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第６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31年２月８日（金）  15時00分～16時00分 

【場所】 徳島市役所 13階 第二研修室 

【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  

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）  

9 津嘉山 郁子 公募委員  

10 名川 拓男 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 

傍 聴 者：17名 

記    者：５名 

 

【欠席者】委    員： 

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  

8 福村 和則 地元代表委員（多家良町）  

 

【配布資料】 

・ 次第 

・ 委員名簿 

・ 席次表 

・ 議題１ 

・ 議題２ 

・ 資料１ 

・ 基本計画 

・ 基本計画概要版 
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1  開会 

事務局  ： では、定刻となりましたので、ただいまより第６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。 

 まず冒頭にご報告がございます。本会議に公募委員としてご参加いただいておりました

林政憲委員でございますが、第５回の市民会議の後に体調不良のため、委員を辞退したい

旨の申し出がご本人さんからございました。本市としましては、引き続きご尽力いただき

たかったのですが、本人の強い意向もございまして、木戸口会長とも協議をさせていただ

き、昨年12月10日付をもちまして任を解かせていただきました。林元委員につきましては、

会議においても特に技術的な観点から貴重なご意見をいただくなど、計画の策定にご協力

いただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。 

このため、市民会議の委員の数は10名となります。 

 本日は、奥嶋委員と福村委員が所用のため欠席しておりますが、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の第５条第２項により、市民会議は委員の半数以

上の出席をもって開催するとなっており、定足数を満たしておりますので、会議を開催い

たします。 

 本日配布しております書類につきまして、ご確認をお願いいたします。委員の皆様には、

次第、委員名簿、席次表に加えまして、議題１、２、そして資料１、及び徳島市一般廃棄

物中間処理施設整備基本計画（案）の本編及び概要版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： それでは、会議に入ります前に、事務局に確認させていただきます。この市民会議の設

置要項の第６条に基づきまして、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  ： ございません。 

木戸口会長： はい。それでは、本日の会議は公開で行うということにしたいと思います。 

全体   ： 異議なし。 

木戸口会長： 傍聴者の皆様には引き続き事務局の指示に従いまして行動いただきますようよろしくお

願いします。 

 

2  議題 

木戸口会長： それでは議題に移ります。まず議題１、徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画に

係るパブリックコメントの概要についてでございます。まず事務局から説明をお願いいた

します。 

事務局  ： 議題１「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」に係るパブリックコメントの概

要について説明いたします。 

 議題１をご覧ください。 
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 徳島市市民参加基本条例に基づきまして、昨年の12月18日より１月17日まで行われまし

た、「「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」に係るパブリックコメント」の結果

でございます。 

 期間内に計467名の意見提出がございました。 

 今回の「一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」は徳島市を含めた周辺６市町による広

域ごみ処理の計画でございますが、徳島市市民参加基本条例のパブリックコメントでの受

付対象となります徳島市内の在住者、徳島市内への在勤者、徳島市内の学校の在学者では

ない、徳島市以外の５市町の在住者の方は意見の提出機会がないという点を考慮し、パブ

リックコメントと同時期に参考意見としての受付も別途行いまして、計63名の意見提出が

ございました。 

 今回パブリックコメントで提出されました意見の概要及び意見に対する市の考え方を

資料１にお示ししております。 

 こちらは、基本計画に関係する案件や今回のパブリックコメントにおいて提出の多かっ

た意見等を事務局において26項目に大別しまして、市の考え方をお示ししたものとなって

おります。 

 本市におきまして、提出いただいた意見を確認しましたところ、「一般廃棄物処理基本

計画」に関連したごみ減量に係る意見を述べられた方が多く、今回のパブリックコメント

で実施しました新たなごみ処理施設整備に係る「一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」

の内容の変更に至るまでの意見は無かったと考えておりますが、今回提出いただいた意見

の中で、その内容を反映すべきと考えました案件につきましては、今後策定します「実施

計画」において検討を進めてまいりたいと考えております。 

 委員の皆様には、本日お示ししました本市の考え方につきまして、ご意見を頂戴できれ

ばと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今後のスケジュールとしましては、本日の協議内容に基づいて見直しを行いましたパブ

リックコメントの概要及び市の考え方を市議会にて報告させていただき、その後、徳島市

市民参加基本条例に基づき、３月中旬の予定にホームページ上にて公開させていただく方

向で考えております。 

 議題１については、以上となります。 

木戸口会長： ということであります。26件に分類して整理されております。これを見ていただきまし

て何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

津嘉山委員： 項目が26ありますが、例えば施設規模についてというのであれば、これに対して何名の

方が、すべて言及をされているわけではないけれど、同じような内容であるのにしても何

人の方が関心を持ってこのことについてパブリックコメントを出されたかという、そうい

う数がわかればもっとよかったかなと思うので、できれば。 

木戸口会長： 人数はわかりますか。 

事務局  ： 今はわかりません。 

木戸口会長： 項目の１番に何人か、２番に何人かということですね。 

津嘉山委員： そうです。できましたらホームページで出すときに書いていただくと、なお臨場感があ

るのではないか。 
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木戸口会長： 多かったご意見は何番ですか。それもわかりませんか。 

事務局  ： 一番多かったのはごみ減量の推進をすべきといったご意見でありますとか、再資源化を

もっと図るべきといったご意見が多うございました。その２つは直接は施設整備には関係

ない、その手前の一般廃棄物処理基本計画のご意見であると考えております。 

木戸口会長： これは意見を募るということで、多数決の問題ではないので何とも言えないですが、数

字については現時点ではわからない。こういうのはどうなんですか。ホームページに、今

おっしゃったような。数が先行してしまうとまずいので。こういう意見があったという、

広く意見を集めたということが重要なので、これが多数意見だということでやっているわ

けではないので、その辺は難しいんですかね。それでよろしいですか。 

津嘉山委員： 関心が高かったというのはわかりますよね。 

木戸口会長： 最初の２件は関心が高かったということですね。ほかにございますでしょうか。 

津嘉山委員： 考え方というところを読ませていただくと、ここで例えば灰セメント化についてのとこ

ろを読みますと。 

木戸口会長： ６番ですか。 

津嘉山委員： そうです。６番です。点の２番目、焼却灰はセメント原料に適していないのではないか

とか、こういうことに関して、１つ１つ返事というのは難しいかもしれませんが、そうい

うことには触れられずに、改めて検討してまいりますという感じで流していますけれども、

こういうレベルでしょうがないことなのでしょうか。 

事務局  ： 現時点では、エコセメント化について検討していきたいということでございまして、ま

だ企業と具体的な話し合いができているわけではございませんので、ご指摘いただいたよ

うな点も含めてどういったことになるのかというのは今後検討していく中で考えてまい

りたいと考えております。 

津嘉山委員： はい、わかりました。 

木戸口会長： ほかはどうでしょうか。いいですか。ではこれは今後施設整備を進めていく上でこうい

う意見があったというのを参考にしながら進めるという形で行かせていただきたいと思

います。 

 では、この内容で市議会に報告するということでお願いいたします。 

 パブリックコメントに関しまして私のほうから一つ申し上げたいことがあるのですが、

実は先月31日に津嘉山委員から事務局経由で私のほうに要望書と徳島市ほか５市町のご

み処理における資源循環型ごみ処理提案書というのを提出いただきました。これにつきま

して、この会議でできれば検討をお願いしたいというご要望、ご意向があったのですが、

そうなりますと委員でございますので、津嘉山委員ご本人から説明をお願いしなければい

けないと思うのですが、説明していただくかどうか、委員の方々にご意向を伺いたいと思

います。いかがでしょうか。簡単にまず内容を説明していただいて、どうかなという形に

なろうかと思います。 

（異議なし） 

木戸口会長： よろしいですか。それでは、委員の皆様に資料の配布をお願いします。 

（事務局より、資料配布） 
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木戸口会長： それでは、津嘉山委員からご説明をお願いしたいと思います。ただ時間のこともありま

すので、時間は最大でも10分という形で簡単にやっていただけますか。それを超えますと、

私、止めますので、よろしくお願いいたします。  

津嘉山委員： お時間いただきましてありがとうございます。広域ごみ処理問題を考える会やごみゼロ

フォーラムのメンバーとして学んだことですが、ごみ処理は今日だけの問題ではなくて、

将来に関わるごみに対する理念が必要だということを感じましたので、そのために私たち

は循環型ごみ処理方式を念頭に学習してきましたので、そういうことを整備計画のほうに

も提案していきたいと思います。でも、今後ともここにいらっしゃる傍聴人も含めて、み

んなで知恵を出し合って徳島市ほか５市町に最適と思われるごみ処理の仕組みを追求し

ていけたらなと思いながら説明に入らせていただきます。 

 傍聴人の方の手元にはないので、できるだけ資料は使わずに聞けるような方法で、現状

のごみ処理は、これは割愛します。 

 これから徳島市が計画している広域ごみ処理も、この中で私も何度も話させていただき

ましたが、これは紙類、厨芥類、それにプラスチックごみを燃焼しまして焼却灰をセメン

ト工場に持っていくということですね。埋め立て量を減らす、それから、発生した熱を電

気に変えて発電で売電する、こういう形だと思います。 

 それで、提案するごみ処理フローですが、生ごみを燃やしてしまうのはもったいない。

それで、厨芥類を分別してメタンガスを発生させて、それを発電に回す。そのときに出て

きた残渣、それとし尿汚泥、また下水汚泥、こういうもので溶融をさせまして、汚泥から

リンを回収する。可燃ごみは、これは紙とか布とか焼却しまして、焼却灰が出てきます。

そういう焼却灰、飛灰、それからこういうものをセメント工場に行くのではなくて、この

中にたくさん含まれております重金属をまた分離する。そして精錬工場のほうで綺麗な状

態にして、そういう骨材を建設工事に使う、そういうものを何度か発言させてもらってや

って、循環型を推進する意見を言ってきました。 

 最近、バイオガス化のときに、なぜ取り入れないで、ストーカ方式になったかというと

ころでは、今一番話題になっています飯谷のクローズドシステムなどで排水問題が１つあ

ること。それだと生じた水を蒸発させないといけないので、電力を使うからCO2削減になら

ない。これを大きなメインにされて、ストーカ方式で、バイオガス化というのは取り入れ

ない、そういうふうに結論づけられたと思います。そのときにコストのことを言われまし

たので、11ページをご覧になっていただけますでしょうか。何度か発言させていただきま

したが、そのときに出てくる灰、焼却灰、飛灰、これを処理するときに費用が要ります。

この外部処理はどれぐらい要るんですかと質問させていただきましたが、ここは中間処理

なのでそういう灰のところまでコストを考える段階ではございませんと言われましたが、

ごみというのは入ってきましたら最後のインプットからアウトプットするまでトータル

で考えるべきではないでしょうかということで、私たちのほうでまとめたものが11ページ

の赤いところです。外部処理費用として6.82億円があります。この計算方法としまして、

主灰と飛灰、飛灰は重金属をたくさん含んでいますので、また塩素がたくさん、20％あり

ますので、その水洗とかそういうことが処理費が高くつきまして、このような減量化に持

っていくまでの費用がかかります。これを計算すると6.82億円になりますので、これを収
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支全体のコスト評価の中に入れていただかないことには、先ほど言いましたように、バイ

オガス化が高くつくからということで切り捨てられるというところに納得が行きません。 

また12ページのところにも私たちが提言している循環型処理方式と徳島市が今推進して

いる一般的な混合収集焼却方式、これとの比較がございますので、これもご覧になってく

ださい。 

 計算したこととか説明とかいろいろありますが、時間の関係で割愛させていただきまし

て、19ページをよろしくお願いいたします。本提案の理念というところですが、日本は石

灰石はたくさんありますよね。だけど、いろんな資源、例えば鉄、銅、アルミ、鉛、リン

などすべて輸入でありますし、それからこういう状況ですけれども、やはりこういうふう

に、またきちんと、例えば重金属なども処理せずに、そのままセメント工場などに行って

きますと有用な資源が形を変えて有害な廃棄物となって日本に拡散していく。こういうこ

とを考えなければいけないのではないかと思いまして、重金属回収のところをご覧になっ

てください。重金属の中には、主灰、飛灰の中にも重金属はたくさんあります。セメント

工場に流しますと処理はされますが、できるだけ溶けないようにいろいろな化学的な処理

をされますけれど、それはセメント工場でほかの材料と混ぜて建設関係のほうに流れてい

きます。日本は世界的に酸性雨ですので、長い年月たちますと酸性雨に重金属は溶けてき

ます。そういうふうな状態できちんと無害な状態で公に出さないでそれでいいのだろうか。

ごみを将来に送り届けるのではないか。またそういう危惧がとてもあります。それで、こ

ういうものは溶融することによって非鉄精錬工場のほうであれば先ほども申しましたよ

うにきちんと回収ができます。それをまた使うことができます。 

 また、リン回収、スラグ肥料化のところ、次のページをご覧になってください。これも

何度も申し上げましたが、日本はリンは産出しておりません。それで外国に頼ることにな

っております。でもリンというのは枯渇資源と言われておりまして、アメリカ、中国、そ

ういうところからは戦略物質として輸出を禁止しております。ドイツでも去年の10月にリ

ンを回収することが法律で決められました。こういうことなので、日本でも将来は国策に

なると予想されます。だから、バイオガス化した残渣、これはバイオガス化とリンの回収

は一体化していて、その残渣と汚泥とし尿汚泥、ここからリンを回収する。こういうふう

に持っていって、ぜひお願いしたいと思います。 

そして、これも徳島大学にある先生がいらっしゃいまして、鶏糞のコンポスト化、発酵し

た鶏糞から高品質のリンを回収する。これもクラスター方式といって医学とかいろんな先

生たちが協力してこの研究に取り組まれて、そして成功させておられます。だから、先生

がおっしゃるには、徳島はそういう面でもすごく先進でやっていますので、先駆けた市で

ありますので、ぜひリンの回収に頑張ってくださいということをおっしゃっていただいて

おります。 

それから……。 

木戸口会長： もう時間なので、いいですか。 

津嘉山委員： はい。一方通行型のごみ処理方式ではなくて、循環型処理方式に変えていただいて、徳

島市を本当に誇れるようなごみ処理施設ができるようにみんなで向かっていきたいと思

っております。ありがとうございました。 
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木戸口会長： どうもありがとうございました。こういう形で循環型処理方式という要望を出したいと

いうお話でした。これを議論するわけではないですが、今の提案につきましてご質問はあ

りますでしょうか。よろしいですか。 

島田委員 ： この提案書というのはどういうことなんですか。こういうことを提案して、こういうふ

うにやってほしいということなんですか。 

津嘉山委員： ここに言ったことは、今までの５回の中で全部述べさせていただいたことなんです。だ

けど、口べたでもありますし、短い中で言ってもわかっていただけないところがあります

が、ここでしたら表とか数字とか原理的なものも書いてございますので、皆さんにまたじ

っくりと読んでいただいて、わからないところはご質問いただきまして、現計画と違った

ところがありますので、循環型を目指しますので、そういうところで、やはりここはいい

んじゃないかなともし思っていただけるようなところがあれば幸いだと思いまして発言

させていただきました。 

島田委員 ： ずいぶん勉強していると感心するのですが、これを提案して、元から検討するというあ

れではない？ 

木戸口会長： そういう意味では受け取ってはいないです。 

島田委員 ： こういう意見がありますよという。 

木戸口会長： 委員の方からこういうパブリックコメントの１つとしてあったということで、ご紹介す

るというだけにとどめています。 

島田委員 ： ということですね。 

津嘉山委員： 皆さんがいろいろと考えを持っていただければ。先ほど申しましたように少しでも深く。 

島田委員 ： いろんな方式でやったんだけれど、資金面とか財政面とか考えてストーカ方式になって

きましたよね。こういう提案が出たら、これはまた最初からやらなければいけないのかな

という感じもするわけです。 

木戸口会長： 提案ではないです。 

島田委員 ： わかりました。 

木戸口会長： 特に委員さんだったので、要望という形で特に時間を設けさせてもらったという形です。

ほかはよろしいですか。 

 そうしましたら、今津嘉山委員の提案、これはこれから汲みとって計画を進めていただ

きたいということにしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは次の議題に移ります。 

議題の２、徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画（案）についてということでご

ざいます。これも事務局から説明をお願いします。 

事務局  ： 議題２「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」（案）についてでございます。 

これまで、市民会議において了承いただいた内容を反映し、パブリックコメントを経た

形で、今回「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」（案）及びその要素を集約し

ました「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画」【概要版】（案）につきまして、委

員の皆様のお手元にお配りしております。また、傍聴の皆様には、「徳島市一般廃棄物中

間処理施設整備基本計画」【概要版】（案）をお配りしております。 

 パブリックコメントでお示しさせていただいた「基本計画」（素案）と本日お渡しして
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おります本編において、変更を行っている部分が数点ございますので、こちらを説明させ

ていただきます。 

 まず、本編p.25になります。概要版のほうはp.４になります。こちらの５、処理対象ご

み品目、(2)リサイクルセンターの(ｴ)有害ごみの案件でございますが、こちらのほうに当

初は「蛍光灯・電球」とさせていただいていたのですが、有害ごみに電球が該当しないと

いうことで記載を「蛍光灯」とさせていただいております。 

 次に、本編のp.26、概要版のほうはp.５でございます。こちらのフロー図になりますが、

こちらも先ほどの有害ごみに係る案件につきまして、電球が含まれておりましたので、そ

の分の削除をしております。ちょうど黄色で塗っている部分でございますが、こちらの削

除をしております。 

 続きまして、本編のp.28、p.29、概要版のほうはp.６、p.７でございます。こちらも先

ほど申しました区分が「蛍光灯・電球」となっていたものを「蛍光灯」という形に修正さ

せていただいております。 

 続きまして、本編p.61、概要版のほうはp.15でございます。こちらも再三繰り返しなる

のですが、「蛍光灯・電球」とさせていただいた部分を「蛍光灯」とさせていただいてお

ります。 

 続きまして、内容の更新でございますが、本編のp.102をお願いいたします。概要版は

p.28でございます。本編のp.102～103でございますが、これまで比較検討予定としており

ました煙突高につきまして、記載させていただいております。「計画段階環境配慮書」に

おきましては、経済性や景観面で59ｍのほうが優位とされておりましたが、大気質への環

境負荷により一層配慮するという観点を徳島市としましては重視しまして、高さ80ｍで設

置する方向で進めたいと考えております。 

 最後に、項目の追記ですが、本編p.132、概要版はp.37でございます。表10-6の概算事

業費のまとめとしまして、建設費の関係自治体負担額、これが当初の分では記載されてお

りませんでしたので、こちらを追記しております。 

 修正を行いました点につきましては、概要版のほうを確認いただいておわかりのとおり

ですが、すべて概要版にも反映は済ませております。 

 今後のスケジュールでございますが、本日、市民会議で決定しました本（案）を市長に

提出、報告させていただきました後、先ほどのパブリックコメントの概要とともに市議会

にて報告させていただきまして、議会での承認をもって、基本計画の完成とさせていただ

く予定でございます。 

 議題２につきましては、以上となります。 

木戸口会長： 今の説明に関しまして、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

津嘉山委員： またぶり返すと言われそうなのですが、11月13日に第５回の市民会議がございました。

その後２週間ぐらいたちまして、徳島市のほうから別冊が送られてきました。 

そのときに削除してくださいと言われた部分がございましたね。それが13日の分の72ペ

ージと75ページです。何についてかといいますと、バイオガス化施設導入の検討というと

ころで、72ページのほうの削除された部分は、「ただし今後の導入の可能性については技

術の向上を注視しながら引き続き検討する」、この場所を削除しなさい。それから、その
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下のピンクで包みました「環境への配慮と経済性」、これも消しなさいということで、実

際27日の分には削除されておりました。それから、75ページの熱回収施設、ストーカ式を

選択した。その下の理由のところに「今後の検討に際しての留意点」というところがあり

まして、「バイオガス化施設を導入する場合には以下のような効果や課題があることに留

意し、検討を進める必要がある」。期待できる効果を４点ぐらいと、課題としましては、

先ほど問題になっておりますものが２つですね。先ほど私が説明しましたクローズドシス

テムとかCO2の削減にならないということを理由として挙げられて、これが削除されました。 

 そして、このたび第１回から第５回までの議事録をずっと読ませていただきました。そ

うしたら、11月13日のことが議題になったときの上月先生のご発言をずっと読んでいきま

したら、この市民会議をする前にはもうストーカ式だけに絞るようなことを書いていまし

たが、ところどころにそういうふうにまだ検討する余地があるとか、留意して、将来的に

はとか、そういうことをにおわせながら、それで上月先生も本当にまたもう一度お家に帰

ってご覧になってくださったらいいと思うのですが、とても大事なことをご発言してくだ

さっていると思うのですが、このことが始まる前に整備計画でもストーカだけですよとい

うことで、戻ることもできない。やはりそういう何かがあったときのために別のものを選

択するという、そういう余地も残しておかないといけないのではないかというようなご発

言だったかなと思うのですが、そう言いながらもいつも委員の中で、これは一応案として

出しますよとか、でも技術的な進展を見ながら見ていきましょうという話もありましたの

に、そういうこともあるのに、急に会議が終わった後にこういうものがいきなり送られて、

削除されたということですね。この委員会の中では削除しますよというような内容ではな

かったように思うのですが、そこのところをご説明いただけたらと思います。 

事務局  ： 第５回、前回の市民会議の中でバイオガス化施設についてもご議論いただいたと思って

おります。そのご議論の中で、手戻りするようなことは難しいという趣旨のご意見もあっ

たかと記憶しておりまして、それを踏まえまして、会としてストーカ式を選択されたと、

我々はそう理解しておりまして、その関係で該当ページは削除させていただいた次第でご

ざいます。 

津嘉山委員： そういうご意見の方もいらっしゃいましたが、何かのために次の手段として残しておか

ないと困るのではないですかという上月先生のお話とかございましたので、多数決を採っ

たわけではないのに、そういうふうにいきなり削除されたというところに委員としては合

点が行きません。 

黒川委員 ： 誤解があったらいかんので、バイオガス化についてはもともとこの市民会議が始まる前

に比較検討してストーカ式で行くというスタートから始まっています。その中で、バイオ

ガスのご意見をいろいろいただいて、技術もどんどん進歩していっているということで、

バイオガスもこれから先、将来的に必要になってくる場合もあるかもわかりませんから、

そこの部分については完全にバイオガス化を否定しているわけではなくて、今後将来的に

そういう機会があればバイオガス化も考えてきましょう、検討していきましょうという意

味で計画の中に入れていたんですね。ただ、この計画の中に入れるというのは、今の最有

力候補地の飯谷町での整備計画ですから、飯谷町ではバイオガス化はしないということを

宣言していますので、そこで書き方があやふやだったのかもわかりませんが、そのまま引
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き続いて飯谷町のほうでバイオガス化も検討するようなイメージを与えてしまったのは

非常にそういうふうに捉えられたのは残念なのですが、そうではなくて、バイオガス化は

将来的に技術の進歩があるので、そういうのも検討の中には入れていきましょうというこ

とです、別個に。 

津嘉山委員： 別個に。それは今はどうなんですか。 

黒川委員 ： 今もです。当然ね。全くバイオガス化を否定しているわけではありません。 

事務局  ： その件につきましては、これを全部網羅しています一般廃棄物処理基本計画というのが

ございまして、その中ではちゃんとうたい込みは残っておりますので、完全にごみの計画

の中から消えたということではございません。今、部長も申し上げたように、飯谷ではと

いうことで、市全体のごみ処理の計画の将来像というところではそのうたい込みは残って

おりますので、そちらはちゃんと残っております。 

黒川委員 ： 津嘉山委員、処理基本計画のほうをまたお見せしますので、そこの文言のところを見て

いただいて。 

津嘉山委員： 市民会議の前に１年かけてされている。 

黒川委員 ： そうです。計画があります。市全体の一般廃棄物の計画がありますので、その中ではバ

イオガス化も検討していくということは入れてありますので、計画の中に。 

津嘉山委員： はい。 

黒川委員 ： また見ていただけたらと思います。 

木戸口会長： よろしいですか。一般廃棄物処理基本計画に位置づけられているということです。ほか

にご質問、ご意見はありますでしょうか。 

島田委員 ： 最後のところですが、37ページ、事業費が444.6億で、うち関係自治体負担額が200.9億

円になっていますね。これはほかの自治体を入れて負担額は200億ということなんですか。 

 それともう１つ、維持管理費248億、これは20年間トータルの維持管理費なんですか。

どういうことなのかよくわからないのですが。 

事務局  ： いずれもおっしゃるとおりで、１点目については444.6億円のうち、本市を含む関係６

市町の実質負担額が200.9億円で、残りの差額は国の交付金や市債でございます。 

 ２点目の維持管理費については20年間のトータルということで。 

島田委員 ： 20年間のトータルが248億円ですね。 

事務局  ： はい。 

島田委員 ： 20年間で各自治体が負担する合計は約360億円ということですか。360億を20年間で支払

っていく、そういうことですね。わかりました。 

木戸口会長： ほかはどうですか。 

上月委員 ： 蛍光灯と電球の話をたくさんされましたが、電球はどこに行くのですか。 

事務局  ： 電球自身は不燃ごみになります。燃えないごみです。 

上月委員 ： 燃えないごみだと埋め立てて、どうするんですか。 

事務局  ： 埋め立てになります。電球も鉄の部分は回収しますが、ガラス部分は埋め立てのほうに

行くようになります。 

上月委員 ： 燃えないごみをクリーンセンターかどこかで分別するのですか。 

事務局  ： 分別します。今までは電球型蛍光灯、蛍光管が入っている電球とただの電球がごちゃま
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ぜになっていましたので、今回削除させていただきました。 

黒川委員 ： 有害な部分で区分けしたのですね。 

事務局  ： はい。 

上月委員 ： 26ページに最終処分場の話が出てくるのですが、参考のために教えてほしいのですが、

徳島の東部処分場はあと何年ぐらいあるのですか。 

事務局  ： 実は10年前に計画を立てさせていただきまして10年間で埋め立てが完了ということでし

たが、一昨年にさらにまだ埋め立てられるということで更新を今10年間させていただいて

いるところです。今数字を持ち合わせていないのですが、まだ30～40％しか埋まっていな

いという状況でしたので、これからますます減量化が進んできますとあと数十年にわたっ

て可能かと思われます。 

上月委員 ： それは今まではどこのごみが入っていたのですか。ここで言うと、本市、勝浦、松茂、

北島が入っているのですか。 

事務局  ： 阿波市さんとか、ちょっと今あれなのですが、ほかの市町村さんも埋め立てに同意され

ていた市町村がありますので、そこも含めてということと、あと、産業廃棄物であります

とか、建設土砂でありますとか、そういうものを最終処分場のほうで受け入れています。 

上月委員 ： ということはあと何年ぐらいもちそうなのですか。 

事務局  ： それが10年間の予定が、昨年、一昨年更新したのですが、そのとき全然埋まっていない

という状況でしたので、まだそこが今後減量化、特に徳島市、関係市町村が減量化に動き

ますので、今想像はつかないのですが、数十年規模で大丈夫なのではないかという予想で

す。 

上月委員 ： 今と同じような市町村が入れているのが続くということですか。 

事務局  ： はい。 

上月委員 ： 入れている市町村は一緒で。 

事務局  ： はい。最初に協定を結んだ市町村しか入れていませんので、県内全体ということではご

ざいません。 

上月委員 ： なるほど。小松島市はどうするんですか、今。最終処分場は。 

事務局  ： 本編の７ページにフロー図があるのですが、赤石地区に一般廃棄物の最終処分場を持た

れているようです。 

事務局  ： ７ページの右側、矢印の最後のところ。 

上月委員 ： 赤石地区の一般廃棄物処分場があるけれど、新しくは次にここに入れるかどうかわから

ないということですか。 

事務局  ： 基本的には東部処分場には入れない、と。従来どおりの場所に入れるというのが基本で

す。 

上月委員 ： 従来どおりというのはこの赤石ですか。 

事務局  ： そうです。 

上月委員 ： わかりました。それから、133ページを見ると、環境影響評価というのが出てきますが、

配慮書というのはどこで議論するのですか。もう議論したことはありますか。 

事務局  ： これは既に県のほうで審査会がありまして、そこでの議論になるのですが、昨年、年末

12月と本年に入りましてから２度ほど県のほうで。 
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上月委員 ： 県のほうで。じゃあここの所掌事項ではないということなんですね。 

事務局  ： はい。 

上月委員 ： ちなみに、アセスメントするときに何をターゲットに評価するのですか。 

事務局  ： これは県条例でそれに該当するものが決まっております。大気、水に始まりまして、生

物、植物、こういったものが多様になるのですが、配慮書の時点ではまだその前段でござ

いますので、配慮書の中では煙突からの大気質への排出、これと景観、これを主に比較検

討を行っております。今後、次年度以降行われるであろう環境影響評価においては先ほど

申しました多種多様な調査を行っていきます。 

上月委員 ： アセスに代替案を出していくのですが、その代替案はどういう形の代替案ですか。 

事務局  ： 恐らくおっしゃっているのが、最近ですと戦略アセスとか、そういったことで、それが

配慮書の中で我々複数案を出す際に、煙突の高さでもって複数案を検討いたしました。そ

れがこのたび80ｍと基本計画の中で整理いたしましたが、前回までは59ｍあるいは80ｍの

併記だったと思います。その２案で配慮書上で比較検討して行っております。 

上月委員 ： 県でやっているんですね。わかりました。 

木戸口会長： ほかに。 

島田委員 ： もう１ついいですか。聞き洩らしたのかわからないのですが、煙突の高さ80ｍと言われ

ましたが、それはどういう計算で80ｍの高さですか。 

事務局  ： 地上高より80ｍのところに煙突の煙の吹き出し口ができるという。 

島田委員 ： 高低差で気流の流れというか、大気の流れというのがありますわね。高さによって燃焼

率が違ってくると思うのですが、こういう計算はしていないのですか。 

事務局  ： 全国的な傾向に基づきまして、一番全国的に見て同規模施設で、採用事例が多いのが59

ｍ、２番目に多いのが80ｍとなっております。徳島市においては、今現行の東部環境事業

所が59ｍ、一方で西部環境事業所が80ｍでございますので、こういった数字を参考として

おります。 

島田委員 ： よその施設を参考にしてやった、高さを決めたということですね。 

事務局  ： はい。 

島田委員 ： 市のほうでは計算していないわけですね。高さを決める、これぐらい気流の大きさで燃

焼率の問題とか、そういう計算はしていないんですね。 

事務局  ： 燃焼はいずれの高さでも燃焼できますので。 

島田委員 ： メーカーのほうで出して、してきたということになるんでね。 

事務局  ： メーカーに出したということではないです。 

島田委員 ： わかりました。 

福良委員 ： よろしいですか。概要の14ページ、搬入出ルート、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、これはこのとおりだと思うのですが、確かに私はこの地域に住

んでおりますので、測量とか住民の聞き取りをされているというのは事実知っているわけ

ですが、徳島上那賀線のルートの中で井口の堰の近くの２カ所が非常に狭い場所があるん

ですね。大型の車であれば待たないと通れないという箇所があるのですが、このあたりは

県道として拡幅が予定されているのでしょうか。 

事務局  ： 県管理でございますので、ここを拡幅するという話は今のところ我々は聞いておりませ
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ん。 

福良委員 ： 協議は予定されているのでしょうか。 

事務局  ： うちと県との協議ですか。特に今具体的に協議をいつ行うというのはありませんが、こ

こは狭いということは我々は十分承知しておりますので、機会を捉えて県に対して要望な

り何なりはしていきたいと考えております。 

福良委員 ： 現に徳島の飯谷町の対岸は、今実は県が工事しているんですね。対岸を広く拡幅して。

同様にそういったものの必要性が迫られると思うんです。だからそのあたりはスムーズな

搬出入のためにぜひ実現していただきたいと考えております。 

木戸口会長： 地元の方ならではの意見だと思います。ほかにございますでしょうか。 

そうしましたら、今ご質問いただきました基本計画、これを最終的に議会等へ報告とい

う形で進めてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは次の議題に移ります。議題３はその他になっております。事務局から何かござ

いますか。 

事務局  ： 議題３「その他」でございますが、２点連絡がございます。 

本日第６回の議事録につきましては、作成が出来次第、委員の皆様に送付させていただ

きまして、修正等をお願いした後にホームページに掲載したいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、本日の議題や資料につきましては、特に資料のパブリックコメントに関してでご

ざいますが、公開実施のタイミング等の兼ね合いもありますが、掲載可能な議題等につき

ましては早期の掲載を予定しております。 

またホームページのほうに掲載させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは、以上となります。 

木戸口会長： それでは、以上で本日の議題は終了いたしました。 

それでは議事を事務局にお返しします。 

 

3  閉会 

事務局  ： 木戸口会長、ありがとうございました。今回、徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本

計画市民会議は今回をもって最終回を予定しております。 

 ここで委員の皆様に遠藤彰良徳島市長より一言ご挨拶を申し上げます。 

遠藤市長 ： 徳島市長の遠藤彰良でございます。木戸口会長をはじめ、委員の皆様におかれましては

日ごろからごみ行政の推進をはじめ、市政全般にわたり格別のご理解とご協力を賜り厚く

御礼を申し上げます。 

 また、一般廃棄物中間処理施設整備の基本計画策定に係る市民会議におきましては、ご

多忙中、昨年７月から６回にわたりましてご出席をいただき、大変有意義な議論を重ねて

いただいたと伺っております。深く感謝を申し上げます。 

 この一般廃棄物中間処理施設につきましては、私が市長に就任するだいぶ前からの課題

でございまして、今年度こうして市民会議を開催し、多方面でご活躍される皆様方から幅

広い見地からのご意見をお伺いしたお陰で、よりよい基本計画に仕上げることができたの
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ではないかと思っております。 

 今後は、この基本計画をベースにしまして、市民の皆様にご理解をいただき、一刻も早

く施設の整備に取り掛かれるよう努力してまいりたいと考えております。 

 皆様には今後とも徳島市のごみ行政、とりわけ６市町で整備いたします本施設整備に引

き続きご理解とご支援を賜りますようにお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、

私のお礼の挨拶とさせていただきます。皆さん、このたびは本当にありがとうございまし

た。お世話になりました。 

事務局  ： 公務の都合で遠藤市長はここで退室させていただきます。 

（遠藤市長退室） 

最後になりましたが、今回の市民会議会長でございます木戸口善行会長よりご挨拶をい 

ただきます。 

木戸口会長： 簡単にご挨拶させていただきます。当処理施設は、設置要綱に基づきますと、環境と安

全に配慮した施設という形で検討するということになっておりました。市民会議の立ち位

置としましては、市民のご意見を広く受け入れるという形にしておりまして、今日で６回

議論というか、意見を述べていただいたという形になります。ただ、最後のスケジュール

にありますように、この計画というのはこれからまだ先が長いものでありますので、この

市民会議で終わりではなくて、これからも計画どおりうまく行っているか、新たな問題が

発生していないか、また先ほど津嘉山委員もありましたが、改善点はないか、そういう目

で見守っていきたいと考えております。 

 最後に、この市民会議の運営にご協力いただきましてありがとうございました。 

以上で私の挨拶とさせていただきます。 

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６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 

終了いたします。皆様、長時間お疲れさまでした。 

 

以 上 


