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第１回  徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画市民会議  議事録 

 

【日時】平成 30年７月 27日（金）  14時 00分～15時 30分 

【場所】徳島市中央公民館 ３階 302会議室 

【出席者】 

委    員： 

№ 氏名 役職等 備考 

1 木戸口 善行 徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授  

2 上月 康則 徳島大学環境防災研究 センター教授  

3 奥嶋 政嗣 徳島大学大学院社会産業理工学研究部准教授  

4 島田 和男 徳島市コミュニティ連絡協議会会長  

5 森  光子 徳島市環境衛生組合連合会会長  

6 福良 隆之 地元代表委員（飯谷町）  

7 福村 和則 地元代表委員（多家良町）  

8 津嘉山 郁子 公募委員  

9 名川 拓男 公募委員  

10 林  政憲 公募委員  

11 黒川  義 徳島市市民環境部長  

事 務 局 ：（徳島市）平山第一副市長、大澤副部長、谷口室長、井坂室長補佐、 

       服部主任主査兼係長、大中係長、太田主査、辻主査 

    （オブザーバー）パシフィックコンサルタンツ株式会社 枝澤 

傍 聴 者 ：９名 

報道関係者：８名（ＮＨＫ、四国放送ほか） 

 

【欠席者】 

委    員： 

 なし   

 

【配布資料】 

・ 次第 

・ 出席者名簿 

・ 席次表 

・ 議題１～５ 

・ 資料１ 
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1  開会 

事務局  ：定刻となりましたので、只今より第１回の「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画 

市民会議」を始めます。 

開会に先立ちまして、徳島市を代表しまして平山元第一副市長より、ご挨拶を申しあげま

す。 

平山副市長：みなさん、こんにちは。本当に歴史的な暑さの続く毎日ですが、皆さんはいかがお過ごし

でしょうか？本来でしたら遠藤彰良市長が参りまして、皆様方にご挨拶をしなければなら

ないのですが、本日どうしても公務と重なりまして、第一副市長の平山と申します、代わ

りまして、一言ご挨拶を申し上げます。まず始めに、委員の皆様方に置かれましては、日

ごろより廃棄物行政のみならず、市政全般に渡りまして、多大なるご理解、ご協力を賜っ

ておりますことに厚くお礼を申し上げます。また、この度は徳島市一般廃棄物中間処理施

設整備基本計画市民会議の委員に快く、ご就任を頂きまして重ねてお礼を申し上げるとこ

ろでございます。本当にありがとうございます。 

さて、徳島市におきましては皆さんご存知のとおり、現在、論田の東部環境事業所それか

ら、国府の西部環境事業所の２箇所で一般廃棄物の焼却処理を行っておりますが東部環境

事業所におきましては、稼働してからすでに 38 年、西部環境事業所につきましては稼働

してから 26 年が経過しております。一般的には焼却炉の寿命というのは 20 年～25 年と

いわれておりまして、更新時期が非常に急がれるところでございます。本市におきまして

も、施設の更新というのは喫緊の課題であると、という風に認識しているということでご

ざいます。 

こうした中におきまして、ごみ施設の整備におきましては、多額の事業費がかかります、

そして、効率性、それから環境への配慮を求められているところでございますが、この様

な中、同じような課題を抱える自治体、小松島市、勝浦町、石井町、松茂町、ならびに北

島町とともに飯谷町、枇杷久保施設整備の最有力候補地として新たなごみ処理施設の広域

整備を検討しているところでございます。現在の状況といたしましては、平成 28 年 11

月に最有力候補地を決定し、地元説明会等を開催しました際に、地元の皆さんからは「ど

ういった施設になるのかがわからなければ、賛成も反対も出来ない」という風なご意見が

多数ございました。仮に最有力候補地で施設整備を進めるとした場合には、どういった施

設になるのか、また、施設の整備内容をもっと詳細にお示しすべく、昨年度から施設整備

基本計画の策定に取り組んでいるところでございます。本日、第 1回の開催にいたりまし

た一般廃棄物中間処理施設整備基本計画市民会議におきましては、あらためて皆様のお知

恵をお借りし、現在策定中の施設整備計画の素案につきまして検証していただければと存

じております。色々な角度から、活発なご議論をいただき、また貴重なご意見も賜ります

よう、お願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

事務局  ：平山副市長におきましては、公務の都合がございますので、ここで退席させていただきま

す。 

平山副市長：よろしくお願いします。 

（副市長退席） 
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2  出席者自己紹介 

事務局  ：今回、第 1回の会議になりますので、委員のみなさまにおかれましては初顔合わせとなり

ます。つきましては、出席者の簡単な自己紹介をお願いできればと思います。それでは、

木戸口委員より右手方向によろしくお願いします。 

木戸口委員：今回、委員にご指名いただきました徳島大学の木戸口です。よろしくお願いします。 

上月委員 ：徳島大学環境防災研究センターの上月と申します。よろしくお願いします。 

奥嶋委員 ：徳島大学大学院社会産業理工学研究部の奥嶋と申します。よろしくお願いします。 

島田委員 ：徳島市コミュニティ連絡協議会会長の島田和男と申します。よろしくお願いします。 

森委員  ：徳島市環境衛生組合連合会会長、森光子です。 

福良委員 ：40年間全国区の金融機関に勤務いたしまして、平成 28年 8月 3日に 40年ぶりに徳島に帰

ってまいりました。平成 28 年 11 月に飯谷町枇杷ノ久保が候補地だと報道がされました、

その枇杷ノ久保の近接地に居住しております。福良と申します。どうぞよろしくお願いし

ます。 

福村委員 ：福村和則と申します。年齢は 66 歳です。一般の会社員を定年しまして、今農業に従事し

ています。この関係では連合協議会の多家良地区の会長をやらせて頂いております。多家

良地区の連合協議会としましては、今、福良さんからご説明が有りました飯谷地区、多家

良、八多、丈六、渋野、５つの地区の地域に跨っておりまして、いわゆる地元というとこ

ろに位置しております。一緒に並行して多家良町の協議会長もやらせて頂いております。

よろしくお願いします。 

津嘉山委員：徳島市八万町から参りました津嘉山と申します。2006年から産業廃棄物安定型処分場の問

題に関わったり、拝原の処分場の問題に関わることによって、ごみ問題とかに関心を持た

ざるを得なくなりました。その他環境問題で色々、川とかですね、やっております。よろ

しくお願いします。 

名川委員 ：今回公募委員として徳島文理大学総合政策学部 1 年として来ました名川拓男と申します。

自分は徳島県の出身ではないのですが、私の地元の高知県でも、今、新産業廃棄物の処理

場の候補地が選定されているところで、そういったこともあってごみ問題について興味が

あったので、今回の会議に出席させて頂くことになりました。よろしくお願いします。 

林委員  ：この度公募委員として出席させて頂く林でございます。私はしらさぎ台に住んでおりまし

て、ごみの問題含めて処分場の問題、色々有りますが、それに関心が有りまして、私の拙

い今までの経験、私は機械の方が専門でございますので、そういう中から色んなことがま

た私も勉強させて貰えたらと思います。ひとつよろしくお願い致します。 

黒川委員 ：徳島市市民環境部長の黒川です。日ごろ大変お世話になっております。よろしくお願い致

します。 

事務局  ：続きまして、今回の基本計画策定にあたり、ご尽力をいただき、本日オブザーバーとして

参加いただいております、パシフィックコンサルタンツ株式会社様より簡単なご挨拶をお

願い致します。 

コンサル ：パシフィックコンサルタンツの枝澤と申します。今回一般廃棄物中間処理施設整備基本計

画の策定のお手伝いをさせて頂いております。よろしくお願い致します。 

事務局  ：最後に、徳島市理事者及び事務局の紹介をさせていただきます。 
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大澤徳島市市民環境部副部長でございます。 

谷口徳島市市民環境部環境施設整備室長でございます。 

井坂徳島市市民環境部環境施設整備室室長補佐でございます。 

服部徳島市市民環境部環境施設整備室主任主査兼係長でございます。 

太田徳島市市民環境部環境施設整備室主査でございます。 

辻徳島市市民環境部環境施設整備主査でございます。 

最後になりましたが、本日の進行を勤めます、徳島市市民環境部環境施設整備室係長の大

中と申します。 

事務局  ：続いて、本日配付しております書類につきまして、ご確認をお願いします。 

本日の次第、委員名簿、席次表と、議題１～５－１、２までお付けしております。 

そして、議題５－１の次に資料１を付けさせていただいております。 

これに加えまして、委員の皆様には、当市民会議の委員委嘱通知を準備させていただいて

おります。 

よろしいでしょうか。 

 

3  会長及び副会長選出 

事務局  ：それでは、お手元に配付しております、議題１の市民会議設置要綱をご覧ください。 

本会議の設置要綱第４条第１項に従いまして、会長・副会長の選任を行いたいと思います。 

設置要綱第４条第２項に基づき、会長は委員の互選となっておりますが、会長へのご推薦

はございますか。 

福良委員 ：よろしいでしょうか。福良でございます。ごみ施設の整備にかかる基本計画の市民会議と

いうことですので、会長にはその辺りの学識経験をお持ちの方が適任かと存じます。従い

まして私は燃焼工学を専門にされておられます木戸口先生にお願いできればと思います。

いかがでしょうか。 

全体   ：異議なし 

事務局  ：では、他におられないようですので、木戸口委員に会長職の就任をお願いさせていただい

てよろしいでしょうか。 

事務局  ：それでは木戸口委員、よろしくお願いいたします。 

木戸口会長：はい。 

事務局  ：続いて、副会長についてですが、同じく設置要綱第４条第３項により、会長の指名となっ

ておりますので、木戸口会長よりご指名お願いします。 

木戸口会長：はい、私の指名ということなので、この中から黒川委員にお願いしたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

全体   ：異議なし 

事務局  ：それでは、黒川委員を副会長に決定します。では、ここからの進行は、木戸口会長にお願

いしたいと思います。木戸口会長、お願いいたします。 

木戸口会長：はい。それでは、最初に一言だけ。会長に選出されました、木戸口でございます。よろし

くお願いいたします。この市民会議はですね、目的としましては、横に書いてありますが、

「環境と安全に配慮した施設の整備を推進する」というのを最終目標としておりまして、
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特に市民会議がそれの目標に対しまして、市民の意見を広く取り入れていくと、というこ

とを目的としています。皆さんのお力添えをいただきまして、市民の声を取り入れるとい

う目標が達するよう勤めてまいりたいと思います。ご協力よろしくお願い致します。 

 

4  議事 

（1）【議題１】市民会議設置要綱について 

木戸口会長：それでは、早速会議を開始いたします。まず、議題１「市民会議設置要綱」について、事

務局より説明をお願いします。 

事務局  ：では、議題１「市民会議設置要綱」について説明いたします。 

 議題１の「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画市民会議設置要綱」をお願いしま

す。第１条をご覧ください。 

 今回のこの会議の設置目的としましては、家庭や事務所等において日常生活の中から排出

されるごみのことを一般廃棄物といいますが、この一般廃棄物を焼却処理することで減容

化を図るためのごみ焼却施設や、資源ごみを分別することで資源化を行うリサイクルセン

ターといった中間処理を行うための施設を徳島市と周辺５市町（小松島市、勝浦町、石井

町、松茂町及び北島町）が共同での設置を予定しております。 

 その施設整備に係る基本計画を定めるにあたり、環境と安全に配慮した施設の整備を進め

る観点から、意見を広くお伺いするため、開催するものでございます。 

 第２条になりますが、この会議におきましては、基本計画（素案）の全般の案件説明を行

いますので、計画の策定に係る部分のうち、主に「ごみ処理の方法」や「環境の保全」に

関すること等について、ご意見を頂戴できればと考えております。 

 会の全体の進め方については、議題３で改めて説明を差し上げます。 

 この会議につきましては、第６条にも書いておりますが、原則公開で行いたいと考えてお

ります。会議の傍聴に関しては、議題２で説明させていただきますが、会議が円滑に進み

ますよう皆様のご協力のほど、よろしくお願いします。 

 その他の条文につきましては、規定等を定めたものでありますので、後ほどお目通しいた

だければと思います。 

 議題１につきましては、以上でございます。 

木戸口会長：ありがとうございました。今の要綱の内容及び説明について、ご意見等ございませんでし

ょうか。 

全体   ：意見なし 

木戸口会長：よろしいですか。では、この要綱に基づいて進めていくということにしたいと思います。 

 

（2）【議題２】市民会議傍聴要領について 

木戸口会長：議題２「市民会議傍聴要領」について、事務局より説明をお願いします。 

事務局  ：では、議題２「市民会議傍聴要領」について説明いたします。 

 今回、市民会議を実施するにあたり、議題１でも取り扱いました設置要綱の第６条にも
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ありましたとおり、公開での開催としております。 

 会議の公開にあたりまして、傍聴を希望される方に守っていただきたいことを、今回「傍

聴要領」として定めることとしました。各項目を簡単に説明します。 

 第２条としまして、市民会議の開催の周知につきましては、会議の日程調整や広報掲載

締切等の関係もあり、ホームページを主な手段とさせていただきたいと考えております。

その中で、日時・会場・議題に加えて、会場のサイズにあわせた定員等もお示ししたい

と考えております。 

 第３条でございますが、今回の施設が徳島市を含めた６市町の施設ということもありま

すので、市民会議の傍聴人につきましては、６市町に住所を有する方に限定させていた

だいており、傍聴を希望される方につきましては、今回の会議の開始前に入口において、

受付簿の記載をお願いしているところであります。 

 第４条において、傍聴の定員は上限 10人とさせていただいており、定員を超える場合は

先着順での受付となります。 

 第６条及び第７条におきまして、傍聴人の入室時の禁止事項や傍聴席での禁止事項を示

しており、第８条においては、傍聴人の録音・傍聴人の皆様には、「市民会議を傍聴され

る皆様へ」として、注意書きをお渡ししております。 

 なお、第９条におきまして、会議が議事の内容上、非公開となります場合は、速やかに

退出をお願いする場合もございます。その際は、手荷物等のお忘れ物を無きようお願い

します。もし、それらの案件をお守りいただけない場合は、係員より注意させていただ

き、それでもなお続けられる場合は、退出をお願いする場合もございます。円滑な進行

のため、ご協力をお願いします。 

 今回定めました「傍聴要領」につきまして、市民会議において、追認という形になります

が、確認いただければと考えております。よろしくお願いします。 

 議題２については、以上となります。 

木戸口会長：ありがとうございました。この要領について、何かご質問あるいはご意見等ございますか。 

津嘉山委員：座ってで、よろしいでしょうか。傍聴人の人数が上限 10人くらいと言われているが、6市

町から受け入れるとなると非常に少ない数だと思います。私の周りでも聞きたいという方

がいますし。今日はどれぐらいの方が入ったのか、入れなかったのかわかりませんか。 

黒川副会長 ：今日は 9人来られていて、10人の枠の中には入っています。 

津嘉山委員：今日はこれですけど、もう少し増えた場合、ルールを和らげるとか広げるとか、そういう

お考えはないでしょうか。できましたら、委員にはなれなかったけど意欲を持っている方

はたくさんいらっしゃるので、出来るだけ受け入れていただけるような形をお願いしたい

と思います。 

木戸口会長：今、人数の話が出ましたけど、人数に関しては他にご意見ありますか。 

全体   ：意見なし 

木戸口会長：では、人数を増やしたらどうかというご意見に対してですが、まず事務的に可能かどうか

というところはどうでしょうか。 

事務局  ：今日の会場は特に広い会場ですが、毎回この会場が確保できるかがわかりかねるところが

あります。後の会場はもっと狭いところもあり、多めに設定して、多くの方が来られた結

果、入れずに帰ってもらうことになるのは、我々としても残念なことですので、10人とい
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うのが適正サイズかと、今のところ考えております。 

津嘉山委員：徳島市の会場が取りにくいことは重々わかっているんですけど、それでも広めの会場を出

来るだけ取ってもらえるように心がけていただきたいと思います。 

木戸口会長：その場合、10人を超えるということはいけるんですか。 

事務局  ：多めの定員にして、それを見越して大勢の方が来られて、結果多くの方に帰ってもらうと

いうことは非常に心苦しい。 

木戸口会長：そうですね。要領の中で 10 人を多い人数で書くと、逆に迷惑をかけてしまうのではない

かと思いますが、どうですかね。 

黒川副会長 ：どこかでの上限は定めておかないといけないので、今回は 10 名を上限として定めたも

のです。 

津嘉山委員：柔軟性はないんですか。 

事務局  ：それをしてしまうと、1～2名であふれた人が、入れる、入れないの話でトラブルの元とな

るので一応線引きをしたいと考えております。 

津嘉山委員：先着順ということですか。 

黒川副会長 ：先着順です。 

津嘉山委員：整備計画の要綱で書いてあるとおり、「市民及び認識者の意見を広く取り入れる」とあり

ますので、ご配慮ください。 

木戸口会長：この場合の「広く」という意味は、人数の多い少ないというより、いろんな分野からの認

識者の意味の広くということでもあると思います。 

津嘉山委員：はい。 

木戸口会長：どうですか。10人でよろしいですか。 

奥嶋委員 ：議事録は公開されるんですかね。どういう議論が行われているかはそちらでも確認できる

のではないんですか。 

津嘉山委員：ホームページで公開されるということですか。参加者には私たちと同じ資料が渡されてい

るんですか。 

事務局  ：同じ資料をお配りしています。 

津嘉山委員：毎回、こういう形ですか。 

事務局  ：毎回です。 

木戸口会長：では、この要領に基づき 10人ということでよろしいですか。 

全体   ：異議なし 

木戸口会長：それ以外にご意見ありますか。 

全体   ：意見なし 

木戸口会長：よろしいですね。本日の会議ですが、市民会議設置要綱の第 6条にありますように、先ほ

どご説明ありましたように、公開するということで、ご異議ございませんでしょうか。 

全体   ：異議なし 

木戸口会長：では、本日の会議を公開するということで進めたいと思います。 

 

（3）【議題３】市民会議の開催スケジュールについて 

木戸口会長：続いて、議題３「市民会議の開催スケジュール」について説明をお願いします。 
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事務局  ：議題３「市民会議の開催スケジュール」について説明いたします。 

 本日の会議におきましては、今後作成予定である基本計画（素案）の項目案の提示に加え

まして、一般廃棄物の中間処理に係る現況説明及び今年の５月、６月に行われた住民説明

会で用いた資料によりまして、計画に係る基本的事項を説明したいと考えております。 

 第２回～第４回の市民会議におきましては、基本計画の素案の完成部分をお示ししながら、

これまでの検討経過を説明すると共に、内容の協議をお願いしたいと考えております。 

 また、それと並行しまして、今後の施設整備に向けて、広く住民が利用できる環境学習施

設やリサイクル体験施設といった「環境学習施設の検討」、景観や緑化といった「周辺環

境に係る検討」、また災害時における災害拠点としての活用も視野に入れた「防災対応に

係る検討」も行えればと考えております。 

 これらの検討を進め、11 月に開催予定の第５回会議において、一般廃棄物中間処理施設

整備基本計画の素案を完成させたいと考えております。 

 その後、これまでの成果として、議会報告を行った後、素案に係る意見を広く求めるため、

パブリックコメントを約１ヶ月の期間で実施し、終了後に第６回の市民会議を行いまして、

パブリックコメントの結果を報告すると共に、その修正を行った計画案の策定につなげた

いと考えております。 

 非常に短い期間に、ご協議いただくことになりますが、よろしくお願いいたします。 

 議題３につきましては、以上となります。 

木戸口会長：はい。今のスケジュールについて、何かご意見・ご質問等ございますか。 

福村委員 ：結構短いようなスケジュールかと思うのですが、その中で私どもの方を含めて各地区の方

で住民説明会等が行われてきたかと思うのですが、そういったものが基本的な形でベース

になるということでしょうか。 

事務局  ：おっしゃるとおりです。この 5 月、6 月に基本的事項として骨の部分をご説明いたしまし

た。今後第 2 回から第 4 回でお示ししますのは、それに肉を付けてより詳しく説明してい

くといった内容になると思います。 

木戸口会長：よろしいでしょうか。他にご意見等ございませんでしょうか。 

全体   ：意見なし 

木戸口会長：次回以降については、これらのスケジュールに沿って、議論を進めていくとのことですの

で、委員の皆様におかれましては、このスケジュールをもう一度確認しておいていただく

ようお願いします。 

 

（4）【議題４】一般廃棄物中間処理施設整備基本計画について 

木戸口会長：続いて、議題４「一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」について説明をお願いします。 

事務局  ：では、議題４「一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」について説明いたします。 

 議題４をご覧ください。こちらにお示ししておりますのが、今回策定を予定しております、

「一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」の掲載予定項目を整理したものであります。 

 他都市の事例を参考に、構成しており、施設の整備にあたり目的や現状、これまでの検討

経過を記した「計画の目的と背景」・目標年度や処理対象品目等を記した「基本事項」・排

出量の実績や将来予測を求める「ごみ量・ごみ質の設定」・中継施設や搬入出ルートを考
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える「収集運搬効率について」・ごみ量の将来予測に基づき、新施設の処理量や施設規模、

最終処分方法等を検討する「施設規模の算出」・可燃物の処理方法について勘案する「燃

やせるごみの処理方式」・不燃物や粗大ごみ等の処理法方法についての検討を実施する「燃

やせるごみ以外の処理方式」・廃棄物処理にあたって排出される排ガス等についての基準

を検討する「環境保全目標値の検討」・炉の系列数や環境保全目標値を遵守するための対

策、その他余熱利用計画や配置計画に加え、環境学習や防災機能について検討する「施設

整備計画」・事業の運営方式の提案や概算事業費、今後の整備に向けたスケジュールを示

した「事業計画の検討」の全 10章で構成されております。 

 先程、議題３で説明させていただいたとおり、次回以降の市民会議におきまして、章ごと

の内容について、お示しさせていただくとともに、その決定に至る過程を説明させていた

だき、議論を深めていければと考えております。限りある時間の中での議論となりますが、

よろしくお願いします。 

 議題４につきましては、以上となります。 

木戸口会長：今の説明に対して、ご意見・ご質問等ございますか。 

福村委員 ：今、最初にご説明があったかと思うのですが、この内容というのは他都市の事例を参考に

した基本計画というふうに聞きましたが、私の聞き間違いでしょうか。 

事務局  ：はい、他都市の事例を参考に構成しております。 

福村委員 ：ありがとうございました。 

津嘉山委員：会議の資料とか、会議の開催についてホームページで名称とか場所とかそういうことが書

かれていますが、今日頂いたような資料は、今日ここに来て初めて見るわけですよね。こ

れを一週間ぐらい前に手元に届くというようなことはできないでしょうか。 

事務局  ：すみません。今回は初回ということもあり、事前にお届けすることができませんでした。

次回からは予め郵送でお送りしたいと思います。 

津嘉山委員：よろしくお願い致します。 

木戸口会長：資料は事前配布という形になることになります。他にいかがでしょうか。 

全体   ：意見なし 

木戸口会長：よろしいですね。「一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」については、次回以降主に章

単位での議論を進めるとのことですので、よろしくお願いします。 

 

（5）【議題５】一般廃棄物中間処理施設の現況及び基本計画に係る 

基本的事項について 

木戸口会長：次に、議題５「一般廃棄物中間処理施設の現況及び基本計画に係る基本的事項」について、

まず事務局の方から説明をお願いします。 

事務局  ：はい。議題５「一般廃棄物中間処理施設の現況及び基本計画に係る基本的事項」について

説明いたします。 

 まず、議題５－１をお願いします。 

 一般廃棄物中間処理施設の現況ということで、今回の「一般廃棄物中間処理施設整備基本

計画」の「第１ 計画の目的と背景」の現時点での素案を付けさせていただいております。
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p.1をご覧ください。２の「現有ごみ処理施設の概要」におきまして、徳島市及び周辺５

市町のごみ焼却施設の現況をお示ししております。各施設におきまして、供用開始から

19 年～40 年もの期間が経過しており、概ね 20 年～25 年程度といわれている施設の廃止

や長寿命化策を行うべき年数を大幅に超過している施設が大半を占めております。 

 p.2をお願いします。下段におきまして、関係６市町のリサイクルセンターの状況をお示

ししております。徳島市、小松島市におきましては、現在不燃物のリサイクル施設を持っ

ておらず、民間業者に委託している状態となっております。 

 p.3をお願いします。上段には、これまでの施設整備に向けての検討経過を記しておりま

す。本市と周辺５市町の協議の中で、徳島市内に新施設を徳島市主体で整備すること、周

辺５市町は新施設の広域処理に係る事務を徳島市に委託する「事務委託方式」を採用する

ことで合意しているところであります。下段には、４ 新施設建設最有力候補地の概要を

お示ししております。 

 資料１をご覧ください。こちらに現在の最有力候補地の所在地や候補地の現況につきまし

て写真を付けさせていただいております。 

 p.4をお願いします。p.4以降につきましては、５ 現状のごみ処理体系の(1)「関係自治

体の現在のごみ処理体系」としまして、現在の関係６市町におけるごみの収集体系につい

て、記載しております。 

 p.16をお願いします。こちらでは、(2)「現在のごみ分別区分及び収集方法」としまして、

各市町のごみの分別及び収集方法を表にまとめております。可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ご

み、資源ごみについて、現況を書かせていただいておりますが、各表の下段におきまして、

現時点において、６市町での分別区分が異なる案件について、ピックアップしております。

これらにつきましては、新施設の整備において、統一を図っていくべき案件と考えており、

現在廃棄物に係る行政担当者間で協議を進めております。結果については、基本計画に反

映させることを考えており、次回以降の市民会議でお示ししたいと考えております。 

 続いて、議題５－２をお願いします。こちらが、今年５月～６月に多家良地区で行いまし

た住民説明会において、使用しました基本計画における基本的事項を定めた「ごみ処理施

設の整備について」の本編部分となります。内容について、簡単に説明させていただきま

す。 

 ３ページをお願いします。まず、１の基本方針ですが、この基本方針は、一般廃棄物中間

処理施設の整備にあたり、どういった考え方で施設を整備していくかをお示しするもので

あり、５つの基本方針を整理しております。「(1) 環境に配慮した施設」では、本施設を

ダイオキシン類等の汚染物質の排出や騒音・振動等の環境負荷を低減した施設とすること

や、周辺環境との調和に配慮した施設とすること、また、ごみを再生利用するマテリアル

リサイクル及びごみから熱を回収するサーマルリサイクル等を積極的に行う施設とする

こと、ごみ減量化等の啓発・学習拠点及びリサイクル推進の活動拠点となる施設とするこ

ととしています。「(2) ごみを安全・安定的に処理できる施設」では、事故が起こらない

よう安全性には万全を期し、関係自治体のごみを長期間にわたり、安定して処理できる施

設とすることとしています。 

 ４ページをお願いします。「(3) 経済性に優れた施設」では、本施設においては、建設費

だけでなく、維持管理費までの費用を考慮したうえで、経済性に優れた施設とすることと
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しています。「(4) 災害に強い施設」では、この施設を南海トラフ巨大地震をはじめ、様々

な自然災害時にも安定した運転ができる施設とするとともに、災害発生時に、災害廃棄物

処理の拠点となる施設とすることとしています。「(5) 社会情勢等の変化に柔軟な対応が

できる施設」として、今後長期に渡り、施設を運転・維持管理していくなかで起こりうる

社会情勢及び環境基準等の変化に柔軟な対応ができる施設とすることとしています。 

 ５ページをお願いします。２ 基本項目となります。(1)「整備しようとする施設」は、

燃やせるごみ等の可燃物を燃やし、その熱を回収し、発電に利用する熱回収施設と、燃や

せないごみや資源ごみの選別、一時保管等を行うリサイクルセンターを予定しています。

また、ごみ減量学習や、リサイクル活動拠点の機能を有した付属施設については、市民会

議を通して検討していきたいと考えております。(2)の「基準年度・目標年度」ですが、

基準年度は、直近の実績をベースとするため、平成 28 年度としています。また、目標年

度は、今後の人口減少やごみ減量化への取組により、２市４町のごみ量は年々減少し、施

設の竣工時が最大となることが想定されますので、施設竣工の目標にしている９年後の平

成 39年度として、この案をとりまとめております。(3)「処理対象ごみ」につきましては、

①の熱回収施設（ごみ焼却施設）では、(ｱ) 燃やせるごみ、(ｲ) し尿処理施設からの脱水

汚泥、(ｳ) リサイクルセンターからの可燃残渣及び(ｴ) 災害廃棄物 の４品目を処理の対

象とします。 

 ６ページをお願いします。また、②のリサイクルセンターでは、(ｱ) 金属類、ガラス類及

び陶磁器等の燃やせないごみ、(ｲ) 家電製品類、家具類、寝具類及び自転車等の粗大ごみ、

(ｳ) 缶・びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙類、古着・布類等の資源ごみ、

(ｴ) 乾電池、水銀体温計、電球・蛍光灯等の有害ごみの４つの品目を対象としています。 

 次に７ページをお願いします。３ ごみ量設定及び施設規模でございますが、(1)将来ご

み排出量につきましては、災害廃棄物を除くごみ排出量を、施設稼働後最大となる目標年

度の将来ごみ排出量として、関係自治体において「一般廃棄物処理基本計画」で掲げる減

量目標値相当まで削減することを前提に設定しており、基準年度から約 18％減量化した

年間 11万 4,400トンに設定しております。 

 ８ページをお願いします。(2)新施設の計画処理量につきましては、目標年度の計画処理

量で、① 熱回収施設（ごみ焼却施設）では、燃やせるごみが年間 8万 5,479トン、し尿

汚泥が年間3,410トン及びリサイクルセンターからの可燃残渣が年間3,936トンの合計で

年間 9万 2,825トンとなることを想定しています。② リサイクルセンターでは、ライン

処理として、燃やせないごみ、粗大ごみのほか資源ごみでは缶・びん、ペットボトル、プ

ラスチック製容器包装について、それぞれ選別ラインを設け、年間 1万 4,793トンを処理

します。また、ストックヤードでは、紙類、古着・布類の資源ごみや有害ごみの保管場所

を設け、年間 406トンを保管しますので、合計で年間 1万 5,199トンとなる見込みです。 

 ９ページをお願いします。(3) 新施設の施設規模ですが、① 熱回収施設の施設規模は、

先程の目標年度の計画年間処理量 9万 2,825トンを年間稼働日数の 280日で割り、さらに

予定外の故障を考慮した係数 0.96で割って算出した算定規模として、日量 346 トンとな

ります。さらに、災害廃棄物分として、し尿汚泥を除く燃やせるごみ量の約 15％の日量

50トンを見込みまして、施設規模としましては、最大日量 396トンとします。 

 10 ページをお願いします。② リサイクルセンターの施設規模は、ライン処理分が計画
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年間処理量 1 万 4,793 トンを年間稼働日数の 250 日で割り、繁忙期の量を補正する係数

1.15を乗じて算出しますと、日量 68トン、ストックヤードも同様に算出しまして日量２

トンで、合計は日量 70トンとします。 

 11 ページをお願いします。(4) 資源化量及びリサイクル率ですが、リサイクルセンター

で金属類やびん、ペットボトル等の再生利用や、熱回収施設で焼却残渣の資源化を進める

ことで、目標年度のごみ排出量、年間 11 万 4,400トンに対しまして、資源化できる総量

は年間 2万 9,262トン、リサイクル率にして 25.6％に引き上げる見込みです。 

 次に 12 ページをお願いします。４ 処理方式等の検討についてですが、(1) 熱回収施設

の①処理方式は、下に図を載せていますが、他都市において採用実績のある「ストーカ式」

及び「ガス化溶融のシャフト炉式と流動床式」の３つを比較検討しました。その結果、建

設費・維持管理補修費が安価で、維持管理が容易であり、他都市において近年の採用実績

が多い「ストーカ式」としています。 

 13 ページをお願いします。②の系列数については、将来のごみ量の減少時の操炉や故障

発生時に柔軟に対応しやすく、他都市においても新施設と同等規模において採用実績が多

い「３炉」とします。中段の表は、他都市のストーカ炉の系列数（炉数）の採用状況を掲

載しています。今回の徳島市及び周辺５市町の事例のように関係自治体で唯一の施設、単

独施設となる場合は、３炉の採用実績が多くなっています。 

 14 ページをお願いします。③で熱回収施設の処理の流れを先進施設で想定される施設規

模が似ている船橋市北部清掃工場の例を引用してご説明します。収集したごみは、図の左

側になりますが、①のプラットホームから、②のごみピットへ投入されます。ごみピット

に貯まったごみは上のごみクレーンで均等になるよう撹拌し、ごみ投入ホッパから③の焼

却炉へ投入します。炉内へ入ったごみは、850℃以上の高温で燃焼し、ごみの臭気成分さ

えも熱分解させます。また、その熱を利用しまして、④のボイラーで湯を沸かし、その蒸

気を利用して、⑤の蒸気タービン発電設備で発電します。焼却時に発生する排ガスについ

ては、③の焼却炉から青矢印を通って右側の煙突から排出されますが、その過程で、ダイ

オキシン類や酸性ガス等の有害物質については、活性炭や消石灰を吹き付け、⑥の集じん

装置で除去します。⑧の触媒脱硝装置では、窒素酸化物を窒素と水に分解し、無害化させ

ます。 

 15 ページをお願いします。(2) リサイクルセンターの①処理方法ですが、リサイクルセ

ンターでは、ライン処理として、５つの選別ラインを設け、資源物は回収、可燃物は焼却

し、残りは処分します。５つのラインにつきましては、燃やせないごみ、粗大ごみにそれ

ぞれ処理ラインを設けるとともに、資源ごみでは、缶・びん、ペットボトル、プラスチッ

ク製容器包装についてそれぞれ処理ラインを設けます。また、ストックヤードとして、資

源ごみでは、紙類、古着・布類等、有害ごみとして、乾電池・水銀体温計、電球・蛍光灯

等を業者が引き取るまでの間、一時保管するスペースを設ける予定です。 

 16 ページをお願いします。16 ページについては、リサイクルセンターの処理の流れとし

て、エコパーク阿南の例を参考に載せております。それぞれの選別ラインにおいて、破砕・

選別によって、資源物の回収や可燃物等の選り分けを行う形が想定されます。 

 17 ページをお願いします。５ 排水処理方式ですが、新施設から発生する洗車排水等を

含むプラント排水は再利用し、無放流とします。 
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 先に 18 ページをご覧ください。水の流れを排水フロー図でお示ししています。プラント

排水ですが、例として掲載しているごみピットにおける汚水やボイラー排水等は、排水処

理設備を通して浄化し、洗車等に再利用するとともに、温度管理に利用するため、焼却炉

や減温塔に直接吹き込み、集じん装置等を通して不純物を除去したうえで、水蒸気として

煙突から排出する形を取ることにより、公共水域へは一切排水しない形をとります。 

 再び 17 ページに戻っていただきまして、トイレや洗面所、給湯室等から出る生活排水に

ついては合併処理浄化槽で処理後、公共水域へ放流します。放流量としては１日当たり

15ｍ３程度を想定しており、１世帯あたり４人家族で換算して 15 世帯分になりますが、

その放流に際しては、このあと説明させていただく環境保全目標値を遵守します。雨水に

ついては、公共水域へ放流しますが、一部は場内で樹木への散水等に利用します。 

 19 ページをお願いします。６ 環境保全目標ですが、新施設が環境保全のために目標と

する値を、本市では「環境保全目標値」と呼び、この「環境保全目標値」は、関係法令等

の規制値又はこれより厳しい自主規制値とします。まず、(1)の排ガスですが、新施設の

排ガスに係る環境保全目標値は、下の表にも載せておりますが、「大気汚染防止法」に基

づく「ばいじん」、「塩化水素」、「硫黄酸化物」、「窒素酸化物」や「水銀」、「ダイオキシン

類特別対策措置法」に基づく「ダイオキシン類」の各項目につきまして、全国的な設定値

の分布の中で最も多く採用されている値と同等、もしくはそれよりも低い値とします。た

だし、水銀に対する法規制は、平成 30 年度から採用となり、設定事例が無いことから、

法規制基準値を環境保全目標値とします。 

 20ページをお願いします。(2) 騒音に係る環境保全目標値は、「徳島県生活環境保全条例」

において定められている規制基準値を遵守します。先程説明しました公共水域へ放流する

排水に係る環境保全目標値については、「水質汚濁防止法」に基づく法規制基準値を遵守

するとともに「浄化槽法」による放流水の水質の技術上の基準値に準じます。振動に係る

環境保全目標値は、「振動規制法」において定められている法規制基準値の「第２種区域」

に準じます。悪臭に係る環境保全目標値は「悪臭防止法」において定められている法規制

基準値に準じます。 

 続いて 21 ページをお願いします。７ 配置計画ですが、下に新施設の配置図案をお示し

しております。施設等の配置場所につきましては、今後検討する付属施設等をどうするか

も踏まえて改めて検討しますが、県道新浜勝浦線（県道 212号線）から、濃い灰色で示し

ている部分を施設への進入道路とし、緑色とその内側の薄い灰色で塗りつぶした部分や水

色の調整池の部分の造成を予定しています。 

 22 ページをお願いします。８ 搬入出計画になります。(1)搬入出車両想定台数ですが、

新施設の目標年度における搬入出車両想定台数は、当該年度のごみ量や各市町での積替え

を考慮し、１日当たり 362台と見込んでいます。 

 23ページをお願いします。(2)の搬入出想定ルートの検討ですが、新施設への搬入出ルー

トは、下の図にもありますとおり、一部の地域を除き原則として、国道 55 号線の勝浦川

橋南詰から県道徳島上那賀線、県道 16号線を南下し、野上橋東詰に至るルートとします。

野上橋東詰より新施設への搬入出ルートについては、現時点では、県道徳島上那賀線を経

由し、候補地の上流に橋梁を新設するルートが望ましいと考えておりますが、今後、現地

調査等も踏まえて総合的に判断することとします。 
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 24 ページをお願いします。９ 概算事業費になりますが、(1) 施設建設費につきまして

は、① 建設工事費として、熱回収施設が約 322億円、リサイクルセンターが約 94億円、

合計で約 416億円となる見込みとなっております。これに、② 関連工事となります用地

造成や搬入出ルート整備等を含めた事業費は、約 445億円となる見込みです。ただし、こ

れらの事業費には、用地取得、電力・水道引込み工事及び周辺環境整備等の費用は含んで

おりません。 

 25ページをお願いします。(2) 維持管理費につきましては、年間約 12.4億円、また、(3) 

売電収入につきましては、年間約 4.4億円となる見込みです。 

 駆け足ですが、現時点での基本的事項について説明させていただきました。これらの案件

も基本計画に盛り込んでいくことになりますが、なぜこのような値になったかの決定の過

程は、次回以降の市民会議で説明を行いたいと考えております。 

 長くなりましたが、議題５は以上となります。 

木戸口会長：はい、ありがとうございます。丁寧にご説明して頂きました。議題５について、何かご意

見・ご質問等ございますか。 

福良委員 ：飯谷町の福良でございます。私は飯谷町枇杷ノ久保の近接に住んでおります。まず申し上

げたいのは実態把握という点を説明したいと思います。 

 今、候補地にあがっております枇杷ノ久保は、現在、一般廃棄物処理と産業廃棄物の処理、

市と県の許可を得て、旭鉱石株式会社が運営しております。今回の計画の中で一般廃棄物

は市が行っております。産業廃棄物は県です。したがいまして、共存できるのかという、

住民の切なる思いがあります。というのは産業廃棄物処理の中で、過去に冬の北西の風が

吹いた時、悪臭が漂うということで、住民からの非常に大きな苦情が出たことがあります。

それから、健康被害を訴えたり、消防署に届け出たり、警察に連絡をしたり、過去にそう

いったものがあるのです。今回ここにスケジュールが載っているのですが、やはり今の実

態をする意味では、一度 11名の委員で現時点の現地確認をする必要があると判断します。

どういうところにどういう施設ができるのか、現場を見ていただくのが私は不可欠だと思

います。やはり現場を知らずして、議論というのはなかなか成り立たない。 

 で、質問なんですけど、委員の方、実際に現場に行かれた方はいらっしゃいますでしょう

か？ 

各委員  ：（挙手にて確認） 

福良委員 ：数名の方がまだ行かれてないということですので、市民会議のメンバーとして、一度現場

を、このスケジュールの中に８月下旬とありますけど、８月下旬までの間に一度現場を見

ていただく、現状を知っていただく、ということを実現していただきたいというふうに思

います。いかがでしょうか？ 

木戸口会長：今、現場視察の提案がありましたけど、市の方で対応を、いつ一緒に行くとか、そういう

ふうな対応という形でいけますか？ 

事務局  ：これは、皆様方のご都合スケジュールを調整させていただきたいと思います。 

木戸口会長：では今のご提案は市の方で対応して頂くという形でよろしいでしょうか？ 

福良委員 ：是非実現していただきたい。そうすればよく見えてくると思います。 

木戸口会長：まだ行かれてない方は、いずれ視察に行くということを承知しておいてください。 

事務局  ：全体で行かれたほうがいいんですよね？委員全体で。 
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福良委員 ：そうです、委員全体で。 

島田委員 ：私も、前に見たのは見たけど、もう何年も前だから。旭鉱石があったのは覚えている。環

境とか、そういう施設ができるにあたって、公害とかそういうものをなくしていったら、

まあ一番ベターなところだとは思うけど、皆さん、あれ以上いい所があったら別だけど、

私が昔見たのでは、山の中だったな、盆地みたいなところだったなと。ただしあの中に住

居やそんなのがあったら、住む人は大変だろうなと思いますけど、住んでないのであれば、

臭いとか環境の問題をクリアしていく必要があるなと思います。それともう一点聞きたい

ことがあるのですが、ボイラを付ける以上は、施設の中にタービンがあると思いますけど、

これは発電量はどれくらいになるんですか？蒸気タービンの発電量、結局どのくらいの発

電量を計画しているのか、燃やすごみの量によってどれくらい、一日あたりどのくらい発

電できるのかというのを示してもらえたら、発電量によって電気を売ることもできるし。

それから発電したらどんどん蒸気、12気圧ぐらい蒸気とまた地域の農業している人のビニ

ールハウスに熱を送って、暖房してあげるとか、そういう風に地域にも貢献していくよう

にしたらいろんな意味で反対であっても自分たちのメリットがあればプラスになってい

くとか色んな面があると思うんですよ。だから発電量、蒸気等の再利用を考えていく、そ

ういうことが非常に大事だと思うんですよ。 

福良委員 ：実は、先ほど私が発言した内容に関連して、徳島市行政に対して飯谷協議会、ごみ施設を

考える会会長名で質問書を含めた申入書があります。それに対する遠藤市長からの回答書

があるわけですが、そのひとつに先ほど申し上げた一般廃棄物と産業廃棄物の共存はあり

あえるか？という質問をしています。それに対して徳島市、徳島県が連携してちゃんとや

っていきますという回答書を市長から頂いております。私はそれに期待するというところ

です。一般廃棄物は市だから一般廃棄物しかみないよ、産業廃棄物は県だからというふう

に分けてしまってですね、それは関係ないじゃなくて、やはり本腰をいれて、その、地域

住民の生活環境保護のためにやっていけたらというふうに考えていますのでその辺りを

加味して頂いて、ぜひ現場を見て頂いたらと思います。 

木戸口会長：わかりました。それは、これからの中で具体的に出てくるのですよね？ 

事務局  ：はい。第 2回から第 4回にかけて。 

木戸口会長：ですよね。今、ご指摘やご要望の点についてはこれからの市民会議の方で出てくると思い

ますので、その時またご指摘をお願いします。 

木戸口会長：他に何かございますか？ 

島田委員 ：それからね。ダイオキシンとか酸性の窒素酸化物を除去するためには高温で焼却しないと

いけないと思うんですよ。そのためにはボイラーの形とかいろいろ検討しないといけない

と思うんですけど、当然それは検討してると思うのですが、高温で焼くとダイオキシンと

か消えるらしいんですけど、出来るだけ高温で焼くような方向で、燃やせるごみだからと

いって、普通の温度で焼却するんじゃなしに、ごみを入れるために燃えるごみであっても

ビニールとかもふくまれているので、皆さんがごみ捨てられているのを見てると、相当ビ

ニール袋とか普通のビニール製品が入っているんですね。だからできるだけ高温で焼くの

が大事になってくる。そうすることによってダイオキシンとか窒素酸化物がきれいに除去

できるようになると思います。そこのところを勘案して、作るんだったら作って頂きたい

なと。そうしないと環境を悪化させると思います。 
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木戸口会長：まあそういう点はおそらく、設備の方で考えていただいていると思いますので、これから

の具体的な案が出た時、チェックして頂ければと思います。 

島田委員 ：具体的になったら、また、図面を見せていただきます。 

福村委員 ：何点かございますけども、まずは基本的のところで 5-1、表の 1-1-1、1ページですね。実

績からしまして、全てストーカ方式ということだと思うんですが、ご説明の中で、近年、

ストーカ方式が多くなっているというような話なのですが、これはもう 38 年前からスト

ーカ方式というふうにここに実績としてございます。それから、こちらのごみ処理施設整

備に関する 5-2-2ですけどこちらの方で、このストーカ方式については、よろしいんだと

思うのですが、13 ページのところで全国のストーカ炉について、いわゆる全体としての、

規模とか、全体数がございますけど、ここの炉の方の全国の設置数、どんな比率なのかと

いうところで、ストーカ方式が優れているというふうなところでですね、ご説明を頂きた

いな、というのが一点ございます 

 それからもうひとつ、基本的に、先ほどの 5-1で、16ページのところで徳島市から始まり

まして、北島町、これで、これで燃やせるごみとかですね、この、区分があんまりよく理

解できない部分がありまして、基本的に燃やせるごみの定義って何でしょうか？というと

ころですね。燃えれば燃やせるごみということで定義をされているのか？定義を教えてい

ただきたいです。 

 それからですね、住民説明会のときにも質問した内容にもなるのですが、こちらの方のご

み処理施設の整備について、5-2で、22ページ、搬入出車両想定台数ですね、住民説明会

にも質問したのですが、1 日あたり 362 台のような想定ですけど、これは、今想定されて

る、ごみ処理施設の方に搬入し、それが全部投入終わって、また、あるところに戻ってい

くわけですけど、するとこれは、1 日あたり 362 台というのは往復の 1 台分というお話だ

とお聞きしました。そうしますと、移動としては 2倍の台数がごみ処理の車両は動いてい

る。ということであれば、仮に２倍すれば、724台。これが 1日ということで 24時間では

ないでしょうから、仮に 10時間としましたら、時間あたり 74台がですね、ごみの搬入搬

出においてのみプラスアルファで増えてくるということですから、思ったよりも結構多い

なという印象です。それに対して、全国的なものでそういったところの交通網に対して、

他の都府県についてはどんなレベルなのか、先ほどからよくございますのが、他の都府県

に比べてというお話をよくされるもんですから、まあ、その辺りはどうなのかな？という

ことで、もしわかれば次回等でも結構ですので教えていただきたいと思います。 

木戸口会長：いまおおまかに３点ご質問がございましたが、今答えられますか？ 

事務局  ：まず、一点目の、ストーカ式が優れている点についてですが、詳しくは第 2回目以降でご

説明すると思います。ただ、先ほどのご質問でありました。既存の施設がみんなストーカ

式じゃないかということで、平成に入ってから一時期、ガス化融解炉というタイプがはや

りだした時期がありましたけど、現在はうちが調べたところ、元の昔からあるストーカ式

に回帰しているような状況ではあるということです。 

福村委員 ：わかりました。 

事務局  ：2 点目の燃やせるごみの区分ですけど、火をつけて燃えるかどうかではなくて、そこに設

置している焼却炉に投入しようと整理しているごみかどうかということでございますの

で。 
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福村委員 ：ということはプラスチックも燃えるという前提で。 

事務局  ：プラスチックも燃えるという前提で燃やすと整理している自治体では燃やせるごみですし、

うちは今現時点では燃やせないごみとしています。 

ただ今後、今新しく計画しております施設はこのプラスチックについても燃やしていって、

熱を回収して発電に持っていくというように考えています。その前に、プラスチックと言

いましてもリサイクルできるプラスチックとリサイクルできないプラスチックというも

のがまずあります。リサイクルできるプラスチックといいますのは、お惣菜の入っている

発泡トレイですとか、お菓子の入っているビニール袋ですとか、今社会として、リサイク

ルする仕組みが出来ておりますので、これは積極的にリサイクルを行っております。一方

でリサイクルできないプラスチック、プラスチック製のプランターでありますとか、カセ

ットテープとか、これはリサイクルする仕組みがありませんので、このまま最終処分か、

熱回収、燃やしてエネルギーを取り出して、発電のようなことをするか、大きくは２つ方

法だろうと思います。我々は熱回収を行っていきたいと思っています。 

 3点目の台数についてですが、ご指摘のとおり、362台が往復しますので、700台強、想定

しておりますのが新施設への搬入は大体 6 時間ぐらいでやるということなので、1 時間あ

たり 120台程度ぐらいになるのではないのではないかと思います。 

福村委員 ：時間 120台。 

事務局  ：だいたい 30秒に１台くらいですね。 

福村委員 ：これは多くはないんですか。 

事務局  ：実は昨年、地元説明会ではご説明しましたけど、交通量調査をやっておりまして、朝夕の

ピーク時はもっと多いんですね。それよりは、半分とまでは言いませんけど、半分ちょい

上くらいで。搬入するであろう時間帯は、そういう朝夕のピークからは少し外れておりま

すので、朝夕のラッシュみたいなことはないです。 

福村委員 ：収集車が動いて、収集している時間で、搬入している時と通学・通勤の時間とはちょっと

違ってくるということですか？ 

事務局  ：朝夕の通勤時間帯の車両台数の方がよほど多いです。 

福村委員 ：わかりました。ありがとうございました。 

木戸口会長：簡単にお答えいただきました。また詳しくは次回以降で出てくると思います。他にご質問

ご意見はございませんでしょうか？ 

津嘉山委員：ごみに興味を持っている仲間たちと何箇所か見学に行ったりしたことがあるのですが、ヨ

ーロッパでは主流になっているバイオケミカルメカニカルトリートメントとかいうのを

している場所とかですね、コウセンキを使ったバイオのやり方で、あまり匂いの出ない処

理をしているところがあるのですがそういう風のものについてのご検討はなされたので

しょうか？ずっとストーカ方式にずっと入られておりますが。 

木戸口会長：その辺の説明は具体的な時にしていただけると思います。 

津嘉山委員：まだですね。はい、わかりました。 

木戸口会長：他にございませんでしょうか？よろしいですか？それでは、今日資料見たばかりだと思い

ますので、色々ご覧になって頂いて、これから基本的な事項の正式な決定につきましては

これからの会議で行われますので、その時にまたご質問をお願い致します。 
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（6）【議題６】その他 

木戸口会長：最後に、議題６「その他」ですが、事務局より何かございますか。 

事務局  ：その他としまして 1点だけご連絡差し上げます。次回の市民会議につきましては 8月の下

旬を予定しております。議題等につきましては、本日の議題３で説明させて頂きましたス

ケジュールに従いまして、「一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」の内容の説明および

協議を中心に進めさせて頂きたいと思います。日程ですとか詳細の内容につきましては、

後日あらためて委員の皆様に連絡をさせて頂きたいと考えております。事務局の方からは

以上でございます。 

木戸口会長：以上で、本日の議題は、全て終了しました。それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

5 閉 会 

事務局  ：木戸口会長、ありがとうございました。以上をもちまして、第１回「徳島市一般廃棄物中

間処理施設整備基本計画市民会議」を終了します。皆様、長時間お疲れさまでございまし

た。 

以 上 


