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第４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10月23日（火）  14時00分～16時00分 

【場所】 徳島市役所 13階 第一研修室 

【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 黒川 義 徳島市市民環境部長  

3 上月 康則 徳島大学環境防災研究 センター教授  

4 奥嶋 政嗣 徳島大学大学院社会産業理工学研究部准教授  

5 島田 和男 徳島市コミュニティ連絡協議会会長  

6 森  光子 徳島市環境衛生組合連合会会長  

7 福良 隆之 地元代表委員（飯谷町）  

8 福村 和則 地元代表委員（多家良町）  

9 津嘉山 郁子 公募委員  

10 名川 拓男 公募委員  

11 林  政憲 公募委員  

事 務 局： 

  （徳島市）大澤市民環境部副部長 

       市民環境政策課：鶴澤課長 

環境施設整備室：谷口室長、井坂室長補佐、服部係長、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、丸本 

傍聴者：15名 

記者 ：０名 

 

【欠席者】委    員：なし 

 

【配布資料】 

・ 次第 

・ 委員名簿 

・ 席次表 

・ 議題１ 

・ 別紙１～別紙５ 

・ （参考資料）東日本大震災による施設被害状況調査 
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・ 1  開会 

事務局  ：それでは、定刻を若干オーバーしましたが、只今より第４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」を始めたいと思います。 

冒頭、副会長より。 

黒川副会長：時間が遅れまして申し訳ございませんでした。実はこの会議の傍聴については傍聴要綱の

中で10名以内ということで定められております。第２回目の会議のときに皆さんにもお諮

りして10名が妥当なのではないかということでそのままに置いてあったのですが、今日実

は15名会場の外にお見えになっていて、15分、20分前ぐらいからだいぶ問答が続いている

のですが、実は外にいらっしゃる方々はもう一度傍聴人の数については会議のほうで諮っ

てもらえないかと。せっかく遠いところからも車で来ているので、できたらもう少し柔軟

な対応で傍聴させてもらえないかということでございますので、今会長にその旨を伝えま

したら、もう一度委員の方にお伺いをするという段取りになっていますので、よろしくお

願いいたします。 

木戸口会長：では、今のお話に基づいて先に進めます。まずご確認いただきたいのですが、傍聴要領を

第２回に審議いただいたのですが、傍聴要領の第４条、これにはこのように記載されてお

ります。「傍聴の定員は10人を上限とし、会場の定員に応じて設定する」というのが要領で

決まっておりまして、その第２項に、「傍聴を希望する者が定員を超える場合は先着順とす

る」ということが書いてありまして、10人を上限とするというのは要領で決まっている内

容でございます。今お話しいただきましたように、今日の場合は15人ということで非常に

多くなっておりまして、この要領を対応として「10人程度」ということにしてはいかがか

という話なのですが、これはいかがでしょうか。これでよろしいでしょうか。「10人程度」

に変えるということで。そうしますと、今日の場合は15人いらした方全員傍聴していただ

けるという形になります。そのように要領を変えることでよろしいでしょうか。 

津嘉山委員：願わくば最初からそれ、私は何度も発言させてもらいましたが、そういう柔軟性を持って

ほしかったと思います。 

木戸口会長：ということで、今日のところでようやく柔軟性を持てたということで解釈していただきた

いと思います。 

森委員  ：10名ということですか。 

黒川副会長：10人を上限とすると決めているのですが、こういった状況になって入口のところで揉める

ような話になるのであれば、10名程度ということで柔軟な幅を持たせるというようなご提

案です。ただ、今日は15名ですが、例えば次回に30名来たらそれも認めるのかというとこ

ろはちょっと難しいところが出てくるのですが、10名程度ということですので、その前後

というか、前は認めるとしても15名ぐらいまでは。あまりにも多かったらもう１回会議の

ほうで諮るような形になりますかね。 

森委員  ：10名でいいのと違いますか。くじ引きでしょう、これ。 

黒川副会長：10名と決めた場合は。 

福村委員 ：市民会議の趣旨からして、10名という上限ではなくて、先ほどのような10名程度という形。

30名になったらまた別の話ですが、そのあたりは皆さん聞いていただくのも一つの市民会
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議の目的ですから、10名にこだわるということ自体、決めたとはいえ、何とか広げていた

だきたいと思います。 

木戸口会長：というような意見がございまして、「10名程度」と変えるということでよろしいでしょう

か。 

全体   ：異議なし 

木戸口会長：では、「10名程度」ということに変えさせていただきます。 

黒川副会長：ただ、今日はもともと10名が上限だったものですから、10名分の傍聴者の資料しかご用意

していません。椅子のほうはご用意できるのですが、10名の部分については資料をお渡し

するのは抽選でさせていただきましょうかね。それ以外の方は後ろに座っていただくとい

う形で。 

黒川副会長：今、傍聴者の記名をしてもらっていますので、少々お待ちください。会長、資料の配布を

抽選して10名にすると言っていたのですが、傍聴される方々がお互いに見せ合うとのこと

なので、抽選をせずにそのまま入らせてもらいます。 

木戸口会長：はい、わかりました。 

 

（傍聴者全員入場 合計15名） 

 

事務局  ：それでは、会議を再開いたします。まず、委員の方には本日お配りしております資料につ

きましてご確認をお願いいたします。本日の次第、委員名簿、席次表に加えまして、議題

１、そして議題の一部を拡大して再掲載しております別紙１から５、前回の会議の中でフ

ォローでききれなかった項目につきまして追加資料をつけさせていただいております。よ

ろしいでしょうか。 

それでは、ここ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：それでは、会議の前に確認させてもらいます。この市民会議は設置要領の第６条に基づき

まして、まず公開・非公開の確認をいたしたいと思います。 

事務局、本日の議題につきまして、非公開で行う内容はございますでしょうか。 

事務局  ：本日の議題につきましては、非公開となる内容はございません。 

木戸口会長：わかりました。既に15人、傍聴の方に入っていただいておりますが、本日の会議は公開で

行うということでよろしいでしょうか。 

全体   ：異議なし。 

木戸口会長：それでは、会議を開始いたしたいと思います。 

事務局  ：津嘉山委員の方から発言をしたい旨がございます。 

木戸口会長：はい。どうぞ。 

津嘉山委員：前回、第２回のときに木戸口会長から、徳島でどのぐらいのリンの量が排出されますかと

たずねられました。私は、早稲田大学リンアトラス研究所の出した論文「リン最前線－リ

ンリサイクルはどこへ」をもとにその数値を出しました。徳島市の人口２６万人だと９４．

９トンが排出されるそうですが、その中から下水、し尿汚泥や、家庭ごみの厨芥類をメタ

ン発酵した残渣を溶融した場合には、３分の１位がスラグ肥料に残存するだろうと推定さ
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れると出していました。しかし、発言の中で「ｔ」に「万」をつけまして、その前に26万

人というのが残っていて、人口ですね。で、「万ｔ」と言ってしまいました。そのとき福村

さんがすかさず「おかしいんじゃないですか」というふうに問い掛けてくれたんですけれ

ど、私が頑なに押し通したような感じで。後日、傍聴人だった仲間が「万がついていたよ」

と言ってくださって、えっそうだったのということで、急遽訂正したものを整備室と会長

のほうに出させていただきました。本当に申し訳ないことをしたと思っております。気を

つけて発言したいと思います。お許しください。 

木戸口会長：ということで、前回の数字の訂正でございました。ご承知おきいただきたいと思います。 

２  議題（１）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：それでは議題のほうに入りたいと思います。本日は議題を１件用意しております。議題１、

一般廃棄物中間処理施設整備基本計画についてというところでございます。これはまず事

務局から説明をお願いします。 

事務局  ：では、議題１、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。 

今回は、第９章「施設整備計画」及び第10章「事業計画の検討」について説明を行います

ので、ご協議よろしくお願いいたします。 

では、p.1をお願いいたします。 

第９章「施設整備計画」について説明いたします。 

まず１の「稼働時間及び系列数」としまして、焼却炉の数及び稼働時間を定義しておりま

す。 

表9-1をご覧ください。今回、徳島市及び周辺５市町において予定しております焼却炉の

大きさ、第２回の市民会議の際に申し上げました最大396ｔの想定を考慮しますと、300ｔ

以上400ｔ以下でございますので、このサイズでストーカ式を採用している焼却炉は、平

成27年度時点で44箇所ございます。表の上から２段目をごらんください。 

この44箇所のうち、今回の徳島市及び周辺５市町と同様に、市内もしくは広域エリア内に

焼却施設が１箇所しか存在しないものが全国で19箇所あります。その炉数は２炉もしくは

３炉となっており、その比率は３炉のほうが多くなっております。 

p.2をお願いいたします。 

こちらの表が、炉数２炉・３炉を比較したときに、それぞれの検討項目における、有利・

不利などの比較を行った表となります。 

２炉におきましては、炉数が少ない分、p.2の下段にございます基本方針３における設計・

建設費の適正さや維持管理・補修等の将来負担見込については、３炉より優位に立つもの

と考えております。 

一方で、３炉につきましては、同じ表の上段のほうになります基本方針１にあるとおり、

ごみが減量化された場合にも、操炉数を調整するなどしまして、安定した発電量を確保で

きることに加えまして、表の中段でございます基本方針２における突発的なごみの増減に

対応しやすく、炉にトラブルが発生した場合にも柔軟な対応が可能であることや、炉数を

多くすることによってそれぞれの炉の負荷を減らし、長寿命化を図れること等の観点で優

位に働くと共に、先程も申しましたとおり、今回徳島市及び周辺５市町におけるごみ処理
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をこの施設に集約することから、トラブル対応も含めまして安定的に操炉を行う必要性が

高いということもございますので、今回の炉数については、「３炉」を選択しております。 

p.3をお願いします。 

稼働時間の選定についてでございますが、稼働方法には、主に連続運転と間欠運転の２種

類がございます。現在、東部環境事業所、西部環境事業所については、24時間操業を行っ

ております。つまり連続運転操業を行っております。間欠運転となりますと、操業時にお

ける立ち上げ、立ち下げの際に、低温燃焼による未燃ガスの発生やダイオキシンの発生温

度通過に伴い、それらの対策も必要となることから、施設の規模を考慮し、安全・安定的

な運転を見越しまして、24時間の連続運転を想定しております。 

続いて、p.4をお願いいたします。 

新施設の焼却施設のフローの見本を載せております。こちらにつきましてはかなり小さい

図でございますので、拡大したものを別紙１としてつけておりますので、A3の別紙１をご

覧ください。一連の流れとしまして、受入、燃焼、排ガス処理、余熱利用の流れがござい

ますが、これらの処理過程におきまして、環境に対してどのような対策を講じていくかと

いうことを囲みで書いております。これらの内容につきましては後ほど各種対策の中で説

明を差し上げます。 

続いて、議題のほうに戻っていただきまして、p.5をお願いいたします。 

こちらのほうがリサイクルセンターのフローについてまとめた図となりますが、こちらも

大変見にくい図となっておりますので、同じく拡大図であります別紙２をご覧ください。

こちらでもまだ小さいぐらいなのですが、ご容赦いただければと思います。リサイクルセ

ンターにつきましては、第３回、前回の市民会議におきまして、項目ごとの拡大図でお示

しさせていただきましたが、燃やせないごみ、粗大ごみ、缶・びん、ペットボトル、プラ

スチック製容器包装で、それぞれのラインを構えまして処理を検討していく方向でござい

ます。こちらにつきましては説明は第３回の説明と重複いたしますので、ここでは説明は

割愛させていただきます。 

続きまして、p.6をお願いいたします。 

p.6からは、３、処理システムの検討としまして、燃焼ガス、排ガス、飛灰、排水につい

ての処理方法を示しております。 

まず、ごみの焼却に伴い発生する燃焼ガスを適正な温度に降下させる冷却についてですが、

こちらのほうはp.7の最後に書かれておりますウの項目におきましてお示ししております

が、新施設においては、熱回収（サーマルリサイクル）を実施することから、廃熱式ボイ

ラを採用しまして、ガスの冷却を進めることを想定しております。 

続いてp.8をお願いいたします。 

排ガスの有害物質除去につきましては、大別しまして、ばいじん、硫黄酸化物及び塩化水

素、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀の５項目に分け説明しております。 

まず、ばいじんにつきましては、表9-4の①にございますバグフィルタを使って捕集を行

う「ろ過式集じん器」の採用を主に考えております。 

続いて、p.9をお願いいたします。硫黄酸化物（SOX）及び塩化水素（HCl）につきまして

は、炭酸カルシウムや消石灰などの酸化物を中和還元する薬剤を吹き込みまして化学反応
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させて除去する形の乾式での除去を想定しております。表9-5で言いますと①の項目でご

ざいます。 

続いて、p.10をお願いいたします。 

p.10の窒素酸化物（NOX）の除去方法につきましては、他の設備との兼ね合いによって、

焼却時の炉内の燃焼環境をコントロールすることによって、発生そのものの抑制を促す

「燃焼制御法」、薬品や吸着剤を反応させることによって発生物を抑える「乾式法」のい

ずれかの採用を検討しております。こちらのほうは細かい内容に関しましては割愛させて

いただきますが、表9-6のいずれかの方法を取らせていただければと考えております。 

続いて、p.11をお願いします。 

ダイオキシン類の除去につきましては、表9-7にありますとおり、300℃前後で再合成が起

こりやすいダイオキシンの性質を考慮し、ろ過装置をそれ以下の低温で運転させる「低温

ろ過式集じん器方式」、活性炭の粉末に吸着させる「吹込方式」、活性炭を充填させたエリ

アを通すことで除去を行う「充填塔方式」、触媒を用いた化学反応によって無害化する「触

媒分解方式」等が考えられます。 

また、運営管理上におきましても、ごみの均質化や850℃以上が推奨とされる燃焼温度の

管理、安定的な燃焼、起動時間の短縮などによりまして、排出抑制を図ることも考慮する

必要があります。 

p.12をお願いいたします。 

先ほどの運営管理上の視点につきましてはp.12の表9-8に載っておりますので、またごら

んいただければと思います。p.12の水銀につきましては、まず収集時における市民の皆様

の分別の徹底によって、炉で焼却することの無きよう努めるのが第一でございますが、も

し入ってしまった場合には、先程のダイオキシンの除去方式の採用によって除去が可能で

あることから、同方式の併用を行いたいと考えております。 

なお、これらの処理方式につきましては、いずれも有用性が認められておりますので、今

後施設の発注時点におきまして、メーカーからの提案によってどの方式を採択するかを決

定していきたいと考えております。 

p.13をお願いいたします。 

焼却時にガスと共に生じる、すすやちりなどの飛灰の処理についてとなります。 

飛灰の処理方法につきましては、表9-9に書いておりますとおり、溶融しスラグ化する「溶

融固化」、高温で焼き固め成形する「焼成処理」、セメント材料と混ぜて重金属を溶出しな

いように措置する「セメント固化」、キレート剤等の薬剤と反応させて溶出を防ぐ「薬剤

処理」、酸性薬剤に溶かした後に別の薬剤を加えて、沈殿させてこしとる「安定化」等の

手法がございます。 

今回の新施設におきましては、飛灰は、焼却灰と共に資源化を考えており、その内容によ

って、どのような処理方法が適正かということもあるかと思いますので、今後の施設の発

注時点において、メーカーからの提案によって決定したいと考えております。 

次に、p.14をお願いいたします。 

p.14からは給排水設備について記載しております。 

まず、給水設備についてですが、プラント用の給水施設としましては、貯水設備や受水槽、
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揚水ポンプ、高置水槽等が挙げられます。 

建屋の最上部に高置水槽を置きまして、受水槽からの水を揚水ポンプで汲み上げ、その水

圧によって施設内各所に配水する形となります。常時一定量を貯めておくことによりまし

て、幅広い配水や継続的な配水、そして停電発生時に水槽内の容量分は水を確保できるこ

とから、高置水槽の設置を基本としたいと考えております。 

次に、生活用水についても、同様に受水槽や揚水ポンプ、高置水槽等を考えておりますが、

プラントへの水の供給系統とは完全に分けて設置することによって、混在することがない

ようにします。生活用水につきましては、供給不足に陥らないように、十分なポンプ容量

を持たせるよう努めたいと考えております。 

これら上水の水源につきましては、水道局の敷設する上水道で行うのか、地元のほうで井

戸を掘りまして地下水で行うのかは今後検討したいと考えております。 

続いて、p.14の下段のほうになりますが、排水処理についてでございます。排水は大別し

ますと、施設の各種工程から生じる「プラント排水」、工場棟や管理棟の中での洗面やト

イレ等から排出される「生活排水」、そして降雨に伴う「雨水」の３種がございます。 

「プラント排水」の種類としましては、p.14からp.15に列挙しておりますが、主に生ごみ

に由来する「ごみピット排水」、場内の車両や計量器を洗浄した際に生じる「洗車・計量

器排水」、同様にごみピット前を洗浄した際に生じる「床洗浄排水」、灰の冷却の際に使用

され、排出される「灰出し設備排水」、水処理を行う段階で排出される薬品洗浄用の排水

等の「給水装置排水」、そしてボイラ機能の維持のためにボイラ内より排出される「ボイ

ラ排水」などが挙げられます。 

p.16をお願いいたします。 

これらのプラント排水につきましては、表9-10に記載されておりますとおり、液体の性質

や汚れ具合、含有物等が大きく異なります。そのため、それぞれの性質に応じた形で、有

機系の薬剤処理、無機系の薬剤処理などを行った後に、膜処理、膜透過を行い、施設内で

再利用可能な状態にしたいと考えております。 

処理方法の詳細につきましては、p.17の図に掲載しております。 

再びp.15に戻っていただけますか。 

生活排水につきましては、いわゆるトイレや洗面などの日常生活において排出される排水

と性状は同じでございます。合併処理浄化槽において処理を実施し、放流する方針で考え

ております。 

そして、雨水でございますが、こちらも通常の降雨ですので、水路から放流ということに

なりますが、建物の屋根等敷地内に降った雨は貯めて、敷地の植物への散水に使用するな

ど工夫していきたいと考えております。 

これらの排水処理方式をまとめましたのが、p.18の図9-4でございます。プラント排水に

つきまして、どのような方法をもって処理を行うかにつきましては、業者提案により、他

の設備との兼ね合いを考えながら整備することになると考えております。また、生活排水

の放流を行う際には、前回第８章でお示しいたしました「環境保全目標値」に従いまして

排出を行うこととしております。 

p.19をお願いいたします。 
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４の臭気対策となります。 

収集車やごみ受入場所から主に発生する臭気対策につきましては、対策としまして、エア

カーテン等の設置による臭気の外部への漏洩防止、ピット内の圧力を下げることにより外

への空気の漏洩を防ぐ負圧の対応、空気を燃焼時の酸素供給として用いる方法等の建物そ

のものに施す方法と共に、発生源に対する脱臭装置の設置等が考えられます。 

これらの案の他にも出来る限り、見学者ルート等、区画を明確化することによって臭気の

流入を防ぐ工夫を施したいと考えております。これらの方法の採用につきましても、仕様

をきっちりと定めまして、最適な方策を業者の提案に委ねたいと考えております。 

p.20をお願いいたします。 

騒音、振動に対する対策としましては、まだ施設の導入機器等が決まっておりませんので

詳細の具体は書けませんが、・発生源となる機器の基礎や防音・防振装置の設置、配管、

ダクトなど壁を抜く部分における漏洩対策、建屋への吸音装置の設置等が挙げられます。 

こちらにつきましても、仕様に条件を記載しまして、業者の提案に委ねたいと考えており

ます。 

p.21をお願いします。 

６、焼却残渣の処分についてでございます。 

目標年度における焼却灰及び飛灰の発生量ですが、中央の表9-11の右から２列目をご覧く

ださい。焼却灰としまして６市町の合計で9,090ｔ、飛灰としまして4,277ｔの計13,367ｔ

が年間の発生量として見込まれています。このうち石井町分につきましては、町が保有し

ております一般廃棄物最終処分場で処理する予定でございまして、それ以外の焼却灰及び

飛灰につきましては資源化を進めることを考えております。資源化の方法につきましては、

セメント資源化、焼成、溶融、山元還元等の方法があり、それぞれの特徴につきまして、

p.22に記載しております。 

p.23をお願いします。 

新施設の資源化の方法につきましては、現時点におきましてはセメント原料化を中心に進

めたいと考えておりますが、今後の市場や技術動向を確認しながら、資源化事業の開始時

期も含めまして、今後検討し、適切な方法を取りたいと考えております。 

なお、昨年度炉の形式を決定する「一般廃棄物中間処理施設整備基本計画技術検討会議」

の際に行いましたメーカーアンケートにおきまして、焼却残渣の資源化につきまして、灰

の資源化関係の業者に問い合わせを行ったところ、セメント化で対応可能との回答のあり

ました企業の受け入れ条件として示された内容を表9-13に掲載しております。これらの受

け入れ方法に則した形で、最終の処理方式を決める形を想定しております。 

p.24をお願いします。 

７、余熱利用計画についてとなりますが、余熱の利用方法としましては、図9-5にお示し

しておりますとおり、ボイラ等の熱交換器を用いることで、排ガスによる熱エネルギーを

温水や蒸気、高温空気等のエネルギーに返還することで、他の用途に利用することを考え

ております。そのうち、蒸気エネルギーに置き換えたものを用いてタービンを回し、それ

を動力源として発電することも可能となります。今回の新施設におきましては、余熱の利

用は発電を基本とするとともに、地元要望を踏まえて、場外利用も検討したいと考えてお
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ります。 

発電機を導入する際には、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を得るための条件とな

りますエネルギー回収率20.5％以上の設備の導入を検討しております。 

続いて、利用可能熱量についてですが、これまでに説明させていただきました施設規模及

び低位発熱量を考慮し、発生が想定される熱量は、右のページの上段でございますが、１

時間あたり約15万1,100MJでございまして、このうち利用可能な熱量は、その下に書いて

おります約12万8,400MJを想定しております。これらの熱エネルギーを全て電気に変える

と仮定した場合、想定される発電量は、p.26にございますが、年間で約4,750万kWとなり

ます。 

p.27をお願いいたします。 

８、土木・建築計画としまして、敷地内における施設の構成についてお示ししております。

まず、熱回収施設及びリサイクルセンターにつきましては、熱回収施設とリサイクルセン

ターは別棟として構えまして、リサイクルセンターにはストックヤードも含めた形での整

備を予定しております。また、施設の見学者が快適かつ安全に見学を出来るよう、見学者

用の動線を構えるように考えております。外観につきましても、景観に十分配慮し、周辺

環境と調和した施設にしたいと考えております。 

その他、環境について学べる機会の場を提供する環境学習棟、ごみの計量を行う計量棟、

施設内で使う車両の洗車場や倉庫棟、来客や職員向けの駐車場を設けることを想定してお

ります。 

続いて、p.28をお願いいたします。 

構内の道路につきましては、交差させる地点を出来るだけ減らすことによりまして、構内

の衝突事故を減らすとともに、可能な限り通路は一方通行にしたいと考えております。ま

た、大雨等の浸水被害が発生した場合の災害廃棄物の置き場を構えたいと考えております。

そして、敷地の外周部分や緩衝地帯は緑化を進め、敷地面積の５％以上を緑化するよう努

めたいと考えております。 

これらの要素から必要面積を計算したものがp.29の表9-17にまとめております。大まかな

概算でございますが、これらを合計しますと、概ね30,000～40,000㎡の面積が必要となり

ます。 

続いて、同じページの下段になりますが、敷地の造成計画についてでございます。先程の

必要敷地面積を考慮し、平地面積としましては約4.2haが必要になると考えております。 

p.30をお願いいたします。 

造成の方針としましては、新施設の用地としては、現在民間施設が運営している焼却施設

の敷地は含めない形での造成を予定しております。ただ、約4.2haを確保するためには、

現状の平地部分では十分ではなく、一部法面部分の掘削を行う必要があります。平地の造

成を行うと共に、その法面部分には、芝の植付等を行いまして、緑化の推進に努めます。

また、今回の用地における雨水の急激な流入対策としまして、調整池も構える方向で考え

ております。 

p.31をお願いいたします。 

敷地内における施設の配置及び動線計画についてですが、現在想定されております動線と
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しましては、車両においては、パッカー車などの収集運搬車両、各家庭や事業者からの直

接搬入車両、燃料・薬剤等の搬入車両、焼却灰・飛灰の搬出車両、有価物や不燃残渣の搬

出車両、その他清掃や点検作業者や、施設を利用する職員・市民用の車両が考えられます。

また、中を通行する人としましては、職員や来客、見学者などが想定されております。 

これらの通行に配慮し、先程の造成計画を考慮した上での施設配置・動線計画の一案を

p.32に掲載しております。この案におきましては、収集運搬車両及び直接搬入車両は、北

西側にあります計量棟を通過し、重量を測定した後に、荷物の積み下ろしを行った後に、

施設内で交錯しないように、一方通行での退出を行い、再度計量棟を通過し、退出する運

びで考えています。その他の車両につきましても、一方通行での入退出を原則としており

ます。来客・見学者用の車両につきましては、図の黒矢印でお示ししておりますが、施設

への進入車両の入口とは別に、駐車場専用の入口を構えまして、市民の利用できる環境学

習棟に直接アクセス出来る場所として整えたいと考えております。 

次に、p.33をお願いいたします。 

前回までの会議におきまして委員の皆様にご協議いただいた環境啓発・学習機能と防災対

策について記載しております。環境啓発・学習機能につきましては、前回お示ししました

「見学」「情報」「体験」「３Ｒ実践」「活動の場」及び「自然」の６つのカテゴリーに大別

し、それぞれのメニューを組み合わせることによりまして、魅力のある環境学習や市民の

リサイクル拠点となる施設を目指したいと考えております。その中でも、「環境体験型施

設」「リサイクル工房」「修理工房」を施設の目玉にしたいと考えており、そのイメージを

次のp.34に示しております。 

続くp.35にそれぞれの項目ごとにどのような機能を持たせるかの取りまとめをしており

ますが、こちらも大変見にくくなっておりますので、別紙３に同じものを拡大したページ

を掲載しております。p.35につきましては、それぞれの項目ごとにどのような機能を持た

せるかの取りまとめしておりますが、先の第３回の市民会議の際に提示させていただいた

ものに、委員の皆様より頂戴しました意見を反映した形で再整理を行っております。 

情報の常設展示におきましては、身近な環境問題や地球環境問題に関する掲示、映像・視

聴覚面での先進的な取り組み事例の資料等を意見として反映しております。今後の実施計

画におきましては、これらの案件を組み合わせることによって、より環境意識を育む施設

づくりに取り組みたいと考えております。 

議題のほうに戻っていただきまして、p.36をお願いいたします。 

p.36は防災対策となります。 

こちらにおきましても、施設周辺の土砂災害や急傾斜地の崩壊、土石流に対する十分な対

策を講じた上で、施設の耐震性能を高め、配管等細部にわたる耐震強化を図りたいと考え

ております。災害時には、必要な水や燃料、薬剤の確保を行い、ライフラインの停止時に

も早期の復旧につなげられるよう考慮したいと思います。また、新施設につきましては、

地域における「防災拠点」となるよう位置付けられるような施設を目指し、施設内で発電

した電力の供給を行うなど有益性を発揮したものにしていきたいと考えております。 

環境啓発・学習機能と防災対策の詳細は、この提案を受けた形で、今後検討することにな

りますが、施設整備段階で、普段は「環境啓発・学習機能」として活用し、緊急時には「防



 11 

災対策」施設として活用出来る構成を想定してまいります。 

防災対策の具体策につきましては、p.37にお示ししておりますが、こちらも別紙４に同じ

ものの拡大図をお渡ししております。施設防災機能としまして、防災機能、災害時対応の

できる体制、そして防災拠点機能としまして、避難拠点、備蓄機能、それに救援物資の集

積拠点としての役割を持たせるような対策を取りたいと考えております。 

再度議題のほうに戻っていただきますが、p.38をお願いいたします。 

第10章の事業計画の検討となります。 

まず、１、事業方式についてですが、主な施設の運営形式としまして、p.39の表でござい

ますが、建設に係る資金調達や建設、その後の施設運営等の項目を分けまして、それぞれ

に直接的に市が関与する公設公営方式、公設公営方式の内、建設は直接行うものの、維持

管理及び運営に関して民間業者に包括委託を行う公設＋長期包括委託方式、市の資金調達

の下、建設・管理・運営を包括的に委託するDBO方式、民間が資金を調達するPFI方式にお

きまして施設の設置を行った後、施設を一旦市に移管し、その後契約に基づき運営を行う

BTO方式、契約に基づいた運営を行い、施設を契約年数満了後に徳島市に移管するBOT方式、

契約に基づいた運営を行い、最終施設を更地にした形で返還するBOO方式等が考えられま

す。 

p.40をお願いします。 

全国のごみ処理施設の事業方式の分布を再下段にございます表10-2にまとめております。

こちらの表をごらんいただきますと、近年の導入におきましては、公設公営が全体の約1/3、

DBOが全体の半分強を占めております。今後、徳島市における事業方式は、PFI方式導入の

可能性等も含めた検討を実施し、導入方式を決定したいと考えております。 

続いて、p.41をお願いいたします。 

これまで説明を行わせていただきまして施設整備にあたりましての建設費を算定したも

のとなります。これらの建設の基礎単価につきましては、これまで行いましたメーカーア

ンケートに基づきまして、各社から提出のありました単価を参考に、現在想定されている

施設規模で求めております。 

その結果、建設費としまして、熱回収施設で321.6億円、リサイクルセンターで94.1億円

の計415.7億円が見込まれております。 

そして、関連工事としまして、こちらもあくまで見込みではございますが、用地の造成費

として15.4億円、橋梁を含めました搬入出ルート整備としまして13.5億円の計444億６千

万円が見込まれております。 

維持管理費につきましても、まだ施設の概要が決まっておりませんので、先ほどのメーカ

ーアンケートにおける参考値とはなるのですが、水や電力などのユーティリティが0.7億

円、消臭や無害化等に使われる薬剤が1.7億円、点検補修費として5.8億円、人件費が4.2

億円の想定で、年間計12.4億円の支出を想定しております。 

次に、歳入面としまして、先に説明させていただきました想定発電量から施設内での消費

を勘案し、残りを売電したものと仮定した場合、その収入額としまして、年あたり4.4億

円を想定しております。 

p.42をお願いいたします。 
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その結果、施設の設置及び運営後20年間における事業費としましては、事業費として通算

して604.6億円、そして各市町の負担額としまして360.9億円が想定されております。こち

らにつきましては、あくまで参考値でございますので、今後実施計画の中で、更に精査さ

れていくものと考えております。 

最後にp.43をお願いいたします。 

こちらのほうもかなり小さくなっておりますので、別紙５をごらんいただけますでしょう

か。別紙５が最終p.43を拡大した表となっております。こちらに大まかな今後の全体スケ

ジュールをお示ししております。 

この表におけます２年目で示しておりますのが現在の立ち位置になるかと考えておりま

す。今回の基本計画の結果を受けまして、更に実施に向けた精査を行う４の施設実施計画

（基本設計）を実施したいと考えております。それ以外にも来年度以降につきましては、

最有力候補地に施設を建設することによって、周辺に対してどのような影響が及ぶかを現

地に入って調査する２の環境影響評価や、最有力候補地取得のための形状の把握や調査、

造成や都市計画関係等の諸手続きを経まして工事に着手し、このスケジュールで行きます

と10年目での竣工を目指しております。 

これらの案件につきましては、地元の住民の皆様に説明を重ねていきながら進めていきた

いと考えております。 

大変長くなりましたが、議題１につきましては、以上となります。 

木戸口会長：はい、ありがとうございました。たくさん説明していただきました。内容としましては、

施設設計の検討項目、これを示していただきました。それと、排ガス処理、給排水設備、

この方法の選択肢はいろいろあるということで、今検討していただいているということが

わかったかと思います。最後には事業方法と事業計画についても説明していただきました。

今のご説明に関しまして、何か質問はございませんでしょうか。 

福村委員 ：ありがとうございました。ストーカ方式の全国の設置状況のほうはよくわかりました。あ

りがとうございました。それで、その中の各調査している環境性能、こちらに関しまして

はばいじんといいますか、燃焼ガスなどのろ過、これで言いましたらp.8の集じん器のと

ころがバグフィルタを採用するという有力な方法ということで、それ以外の各硫黄酸化物

をはじめ、塩化水素、窒素酸化物、ダイオキシン、水銀については今後メーカー等からの

打ち合わせとか、レコメンデーションなどのお勧め等で決まってくるというお話だったか

と思うのですが、そのあたりがわかりましたらまたご連絡いただけると思うのですが、私、

先日、予定地の中の旭鉱石のほうに福良さんのほうからも見学ということもありまして行

ってまいりました。２回目の市民会議のときに急用があったので出られなかったわけです

が、この中で現地を見せていただきまして、私も実際に多家良町ですので、ごみ関係、産

廃のほうは旭鉱石と契約を結んで実際に何年にもわたって中のほうを一部見せていただ

いたりしたことがあります。それで、何年か前に比べますと、入っていってからそこの焼

却のほうに行くまでに結構舗装等もできていないものですから車が通るだけでごみが巻

き上がるぐらいの状況だったのが、旭鉱石のほうもずいぶん水なんかのスプリンクラーを

設置したりして改善してきているというふうなことで、これは市の指導等もあってそうい

うことができているということは十分認識しているわけですが、一つ気になりましたのが、
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p.32のところ、見学した中でご一緒させていただいた福良さんとの話を聞いているわけで

すが、要は市のほうの燃焼ごみの焼却のほうと、ここで言いましたら具体的に書いていな

いのですが、この絵で言ったら下のほうがいわゆる旭鉱石というふうな見方をしているの

ですが、１つ気になるのが、この中の枇杷ノ久保谷川というのがあるんです。ここを実際

に見ますと、これは市の管理、あるいは基本的にはこの地図で言いますと上のほうに現状

の産廃の焼却炉があったわけです。この水はすぐ、これは谷ですが、谷とのところに川と

して流れている。流れているものは、この中から恐らく先ほど申し上げましたようにいろ

いろな車が走ったりしたらごみが巻き上がらないように水を撒いているような水源にも

なっているのではないか。これは確認していないのですが、そういう予想がされるんです。

このものが、これは最終的には勝浦川に流れていくんだと思うんです。この河川の水とい

うか、これは枇杷ノ久保谷川ということでお聞きしたのですが、基本的にはここのものが

二級河川の勝浦川へ流れていく。ここのものについては今回立地するごみ処理施設、ある

いは産廃処理施設からすれば特定施設に当たるわけです。特定施設からの今の水の管理が、

要は公共用水のほうに流れていくという中で、私、気になったものですから社長に質問し

たわけです。そうしたら１カ月に1回ぐらいは水質チェックをしている。要は私の認識で

は今後計画する今回のごみ処理場と、それからもう１つの現存している旭鉱石というのは

ここで一体と思っていますから、そういうことからしましたら、ここの川に何らかの形で

流れていって、いわゆる二級河川ですから県が管理している。管理しているということは

基本的にここの勝浦川の排水基準であるＢＯＤだと思うのですが、そういったもの自体は

絶えず毎日管理する必要があると思うんです。そういったところに関して、皆さん、近所

の住民が心配しているのは、水が勝浦川へ流れていくのではないだろうかということは、

煙突からの煙と同じような形で、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等は基本的なところで

大変気にしている項目ではないかと思うんです。そこのところについてどうも今はという

ことになっていますが、そこのところの市の指導が不足しているのではないかということ

で、こういったことが基本的に管理ができていかないと、皆さん近所の住民というのはこ

このところを、私どもももう少し下（しも）のところから水を引いて田んぼのほうに水源

として受け入れているわけです。だから、基本的なところでこういう問題というのは直罰

の制度でありますから、要は忘れていましたということは通らない。だから、何かの形で

は管理は徹底しないと市自体もそれができていないということは基本的に違反だと思う

んです。だから、そこのところは十分管理をいただくような形で、私ども近所の住民に安

心・安全を進めるためにも、ここのところは十分に見直しをいただくことを１点お勧めを

したいと思います。 

それから２点目として、灰の問題がありました。p.21、目標年度における焼却残渣の想定

発生量という話ですが、これは想定されるのが、主灰に対して飛灰があります。すなわち

何を言いたいかと言いましたら、主灰というのは基本的に通常燃やした可燃性のごみから

出た灰だと思います。それに対して飛灰の量が半分あるわけです。飛灰がこんなに多いと

いうのはびっくりしているんです。なぜそういうところで、基本的に飛灰といったら先ほ

ど有害物質とかいろいろなところが仮に想定していないような形で持ち込まれたときに

発生するような灰で、一部どんな成分かわかりませんが、いろいろな可能性のあるような
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有害物質等も含まれている可能性がある中で、灰の量が飛灰の量が多すぎるのではないか

と思うんです。このあたりの設計思想というか、そこのところはどうなっているのかなと

いうことを素人として心配をしております。今現状、想定をしているようなことでも結構

でございますから、ぜひコメントをいただきたいと思います。その２点を申し上げます。 

木戸口会長：まず１点目、最終的に勝浦川の水質のご心配をされているという話ですが、１点回答いた

だく前に確認ですが、おっしゃったのはこの新しい施設に関する水については心配してい

ないけれど、旭鉱石からの水を心配されているということですか。 

福村委員 ：今は見学をした状態なんですね。ただ基本的には私どものほうとしては旭鉱石に対して市

のほうは指導するという約束なものですから。 

木戸口会長：新しい施設に関しては別に問題にはしていないとおっしゃる話ですね。 

福村委員 ：していないのか。見ていませんからわかりませんけど。 

木戸口会長：今は問題と感じないけれど、旭鉱石のほうを心配されているということですね。この辺、

指導という形になりますか。どうですか。 

事務局（谷口）：事務局です。我々が今度整備しようとしている新しい施設につきましては、これまで

の市民会議の中で目標値、これは他都市の事例も含めて検討して、その中で一番採用

事例の多い目標値、あるいはそれよりさらに厳しい自主規制値を環境保全目標値とし

て定めるというご説明をさせていただきました。我々はこれをぜひ実践していけるよ

うに今後計画をさらに練っていきたいと考えております。 

もう１点、隣の民間施設の話ですが、本来ここの場所は民間施設のことを語る場所で

はないのですが、ご指摘のように必要な指導というのは我々としても行ってまいりた

いと思っております。 

福村委員 ：ただね、基本的には先ほどの地図を見たら、計画をしているようなところの雨水にしても、 

谷のほうの枇杷ノ久保谷川のほうに入っていかないということはあり得ないと思うんです。 

だから、そういうことで今の現状の課題を、こういう課題がある中で、雨水のほうだから

基本的にはいいというのではなくて、雨水のほうが今の現状の中と一緒に混ざっていって、

それが公共用水に流れるわけですから、ほかに例えば川を、枇杷ノ久保に代わるような川

を掘るというのだったらいいですよ。そちらのほうが一番低い谷なんですから基本的には

そちらのほうへ流れていくのではないかと思うんです。要は何を言いたいかというと、今

の現状の中でそういうことが、いろいろな環境問題で皆さん近所の住民は心配しているわ

けですから、それに向かっても、要は産廃処理場とはいえ管理の範疇の中に考えてかない

と、包括して考えていかないと、自分のところから発生したものでないと。ただ雨水によ

ってそこのところに入って、それは旭鉱石の責任だと、何かのときにですよ。そういうこ

とでいいのかというところを見学会の中で思った次第なんです。だから、予防措置という

のは重要なことですからそれに対していろいろなことを考えていくというのは必要なこと

ではないかと思います。 

木戸口会長：どうなんですか、これは難しい。やった後に起こる問題ではなくて、今の現状の問題です

よね。 

黒川副会長：多分福村委員さんがおっしゃっているのは、今の旭鉱石の現状の中で周辺の住民の方が心

配するような、懸念されている部分もあると。実際新しい施設ができたときには、同じ場
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所、同じエリアの中でできるのだから、市も厳しい目でそちらのほうも十分管理するよう

にということをおっしゃるのだろうと思うのですが。 

福村委員 ：こういったところは積極的に、建設的に取り組んでいかないといけないんじゃないかと思

うんです。要は二級河川なわけです。県、あるいは市のほうが基本的に管理をしていない

とおかしいのが、これは特定施設から出ているものですから、これは管理できていないと

いうことになると大変な問題なわけですよね。 

黒川副会長：ですから、今現在旭鉱石は営業されていますよね。単独で営業されています。旭鉱石が営

業するということは廃棄物処理法に基づいて法律を守って営業しないと、それを違反する

と大変な罰則が来るわけです、営業停止とか。そこらの部分は十分旭鉱石のほうも承知し

ていると思うので、市としてはそういう何らかの原因があったときには当然指導もさせて

もらいますし、産業廃棄物ということであれば県のほうの指導権限になりますので、県と

連携して指導もさせていただきます。 

福村委員 ：ということは、今のお話でしたら、そういったものは分析とか、そういったことを、枇杷

ノ久保谷川の調査はされたということですか。 

黒川副会長：水質調査というのはしていますよね。 

福村委員 ：県と市が協力してやるというのであれば、県のほうが基本的に県条例ですからやるのが当

然なのですが、市のほうも一体にしてお話しされているというのであれば、両者が一体と

して認識をされて動いているということで考えていいのですか。 

黒川副会長：産業廃棄物ということであれば県の所管になるということは福村委員もご存じですよね。 

福村委員 ：はい。 

黒川副会長：一般廃棄物も当然焼却もしていますので、市としても指導もしますし、県としても指導し

ます。それも連携をしてしないと、市だから、県だからという話ではないので、連携して

させていただきますということです。 

福村委員 ：だから今のところその話というのは基本的には今はしていないんですよということですか。 

黒川副会長：いえいえ、しています。今でも。 

福村委員 ：今の数値については把握されていると？ 

黒川副会長：水質検査はしているよね。 

事務局（谷口）：昨年１度水質は調べたことがあります。 

福村委員 ：基本的には要は排水の問題ですから、毎日測定しないといけないんですよ。年１回すれば

いい、月１回すればいいという話とは違うわけですね。 

事務局（服部）：恐らく特定施設というのは、水質汚濁防止法上の特定施設と言われていると思うので

すが、私どもの施設は明らかに該当しないんです。旭鉱石さんに関しましても、され

ていないのでしたら該当していない可能性があります。ここでは確実なことは言えな

いのですが。いろいろ取り決めがありまして、ごみ焼却施設だからすべてが水質汚濁

防止法上の特定施設に該当するかというと、そうではないんです。 

福村委員 ：ということは、今回の施設はそういった特定施設には当たらないと？ 

事務局（服部）：１日の放流水量が50㎥以下になるのですが、我々の施設は今ご説明させていただくよ

うな生活排水の15㎥しか出しませんから、特定施設には該当しないです。 

福村委員 ：私はもう昔のことですから記憶があいまいですが、家庭用の排水であれば50㎥未満だと思
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うのですが、特定施設についてはそんな規制はなかったと思いますよ。 

事務局（服部）：家庭用とかそういうのはないんです。家庭用、プラント排水等が含めまして、施設か

ら出る水が50㎥かどうかという解釈になります。施設外に出る水が何㎥かというのが

考え方になります。産業廃棄物の旭鉱石さんのほうはちょっと別なのですが。 

木戸口会長：まず１点目ですが、水質の管理指導を今までどおりきちんとやってくださいというのは意

見としてありましたという形でよろしいですか、この会議は。 

福村委員 ：まずは副会長が言われましたが、県と市が一体になって対応していますよということです

から、実際にどういう対応をしているのか。基本的に私は１日１回は測定するものではな

いかと解釈していたのですが、それが間違いだったら年１回でいいとか、そういったとこ

ろについては。 

黒川副会長：それは担当から回答させていただきます。 

福村委員 ：何でこうしつこく言うかというと、ここのところを見ましたら勝浦川に基本的には流れて

いく要因があるじゃないですか。私どもはその下（しも）のところで皆さん田んぼの水に

引き込んでいるんですよ。だから、そこに関しては十分見ていただかないといけないとい

うことを思っていますから、それはやりますというのではなくて、実際にどれだけの数値

だったのか、それが実際にどういう感じで今までやってきたのかというところをご報告い

ただかないと、我々近所の住民等に説明ができないんです。 

木戸口会長：２つ目の飛灰が多いという、これは説明できますか。 

事務局（服部）：主灰と飛灰の関係ですが、ごみを燃やしますとどうしても主灰、燃え残りというわけ

ではないのですが、焼却灰が発生します。それとは別に飛灰といいまして、燃やした

ときにどうしても粉末状といいますか、ばいじん状、粉状になったのは焼却の風と共

に上に舞い上がるんです。資料の別紙１を見ていただけるとわかるのですが、その中

で真ん中に赤く大きく焼却炉と書かせていただいているのですが、その中にここでご

みを燃やしますと主灰というのは下に、ここでは焼却灰ピットと書かせていただいて

いますが、燃えたものはこういった形で右へ右へと送られていって、最後下に落ちて

いくような形になります。飛灰というのは反対に燃えたときに排ガスとともに舞い上

がりまして、上のほうのオレンジのラインを通りまして右へ行きまして、ろ過式集じ

ん器のところで飛灰として出てくるのですが、そういった形で燃えたちりといいます

か、ダストといいますか、ばいじんがこの形では飛灰という形で呼ばせていただいて

います。それで種類を分けさせていただいています。ごみの種類とか内容によって飛

灰の割合が多くなったり主灰の割合が多くなるのですが、これは我々の資料で書かせ

ていただいています飛灰が半分あるではないかというのは今の割合、東西の実績値か

ら恐らくこれぐらいの割合になるだろうという想定値になります。 

福村委員 ：これはほかの施設も大体そんな割合なんですか。 

事務局（服部）：施設によってとか、他都市のごみのあれによって若干の違いがあると思います。徳島

市はこれぐらいの割合になるだろうという想定です。 

福村委員 ：わかりました。 

黒川副会長：今の話で、誤解があったらいけないので。先ほど福村さんが飛灰で有害物質が多いという

お話をされていたのですが、飛灰だから有害物質が多いというわけではないでしょう。 
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事務局（服部）：飛灰の中に含まれやすいというものはあります。 

島田委員 ：飛灰というのは全部が全部外へ飛ぶのじゃなしに、集じん装置で捉えるんですね。 

黒川副会長：それは当然外へ出すわけではないので。 

福村委員 ：わかりました。それからp.41のところで、建設のときの維持管理費は12億4000万円という

お話ですが、現行の施設が、これははっきり覚えていないのですが、維持管理費に６億と

か、５億とか、10億弱かかっているのではないかという話を聞いたことがあるのですが、

基本的には今の現状の維持管理費と、規模も違うのでしょうけれど、私の認識が違うのか

もわかりませんが、もし現状の維持管理費が５億から６億ということであれば、今回のも

のの維持管理費は、規模にもよりますが、倍かかるという認識で見たのですが、それは正

しいのですか。よくわからないんです。 

木戸口会長：現状の数字はございますか。現状の維持管理費はわかりますか。 

事務協（鶴澤）：今回、あくまで焼却施設に対する維持管理費ということですので、現在の東西事業所

におけます焼却経費としましては、平成29年度の実績で約９億5000万円弱かかってお

ります。また、今回リサイクルセンターも入った経費ということでp.41はなっている

かと思いますので、現状の施設で言いますと、中間処理経費に加えて５億3000万円ほ

どかかっております。 

福村委員 ：９億5000万円ぐらいというのは、今回の例えば包括する地域のごみ処理場のメンテナンス

のものを合わせたメンテナンス金額ということですか。 

事務局（鶴澤）：今の数字は徳島市の実績。東西事業所におけます実績です。 

福村委員 ：例えば論田のところとか石井、国府というか、そのあたりも合わせたようなお話を、トー

タルな形のお話をされているのですか。 

事務局（鶴澤）：いえ、徳島市だけです。論田と国府、東部と西部だけです。石井は入っておりません。 

森委員  ：前回急用があって参加できなかったのですが、質問を受けたりしたものですから教えてほ

しいのですが、バイオの設備とか、勉強しかけたのですが、十分わからないので説明して

いただけたらと思って。 

木戸口会長：バイオ設備のどこのところですか。 

森委員  ：前回議題に出たと思うのですが。そのとき参加していなかったので。 

黒川副会長：バイオの施設のことで議題に出たから、参加されていなかったのでどういう結果になった

かということですか。 

森委員  ：先に進んでいる話ですが、ちょっと聞きたい。 

事務局（谷口）：事務局です。前回、バイオについてご議論いただきました部分というのが、津嘉山委

員さん方からバイオの導入について、最近ですと縦型式というものもあって、再度検

討してはどうかというご提案があったように記憶しているのですが、それでよろしい

ですか。それに対しまして、我々のほうとして、これまでにバイオの導入についても

検討してまいったのですが、あくまで現時点におきましてはCO２の削減量の観点、ある

いは経済性の観点からバイオを導入することについて必ずしも優位性が見いだせなか

ったので、一旦、現時点ではバイオの導入は見送ると。ただし、バイオについては比

較的新しい技術でございまして、今後技術の革新や発展ということも見込めていける

のではないかということもありますので、我々としてはバイオについては引き続き検
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討を行っていきたいというふうに整理したというお話です。 

森委員  ：現実に国の予算をもらってやっているところが県外にあると聞いたんです。 

事務局（谷口）：検討は引き続きやっていきたいと考えています。 

森委員  ：違うほうから尋ねられて、見学地もあるからといって。 

黒川副会長：だいぶ技術的に進歩しているらしいんです。ですので、検討はしていきたいと思います。 

森委員  ：前回休んでいたので質問して悪いのですが。結構です。 

島田委員 ：p.1ですが、施設規模は396ｔ／日になっていますが、燃やせるごみは、前回の説明では１

日約220ｔぐらいと聞いているのですが、なぜ396ｔという施設になるのか聞きたい。 

もう１つは、今度の施設は発電をするということになっているのですが、３炉とした場合

にタービンというか、発電機というか、どっちでもいいのですが、１台で行くのか、２台

で行くのか、それとも３台据えるのか、そこのところの説明がなかったように思います。

検討図ではタービンというか、発電は２台を設置するような図面を書いているのですが、

そこのところを教えていただけますか。 

まず１点目は、新施設は396ｔ／日にしたのか。燃やせるごみはたしか220ｔだったと思う

んです、この前の説明では。 

事務局  ：220ｔですか。 

島田委員 ：燃やせるごみは220ｔだったと思うんですよ。前の資料を見たら。 

事務局  ：どれでしょうか。 

島田委員 ：前のp.2の表４－２の燃やせるごみと書いてあるでしょう。これが一番下に１日、これは

平均台数か。 

事務局  ：搬入台数ですね。 

島田委員 ：これは搬入台数か。トンと書いてある、あれではないんやね。 

事務局  ：燃やせるごみの……。 

島田委員 ：燃やせるごみの量ではない？ これは車のトン数の数？ 

事務局（井坂）：持込み台数ですね。 

島田委員 ：私の勘違いです。396ｔというのは、ごみの１日の発生量が396ｔということですか。 

事務局（谷口）：この根拠は、今広域ということで、６市町で計画を練っていますが、それぞれが一般

廃棄物処理基本計画を持っていまして、それぞれ目標年度にこれだけ減らすという目

標があります。そのカーブをですね、うちの施設の竣工時にそれぞれどうかというの

を積み上げていった数字に、ただしこのたびは災害を考慮して災害廃棄物にも対応し

ようということで、それを50ｔ分乗せたものが396ｔ、こういう積み上げになっていま

す。 

島田委員 ：結局400ｔの施設を作るのだったら、400ｔぎりぎりですね、施設から言えば。余裕がない。

大体余裕を持たせて設計するのですが。 

事務局（井坂）：一応燃やせるごみ量、焼却する量としては１日当たり346ｔ、目標年度平成39年度がご

み量が一番多くて、それ以降、人口減少とかごみの削減によってどんどん減るのです

が、一番多い39年度で346ｔを想定しております。それに余裕というわけではないので

すが、災害廃棄物等に備えまして50ｔを見込みまして、396ｔの炉で設計をしたいと考

えております。 
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島田委員 ：それやったら２割ぐらい余裕があるからそれで行けると。わかりました。 

木戸口会長：２点目の炉が３つあって、発電設備としては。 

事務局（服部）：今のところ発電機の数までは、そこまでの詳細な検討はできておりません。今後の検

討もしくはメーカー提案になるのかなと思われます。 

島田委員 ：それによって見積もりがだいぶ違ってきますね。発電機１台か２台かでは、発電量だって

ものすごいものですね。 

木戸口会長：それは今後検討していただくことになるでしょう。ほかにございますでしょうか。 

林委員  ：発電機ですが、防災上の観点から複数台ということになると思うんです。単機では非常に

問題がありますし。それで、今4751万400kWh可能とおっしゃっていますが、これはＦＩＴ

の単価はいくらで計算しているのですか。 

事務局（服部）：ＦＩＴはバイオ部分は17円。バイオというのはちょっとややこしいのですが、燃える

ごみの中にも生ごみとか紙ごみとか植物由来のごみと、プラスチックごみ、石油製品

系があるのですが、植物由来の生ごみ等をバイオの部分と言わせていただいたのです

が、そういう植物由来のものに関しては17円の買取金額があります。それ以外の石油

製品、プラスチックごみ以外は価格というのはＦＩＴ制度ではないんです。我々とし

ましては５円で想定させていただいています。 

林委員  ：それで計算しているということですね。年間4.4億。 

もう一ついいですか。灰の固化がよく問題になるところなのですが、普通、通常やられて

いるのはキレートが多いのですが、キレートだと今度セメントのプラントに入れられない

ということで、水になってきます。水をどのように散布して、どのように加湿していくの

か。これはプラントメーカーいろいろあると思うのですが、そのあたりでまた飛灰がいろ

いろ飛び散ったりという話も最悪は出てきますし、そういうのが先ほどの福村さんがおっ

しゃられた排水なんかに、そういう飛び散った飛灰、それとかプラント周りについている

ダイオキシンを含めていろいろな有害なもの、これは雨水で流れますよね、敷地から。そ

れを最終どこでどうして一括まとめでどう処理して勝浦川に排水するのか。そのまま垂れ

流しなのか。このあたりはどうなんですか。 

事務局（服部）：飛灰に関しましては、埋め立てだったら今おっしゃられたようにキレート処理しまし

て、膜処理してというのが一般的で、今東西事業所でも行っております。p.23でも書

かせていただいているのですが、その中でセメント化事業者さんの主な受け入れ条件

として飛灰の中ではキレート処理されていないことというのが提示されているのです

が、そういった形でされているので、専用の運ぶ方法、密封された中でジェットパッ

ク車というんですか、セメント原料を運ぶようなタンクローリー車とか、そういった

機密性の高いもので運ぶような形の対応に恐らくなるのかなと。外には、大気中には

漏れ出さないような運搬方法を選択していくような形になると、それも想定されるの

ですが、詳細に関してはまた今後の検討ということになっていくと思われます。 

林委員  ：私が聞いているのは、鳴門の焼却場は多分水でやっていると思うんです。それを加湿する

のにバイブロエクスプローラといって、徳島に全国で唯一あるメーカーなのですが、阿部

鐵工所というのが、この前、四電エンジニアリングがＭ＆Ａで買いましたけど、そこがや

っていまして、全国のプラント、並み居るプラント全部これを使っています。原発も含め
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て。製鉄所から出ているんです、初めの起源は。そこで加湿の仕方がありまして、独特の

特許の仕方が。そういう形で加湿したものをセメント工場に運ぶということになれば水の

加湿だけでいける。鳴門の焼却場を１回調べてもらったら、鳴門市も同じやり方だったと

思います。 

木戸口会長：ほかはどうでしょうか。 

福良委員 ：p.21の焼却残渣の処分、ここで石井町のことに触れているのですが、「石井町一般廃棄物

最終処分場にて処分する」と書いていますね。これはごみには別に色がないわけであって、

最終処分をする物をどうやって見分けて石井町の分だと特定させるのですか。 

事務局（井坂）：これは持ち込まれた量の割合に応じて石井町の分だけ、石井町が10％であれば10％分

だけ石井のほうにお持ち帰りいただくという形を考えています。 

福良委員 ：それはかえってコスト的にどうなんですかね、そういうことすること自体。素人的にはそ

んな感じがするのですが。一括して最終処分場でするのが本来の姿であって、石井町だっ

て一部分だけ残して最終処分場だけの運営をするための設備を残すのですか。それは現実

的なことですか。 

事務局（井坂）：石井町さんから聞いておりますのは、現在、最終処分場をお持ちになっていて、まだ

埋めていないところがある。そこを埋めたいという意向があるみたいです。ですから、

そこが埋まってしまえばまた方法は変わってくるかもしれませんが。 

福良委員 ：コスト計算とか費用配分をいろいろ考えなければいけないことであれば、広域処分場とし

てするのであれば一括して、逆に言えば石井町に持っていくほうがいいような気がするの

ですが。こんな分けたりすることが現実的ですか。 

黒川副会長：石井町からの提案なんです。石井町からの提案で、自前の最終処分場を持っているから自

分のところのごみについてはそこが埋まるまでの間は石井町のほうで最終処分しますと

いうことです。 

福良委員 ：それはわかるけど、それが現実的なのか。 

黒川副会長：それがコスト的に松茂の最終処分場に持っていったほうがいいのか、石井町のほうに石井

町自前で最終処分してくれるほうがコスト的に安いのかというところはまた検証するん

でしょう。 

事務局(谷口)：そもそも今ここに書いていますように、例えばエコセメント化ということで灰を活用す

るとなると、松茂の東部処分場にすら持っていきませんから、それはすべて有効利用を

図れる可能性があるので、いずれの処分場を使わないという選択肢もあるわけです。 

福良委員 ：まだ検討段階ということで。 

木戸口会長：まだ決まっていない段階でいろいろなご意見を言っていただくのはいいかと思います。 

福村委員 ：先ほどのことに関してちょっと詰めておきたいのですが、ごみ焼却場に関しては水濁法の

適用外だというようなことを言われたと思うのですが、特定施設という。 

事務局（服部）：ごみ焼却施設自身は水濁法の適用を受けますが、排水量とかそういうので今度の計画

施設は適用を受けない。 

福村委員 ：ということは、別の何かの法律があるわけですか。 

事務局（服部）：水に関しては、出すのは生活排水だけなので合併浄化槽なのですが、合併浄化槽に対

する基準といいますか、規制はあるのですが、それと、法律の中でも環境基準の部分と、



 21 

生活におけるＢＯＤとかＣＯＤとか生活環境におけるという規制なんです。それは50㎥

というのがあるのですが、有害物質に関してはすべての施設、我々の今度の新施設も該

当します。 

福村委員 ：要は特定施設でしょう。何を言いたいかというと、特定施設のほうの適用外となればどこ

の法律において、もし雨水とかそういうものが今の産廃処理場のほうの枇杷ノ久保谷川と

一緒に混ざって勝浦川へ流れていってしまったときにはどのような管理をするのか。要は

自分のところの市のごみ処理場に関して、それが枇杷ノ久保谷川に流れないような雨水処

理ができているのかというところなわけでしょう。管理ができていたらしつこくは言わな

いんです。だから、管理をしない中でそういうことで論理的にわからないようなお話をす

るから今食い下がっている話になっているんですね。 

事務局（服部）：ちょっと私も勉強不足かもしれませんが、たしか記憶では特定施設という届出は必要

なかったと認識しているところです。法律的には……。 

福村委員 ：基本的には環境基準のＣＯＤ、ＢＯＤなどの生活環境項目と有害物質などに関しては別扱

いですから、特定施設に当たるわけですよね。 

事務局（谷口）：今福村さんがおっしゃっている特定施設という法律上の定義ですが、これには当たら

ない。法律上の特定施設には該当しないという話がまず１点と、該当しないから水質

はどうでもいいんだという話ではないので、これは我々としても水質はきっちり遵守

していくという、これはこれで別のお話としてあります。 

その上で、どういった法律を我々が目標とするかということを言いますと、１つは環

境基準というのがあります。国のほうから示している環境基準、これは我々だけでは

なしに、すべての皆さんがそういう環境基準以下であるということを目指すべきもの

です。環境基準は守っていきたいというのが１点あります。 

それと、排水については、資料のp.18でも説明しているのですが、うちの施設からの

排水は大きく３つに分かれます。１つがプラント排水、もう１つが生活排水、もう１

つが雨水です。先ほど来説明していますように、そのうちプラント排水についてはう

ちは無放流、要するに川には流さない。すべて場内で浄化させて再生利用する。ある

いは余ったものについては焼却炉の中に突っ込んで消費するということですので、こ

ういう水については一切外に出さない。 

もう１つ、生活排水、中で日常いる職員の方が手を洗ったりトイレを使ったり、ある

いは台所を使ったり、こういった排水については各家庭と同じ水なので、浄化槽で浄

化して、これは川に流します。これはどちらのご家庭でもなさっていることですね。 

福村委員 ：要は普通の民家であればそういうことは言わないのですが、あくまでもごみ処理場だから、 

産廃処理場の排水だからしつこく言っているんです。私のほうからすれば何かの法律があ 

って、それがその中に入っているということがあって初めて規制になるわけですが、先ほ

どのお話からすれば、ごみ処理場自体はそういった水濁法の規制は受けない。だったら何

の法律によって規制を受けるんですか。規制を受けないのであれば、雨水であろうと何で

あろうと垂れ流ししても法律上の基準がないということなので、それでは困るんじゃない

ですかというお話をしつこくお話をさせていただいています。だから、引っ掛かるのであ

れば、この法律によって引っ掛かるために規制値を、環境基準値というのを規制値として
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認めていますよ、これを守るんですというふうなことがあって初めて環境基準値ではない

んですか。どの法律のもとで規制があるなしというお話をされているのか、座標軸が違う

から私はわからないんです。 

黒川副会長：そこの詳しいところは整理してまたお示ししてください。今言葉でやりとりしていても無

理でしょう。資料を揃えてまたきちんとわかるように、目で見てわかるような形でね。 

福村委員 ：ぜひお願いします。 

木戸口会長：そのほうがいいと思います。排水は出ないんですよね。 

黒川副会長：そうです。クローズドシステムにしていますので、プラントからの排水は一切出ません。 

林委員  ：ちょっといいですか。プラントからの排水はないということですけれども、先ほど言いま

したように雨水にどれだけのものが入っているかというのが一番心配されるところだと

思います。これはもう１つ、今福村さんがおっしゃっていた地域住民の方のみならず、水

道水の水源地になっているわけです、この川が。取水しているわけです。これに対する影

響というもの、このあたりで何か縛りはあるのですか。水道法ですよ、これは。私も勉強

不足で知らないので、素人考えで。ただ怖いなという。 

黒川副会長：環境に影響するようなものは出すことはないので、先ほども言いましたように生活排水に

ついては合併浄化槽で浄化した基準に基づいたものを流すわけですから、水源地をおびや

かすような水を流すことはあり得ませんので、そういうことに対しての対策というのは取

る必要はないのかなと。そうしないと、上流の浄化槽から流している水全部、全否定する

ことになってしまいますから。 

林委員  ：それはそうですね。重金属とか非常に体によくない要素のものが一番怖いなと。 

黒川副会長：そうですね。 

島田委員 ：もう１ついいですか。p.9、p.10、p.11につながっているのですが、硫黄酸化物や窒素酸

化物、ダイオキシン類ですが、これの処理については完全燃焼が一番いいのですが、完全

燃焼することによってダイオキシン類は燃えてしまうからいいのですが、それが残る場合

に低温ろ過式集じん器方式とか活性炭方式とかいうことを考えているのかどうか。また考

えているとしたら、それはこの図面の上でどこでダイオキシンを取るのか、ろ過式集じん

器のあたりで取るのかどうか、そこらのところを知りたい。住民が一番問題視しているの

は有害なものが飛散するというと、これまた水の件であったと思うのですが、水の件は今

の説明で私はわかったのですが、煙突からいろいろ有害なものが飛ぶ心配がある。心配が

あるからこういう装置をつけようかということなのですが、これはこの図面上、どのあた

りにつけるのか教えてください。 

木戸口会長：別紙１で、まずp.8から順番にこれはこの絵のここだというのを言っていただけますか。 

事務局（服部）：お答えさせていただきます。別紙１からＡ３のフロー図を見ていただくと、議題１の

p.8と見比べて説明させていただきます。 

p.8のアのばいじん除去方式ですが、表の中でも書かせていただいていますが、ろ過式

集じん器、バグフィルタ、フローの中では真ん中より少し右ぐらいのろ過式集じん器、

これがそのものに該当します。 

次のページの硫黄酸化物、塩化水素の除去方式ですが、これも同じろ過式集じん器に

なるのですが、その直前に消石灰とか炭酸カルシウムとか薬品を吹き込みまして、最
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終的にこのろ過式集じん器で除去するような形になります。 

次のp.10の窒素酸化物除去方式、これがちょっとややこしいというか、いろいろな方

式があるのですが、燃焼によっても抑えることが可能になります。設備によっても抑

えることになります。燃焼によって抑えるというのがろ過式集じん器の少し下に排ガ

ス再循環送風機、このラインを使います。ここで焼却中の空気量を調整しまして、そ

の中で空気中の窒素分を調整することによって酸素との結合を抑える方式になります。

その後、ろ過式集じん器と、その後の触媒反応塔というのがフローの中で書かせてい

ただいていますが、そこでアンモニアとの接触によって除去します。ダイオキシン以

外はろ過式集じん器で除去していくような形になります。 

島田委員 ：私、１つ矛盾を感じるのが、低酸素法であれば、酸素が低くなれば燃焼しにくくなるので

はないですか。 

事務局（服部）：燃焼はしにくくなるのですが、最近技術が進みまして、酸素濃度をコントロールする

ことによって、今の一般上では21％の酸素が存在するのですが、それを燃焼に最適な、

最低限は必要ではあるけれど、余分には必要ない量にまで減らすことによって窒素と

酸素の結合を抑えるという、最近の技術なのですが、そういうのを導入されてきてい

ます。 

木戸口会長：ちゃんと燃える程度には酸素があると。 

島田委員 ：最新の技術でそうですか。普通酸素がなかったら燃えない。 

木戸口会長：余分な酸素を少なくしている。余分な酸素を少なくして燃やすと温度が下がるんです。温

度が下がると窒素酸化物は出にくくなる。温度を高く燃やすと窒素酸化物は出やすいんで

す。温度が高いと空気中の窒素と酸素がくっつくから。だからごみの中に窒素はないので

すが、空気中に窒素があるから窒素酸化物ができるので。温度が低いほうが窒素酸化物を

減らすにはいいんです。 

島田委員 ：わかりました。 

木戸口会長：ほかにどうですか。 

津嘉山委員：福良さんとか皆さんのお話と共通することなのですが、まだ枇杷ノ久保というのは候補地

であって決定されたわけではないのですが、こういう地図をいただきまして、それと前回

私はここの候補地に、平成30年３月12日と前回委員の皆さんと一緒に８月22日と２回訪れ

させていただきまして、１回目は福良さんのご紹介で広域ごみ処理問題を考える市民連絡

会というところから旭鉱石さんの社長さんともお話をさせてもらって見学させていただ

いた経緯があります。そのときのことと今回いただいた資料を組み合わせて心配なことが

３点ぐらいあるのですが、続けてお願いしたいと思います。 

ここの今回できる焼却場の標高はどのくらいになるのでしょうか。それと建物の高さ。 

事務局（谷口）：標高は、場所にもよるのですが、我々が知っているところでは大体40ｍぐらい。 

津嘉山委員：じゃあ今のあそこですか。 

事務局（谷口）：あのあたりで40ｍです。 

津嘉山委員：煙突の一番上というのは、あそこの周りの山は前回のお話では80ｍから100ｍの標高と聞

いているのですが、そうしたら建物と煙突と山との差といいますか、煙突もp.12で高さを

２つぐらい検討中という。 
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事務局（谷口）：煙突の高さはまだ決まっていないんです。現在は59ｍの案と80ｍの案、２つで検討し

たいなということです。 

津嘉山委員：どちらになる可能性とかはわからないですか。 

事務局（谷口）：まだ決まっていません。 

津嘉山委員：そうなんですか。それともう１つ、同じくp.12の定期測定、年１回のダイオキシン類測定

というのがありますね。これは皆さんご存じのように事業者が決めた日、自分の都合のい

い日に、燃焼の安定した時間を４時間ぐらい燃やしてサンプルを取って、事業者が決めた

分析機関に委託する、こういうふうに書かれていたのですが、地元の方の危惧とか考えま

すと、燃やすのも自分が決めた日でいいわけなので、有機塩素とかそういう少ないような

ごみ質のものを入れたときに燃やして測定して分析機関に出すという、そういうちょっと

穿ったような言い方ですが、こういうことも考えられると思うんです。これも分析機関も

事業者が決めたところということで、第三者性が乏しいというか、地域住民が疑おうと思

えば疑いやすいということになると思います。 

それと同じく、先ほど申しました煙突の高さですが、私もあのあたりの地理は少々わかっ

ているんです、親戚がおるものですから。ちょうど北側のほうに小学校がありますね。だ

から、煙突と周りの山、こう行ったときに煙が上がりますね。必ず集じん器を通った後の

煙といいますか、それは無害ではないと思うんです。やはりいくらかは何か出ていると思

うんです。それが自然現象を見てみましても、煙が山をこう行ったときに、それが下降気

流みたいなもので小学校とか向こうの多家良町のほうに降りるのではないか。 

それと、前回皆さんで、ここの方と一緒に参加させていただいたときに委員の方のお話を

小耳に挟みますと、周りが山に囲まれているから煙が外に出ないのでここはいいなという

お話を聞いたのですが、もしそうであれば全くそういうことは外に出ないということはあ

り得ないと思いますが、逆にこういう有害物質を含んだガスが建物とかそういうところに

散る可能性があると思うんですね。さっき他の方もご心配されていましたが。そうすると、

今度p.32の施設のところで、自然観察公園とか遊歩道も設けられるんですね。そういうと

ころにもし多少なりともそういうものが落ちる可能性があれば、そういう危惧もちょっと

しました。 

それと、前回３月12日に見学したときに、たくさんのプラを梱包したものが野積みされて

いました。そして８月ですから５カ月たっても全く同じ状態だったんです。そのときにこ

れは何ですかと聞きましたら、本来は製紙会社に引き取ってもらえるものなのですが、質

が粗悪なので引き取りができない。それで県外の業者に引き取ってもらうことになってい

ますと言われていたので、そんなものかと思ったのですが、５カ月後も同じような状況と

いうことで、何を言いたいかといいますと、劣化ですね、多分あの状態だったら小さくな

ったものが結構いっぱい飛び散っていると思います。だからもし第１候補ですけれども、

あそこがそうなったような、また別のところにおいても必ず埋立する前の土壌調査をしっ

かりしていただきたいと思います。あのとき、皆さんで行ったときには11haほど埋め立て

て、その中の５haぐらいはと聞いていますので、この件が地元の方も一緒で、大変危惧す

るところです。 

木戸口会長：土壌汚染調査は３年目にやる予定になっていますので、また対応をお願いします。 
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津嘉山委員：埋め立て前にしてほしいです。 

木戸口会長：いろいろご意見を出ました。時間２時間を超過しておりますので、このあたりで今回は締

めたいと思います。地元の方としては、排水、煙のことはかなり心配だろうと思います。

ということに対しまして、施設としては無害なものしか排水、煙は出さないという施設で

設計していますので、これからもいろいろご意見をいただいたり、データを出して説明し

たりでお互いのご理解をいただきたいと思います。 

以上で、今日の会議を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

それでは事務局のほうにお返しします。 

3 閉 会 

事務局  ：事務局から３点ほど連絡させていただきます。 

まず１点目ですが、本日皆様にお配りしております資料、東日本大震災における施設被害

状況調査ということでつけさせていただております。こちらですが、前回の会議の際にス

トーカ炉の安全性について、地震があったときとかどうなのかということで意見をいただ

きまして、それでこちらのほうでお調べさせていただいたところ、全国の市区町村の清掃

事業について調査研究を行っています公益財団法人日本都市清掃会議という団体がござ

いまして、そちらのほうで東日本大震災による被害状況調査ということで報告書を作った

ものがこちらのほうになります。表紙にもございますが、こちらの調査機関が東日本大震

災発生直後の2011年３月25日から４月11日の間に東日本にあるごみ焼却施設に対してア

ンケート調査したもの結果でございます。内容についての詳細は時間がございませんので

省略させていただきますが、地震発生後、即座に停止して以降、停電の影響ですとか、配

管の故障、水や必要薬剤が届かなかったなどの影響で停止期間の長短はありますが、施設

の運用年数の如何を問わず、炉そのものが壊れたということによって復旧に時間がかかっ

たという案件はこの調査の中では１件もございません。新しい施設づくりの中におきまし

ても、先ほど議題１のほうで説明させていただいた防災対策を含めまして早期復旧できる

体制づくりを整えたいと考えています。 

次は２点目でございます。委員の皆様に今回の議題で資料を送付させていただいた際に、

前回第３回市民会議の議事録も送付させていただきました。確認をお願いしていたところ

ですが、もし修正点等がございましたら今日の会議以降で結構ですので、事務局にお伝え

いただければと思います。傍聴者の皆様におかれましては、委員の方からの連絡を受けた

ものを修正しまして、できれば今週末ぐらいを目途に徳島市のホームページに公開を予定

しておりますので、またご確認いただければと思います。本日の議題や資料につきまして

も早期の掲載を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

最後になりましたけれども、次回の市民会議は11月中旬を予定しております。まだ日程が

決まっておりません。申し訳ございません。議題につきましては、本日までにお示しさせ

ていただきました一般廃棄物中間処理施設整備基本計画の確認及びそれに関する案件の

説明ですとか今後のスケジュールの説明を中心に進めさせていただきたいと考えており

ます。 

では、長時間になりましたけれども、以上をもちまして、第４回「徳島市一般廃棄物中間
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処理施設整備基本計画市民会議」を終了いたします。皆様、長時間お疲れさまでございま

した。 

 

以 上 


