のことをいいます。例えば、処理能力が 10ｍ３／日を超えない汚泥の脱水施設や金
属くずの破砕施設が法定外施設に該当します。 

 
表 3 産業廃棄物処理施設の設置状況（最終処分場除く） 

（平成 26 年度末時点） 

施設の種類 
排出事業者 処理業者 

施設数 施設数 処理能力 年間能力 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
法
定
施
設
） 

汚泥の脱水施設 37 17 3,395(m3/日) 814,800(m3) 

汚泥の乾燥施設 3 0 0(m3/日) 0(m3) 

汚泥の焼却施設 0 5 556(m3/日) 133,440(m3) 

廃油の油水分離施設 0 5 332(m3/日) 79,680(m3) 

廃油の焼却施設 1 6 243(m3/日) 58,320(m3)  

廃酸、廃アルカリの中和施設 1 11 2,833(m3/日) 679,920(m3) 

廃プラスチック類の破砕施設 1 27 1,789(ｔ/日) 429,360(ｔ) 

廃プラスチック類の焼却施設 1 7 260(ｔ/日) 62,400(ｔ) 

シアンの分解施設 0 1 8(m3/日) 1,920(m3) 

その他の焼却施設 1 8 732(ｔ/日) 175,680(ｔ) 

廃ＰＣＢ等の分解施設 1 0 0(m3/日) 0(m3)  

木くず、がれき類の破砕施設 0 70 29,055(ｔ/日) 6,973,200(ｔ) 

合計 46 157   

法定外施設 － 263 － － 

※処理能力及び年間能力は、処理業者の施設の能力を集計したものです。 
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表 4 埋立中の産業廃棄物最終処分場の設置状況 
（平成 26 年度末時点） 

（単位：千ｍ３） 

 排出事業者 処理業者 公共 合計 

施設数 
全体 
容量 施設数 

全体 
容量 施設数 

全体 
容量 施設数 

全体 
容量 

管理型 
処分場 0 0 1 598 0 0 1 598 
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第5節 第６次処理指導計画の取組状況 
1 第６次処理指導計画の概要 
第６次処理指導計画は、「持続可能な社会の実現」を基本理念とし、その実現

に向けて「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 排出事業者、処理業者、行政、市民の協
働・連携の推進」の３つの施策の柱を立て、それぞれの施策に具体的取組を定
め、実施してきました。 

また、市内総生産あたりの発生量を 10％削減（平成 13 年度から平成 19 年
度までの平均比）する目標及び最終処分率を発生量の７％以下とする目標を定
め、施策の効果を確認しています。 

2 数値目標の達成状況 
市内総生産あたりの発生量の削減 
平成 24 年度の市内総生産あたりの発生量は、百万円あたり 0.91 トンで、平

成 13 年度から平成 19 年度までの平均値である 1.03 トンに対して、0.12 トン
減（11.7%減）となっています。 

 
最終処分率の削減 
最終処分率の目標値７％以下に対して、平成 24 年度は 8.1％となっています。

平成 26 年度以降は海洋投入処分量の減少し、平成 27 年度には 7％以下になる
見込みです。 
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3 第６次処理指導計画の取組状況 
循環型社会を目指した取組の推進 
【取組状況】 

 神奈川県及び４政令市が共同で開催する「廃棄物自主管理事業説明
会」の中で優秀な３Ｒに関する取組を紹介しました。 

 赤泥を発生する水酸化アルミニウム製造工場の海外移転に向けた
脱水処理実験に対する指導を行いました。 

 工事発注者、排出事業者に対する説明会等を通じて建設汚泥及びコ
ンクリート廃材の自ら利用について周知しました。 

 自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車の引取業及びフロン類
回収業に係る登録、使用済自動車の解体業及び破砕業に係る許可の
審査業務を適正に行うとともに、登録・許可業者への立入調査を実
施し、使用済自動車に係る廃棄物の適正処理及びリサイクルを推進
しました。 

 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
き、対象建設工事に係る届出の審査業務を適正に行うとともに、年
２回の全国一斉パトロール、週２回の定例パトロール及び苦情対応
等で工事現場への立入調査を実施し、不適正工事の抑制及び特定建
設資材の分別解体・リサイクルを推進しました。 

【課題】 
 ３Ｒに関する取組の推進には、事業者の事業形態にあわせた個別具

体的な助言・情報提供等が必要です。 
 建築物の老朽化等により解体工事の増加が予想されることから、不

適正工事の抑制と特定建設資材の分別解体・リサイクルを推進する
ために、現場指導の更なる徹底と建設リサイクル法等の制度周知が
必要です。 
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安全で信頼できる環境負荷の少ない廃棄物処理の推進 
【取組状況】 

 病院、製造業の工場、建設工事現場等への立入調査を実施し、適正
処理を推進しました。 

 ＰＣＢ廃棄物保管事業場への立入調査を実施し、適正な保管及び処
理を推進しました。 

 事業者向け電子マニフェストの導入説明会を開催し普及に努めると
ともに、庁内において電子マニフェストの利用を開始しました。 

 産業廃棄物処理施設の設置許可申請者に対する指導、処理施設や埋
立処分場への立入調査により適正処理を進めました。 

 市民からの苦情通報に係る不適正処理案件への迅速な対応を継続的
に実施しました。 

 「産業廃棄物処理業者等に係る行政処分基準」を平成 23 年 12 月に
改正し、基準に基づく厳正な行政処分を実施しました。 

 「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 32）」
に出席し、関係自治体と情報交換を行ったほか、一斉路上調査を行
いました。 

 一般社団法人横浜建設業協会と災害時の協定を締結し、災害廃棄物
の処理体制の整備を進めました。 

 口蹄疫家畜伝染病及び新型インフルエンザ等の処理体制について
は、対処計画等が策定され、資源循環局の役割が明確になりました。 

【課題】 
 アスベスト廃棄物の適正処理に関する徹底した指導が必要です。 
 未届のＰＣＢ廃棄物について保管状況等の実態を調査し、届出の提

出及び期間内に処理を行うこと等を指導する必要があります。 
 解体工事業者等が事業場の外で行う過剰保管に対する指導の充実

が必要です。 
 排出事業者に廃棄物熱回収施設を周知し、環境に配慮した廃棄物処

理を推進する必要があります。 
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排出事業者、処理業者、行政、市民の協働・連携の推進 
【取組状況】 

 市民向けリーフレットをイベント時に配布することで、市民生活と
産業廃棄物との関わりやリサイクルについての必要性を周知しま
した。 

 一般廃棄物対策課の配布リーフレット(事業系ごみと資源物の分け
方)に産業廃棄物の処理についても記載し、共通の冊子としました。 

 一般廃棄物と産業廃棄物を排出する事業者に対する合同での立入
調査や説明会を実施することにより、統一的な指導を行いました。 

 一般廃棄物と産業廃棄物を取り扱う処理業者に対して、合同で立入
調査を実施し、廃棄物の適正処理に対して統一的な指導をしました。 

 関東甲信越地区産業廃棄物処理対策連絡協議会等に参加し、情報交
換を行いました。 

【課題】 
 産業廃棄物に関する近隣自治体との連携を深めるため、引き続き、

周辺自治体、大都市間での情報交換を行っていくことが必要です。 
 一般廃棄物対策課と連携して実施している合同立入調査等の指導

を継続することが必要です。 
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第6節 産業廃棄物をめぐる第 6 次処理指導計画策定以
降の動向 

1 国の動向 
災害廃棄物対策指針 

・平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の経験を踏まえ、都道府県及び市町村に
おける災害廃棄物処理計画の作成に資することを目的に、今後発生が予測され
る大規模地震等による被害を抑止・軽減するための災害予防、さらに発生した
災害廃棄物(避難所ごみ等を含む)の処理を適正かつ迅速に行うための応急対策、
復旧・復興対策における必要事項の指針として、国により「災害廃棄物対策指
針」が平成 26 年 3 月に策定されました。 
 

 



第２章 第７次処理指導計画策定の背景 

16 
 

16 

 

関係法令の目的を踏まえた上で、必要な手続きの 

精査及び担当部署との手続き等の調整 等 
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ＰＣＢ特措法及びＰＣＢ廃棄物処理基本計画 
・平成 24 年 12 月にＰＣＢ特措法施行令が改正され、ＰＣＢ廃棄物の処分の期
限が平成 39 年３月 31 日までとされました。 
・また、平成 26 年 6 月にはＰＣＢ特措法第６条に基づく「ＰＣＢ廃棄物処理基
本計画」が変更されました。 
 

表 5 PCB廃棄物処理基本計画の主な変更内容 
今後の処理体制 
○高圧トランス・コンデンサ等及び安定器等・汚染物 
 ・安全操業を第一としつつ、一日でも早期に処理 
 ・ＪＥＳＣＯの５事業場の長所を生かし、処理能力を相互に活用 
 ・安定器等・汚染物の処理については、北九州事業場及び北海道事業場を活用 
 ・計画的処理完了期限、事業終了準備期間を設け、最長でも平成 37 年度までに処理を完了 
○微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等 
 ・環境大臣による無害化認定制度、都道府県知事の許可制度を活用 
 
主な取組 
○ＪＥＳＣＯにおける安全を第一とした適正かつ確実な処理 
 ・施設の経年劣化を考慮し、長期設備保全計画の策定とこれに基づく設備の点検・補修・

更新（国による資金の補助）、日常的な工程改善 
○一日でも早い処理完了に向けた処理促進策 
 ・都道府県市、国、ＪＥＳＣＯ、電気保安関係の事業者等が協力し、未処理事業者の一覧

表の作成、処理時期の確認及び計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等の 
実施 

 ・処理費用の負担能力が低い保管事業者への支援及び意図的に処理委託を行わない者への
対策検討 

○使用中の微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理 
 ・処理がさらに合理的に進むよう検討（課電自然循環洗浄法等） 
 
計画の変更により、高濃度ＰＣＢの処理期間を平成 37 年度までとし、ストックホルム条
約で求められている年限（平成 40年）までに処理を完了することが可能となる。 
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2 横浜市の動向 
横浜市基本構想（長期ビジョン） 

・横浜市基本構想（平成 18 年６月）は、概ね 20 年間(2025 年頃まで）を展望
し、横浜を支える全ての人々が、課題を共有しながら取り組んでいくための基
本的な指針となる構想であり、都市像として「市民力と創造力により新しい『横
浜らしさ』を生み出す都市」を示しています。 
・この都市像を支える５つの柱の一つとして「市民の知恵がつくる環境行動都
市」を掲げており、その実現の方向性と取組「⑧地球にやさしい都市環境を未
来へ引き継ごう」において「廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を進め、持
続可能な循環型社会を目指しましょう。」と示されています。 

 
 

  

地球にやさしい都市環境を未来へ引き継ごう  ８ 

ア 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を進め、持続可能な循環型社会を目指し
ましょう。 

地球環境に配慮した質の高い都市環境を創造し、未来へ引き継いでいくためには、
一人ひとりが環境問題を考え、行動するとともに、様々な主体が協働して取り組むこ
とが重要です。 

横浜市基本構想（抜粋） 
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横浜市地震防災戦略 
・平成 24 年 10 月に公表された「横浜市地震被害想定調査結果報告書」に基づ
き、本市域に最も被害をもたらす恐れのある地震の人的・物的被害に対する減
災目標、及びその達成のために必要な施策に係る具体的な目標と達成時期を明
らかにし、被害軽減のための対策を効果的・効率的に推進していくことを目的
として、平成 25 年４月に「横浜市地震防災戦略」を策定しました。 
・各種対策を実施するなかで、被災数を限りなくゼロに近づけることを目指し
ますが、10 年後の平成 34 年度における減災目標については、実現可能性など
を考慮し、３つの基本目標と９つの目標として定め、それぞれの目標達成のた
めの施策及び行動計画を設定しています。 
・「行動計画 30 速やかな経済再生」には、災害廃棄物を迅速に処理する方法
について検討し、必要な事前準備を行うことが設定されています。 

 
表 6 横浜市地震被害想定調査結果一覧（抜粋） 

被害項目 被害単位 
元禄型 

関東地震 
東京湾 

北部地震 
南海トラフ 
巨大地震 

災害廃棄物 発生量（万ｍ３） 1,670 362 273 
 

表 7 横浜市地震防災戦略（抜粋） 
基本目標Ⅲ 被災者の支援と早期復興を図る 

施策Ⅲ－４ 速やかな経済再生・復興に向けた取組 
行動計画 30 速やかな経済再生 

仮置場、仮設処理施設の設置など、災害廃棄物を迅速に処理する
方法について検討し、必要な事前準備を行います。 

主な事業（主管する局） 
災害廃棄物の処理手順等の整備（資源循環局） 
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第7節 第７次処理指導計画に向けての課題 
「横浜市の産業廃棄物発生量の将来予測」、「国の法制度及び計画等の動向」、

「横浜市の計画等の動向」、「第６次処理指導計画の取組状況」を踏まえて、第
７次処理指導計画に向けた課題を次のように整理しました。 

1 最終処分量の削減 
「第２章 第２節 ３ 再生利用量、減量化量及び最終処分量の予測」によれば、

平成 32 年度の最終処分量は平成 24 年度実績に比べて減少する見込みですが、
循環型社会を実現していくために、最終処分量のより一層の削減指導を継続し
ていく必要があります。 

2 有害廃棄物の適正処理 
アスベスト廃棄物やＰＣＢ廃棄物等の有害廃棄物は、環境への深刻な影響を

及ぼすおそれがあるため、事業者に対する適正処理指導を徹底する必要があり
ます。 

3 建設系廃棄物の適正処理 
解体工事に伴って排出される建設系廃棄物については、市街化調整区域等の

資材置き場で過剰に保管されているケースが見受けられるため、事業者に対す
る保管基準の遵守等の指導を徹底する必要があります。 

4 災害廃棄物対策 
大規模災害が発生した場合に膨大に排出される災害廃棄物の処理を適正かつ

迅速に行うために、平時にその対策を取りまとめておくことが必要です。 

  




