
番号 １ 概要 施設規模（小型化・各市町整備）について

意見

考え方

番号 ２ 概要 進入ルートについて

意見

考え方

徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方（案）

・１人１人がまずはごみを減らして処理施設を大型化するのをやめて欲しい。
・今まで通り各市町での処理をして欲しい。
・今後11年間で８％の人口減が見込まれるのに18％の減量設定は低すぎる。もっと減量し施設規模を縮小することが必要である。
・大型焼却炉は、紙もプラスチックもビニールも燃やすことになり、市民のごみ分別意識がなくなる。さらにごみを大量に出して燃やすものを作る
という悪循環になる。
・災害に強い施設を基本方針とするなら、１か所集中方式ではなく、複数個所での分散方式が検討すべきでないか。
・複数の市町の焼却炉を１か所に集めることで、道路が渋滞する。焼却炉から離れた市町は必然的に収集車の燃料が増え環境負荷が高くなる。

　６市町は、それぞれが一般廃棄物処理基本計画に掲げる目標の達成に向けて、今後より一層のごみ減量・再資源化に係る取組を推進します。
　この結果、「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画（以下、「本計画」という。）」において、施設整備の目標年度である平成39年度にお
ける６市町全体のごみ排出量は平成28年度と比較し、約18％の減量となる見込みです。
　この目標を達成するためには、住民の皆様のご理解とご協力が不可欠であり、６市町は啓発活動をはじめ様々な施策を展開します。
　また、施設の広域整備に関しては、それぞれの市町が単独で整備する場合に比べて、環境負荷、余熱利用、経済性、国の交付金などの面において
有利であると考えられるため、周辺環境などに配慮しながら、この広域整備を推進したいと考えています。

　現状では狭いところがあり、新たにごみ処理施設を整備するにあたっては、何らかの道路整備が必要と考えております。
　その対策として、本計画第４章の４に記載するように、原則は国道55号線から県道16号線（徳島上那賀線）を南下し、最有力候補地の上流に新た
に橋を架け、最有力候補地に至るルートを想定しています。
　ごみ収集車の運用に関しては、関係者と協議を行い、安全確保に努めたいと考えています。

・道路も狭く、収集車がたくさん出入りするので混雑が予想される。道路の整備等する計画があるのか、現在のままでは替成できない。
・建設予定地の近隣に居住する者として、回収車の移動に不安を感じる。どの道路を通るのか、周りの住民の生活道路の安全を確保して欲しい。
・外環状道路法花交差点より法花谷を経由し、方上町・北山町・渋野町・多家良町を経由するルートが、最短距離であり極めて合理性のある搬入出
ルートである。
・近頃、大道－法花線の車がよく混むので、又一段とごみ収集車両等で混むのではないかが心配である。
・橋梁の新設を前提に進んでいるが、災害時等を考慮し、複数ルート（勝浦川両岸）の整備を前提に進めて欲しい。

資料１
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番号 ３ 概要 ごみの輸送（台数）による混雑について

意見

考え方

番号 ４ 概要 災害廃棄物受入れ対応について

意見

考え方

番号 ５ 概要 発電等の活用について

意見

考え方

・南部中学生の通学路に当たるので１日362台の収集車が通行すると安全面はどうするのか。
・県道212号線（新浜勝浦線）は、午前10時から16時の間で、１時間当たり平均240台程度の交通量しかなく、新たな橋梁は必要ない。
・飯谷町にごみを積んだトラックが300台以上も往復することになるので、地域住民の生活環境が悪化する恐れがある。地域住民の理解を得るために
十分な説明をして欲しい。
・ごみ収集車両等の般入出時間が午前９時から午後３時までの想定になっているが、行政、民間運搬車が時間を守れるのか？小学校等も午後３時前
の下校があるはず。
・トラック等が多いので交通事故が心配。
・収集車を大型車ばかりでなく、小型車も走せて、大型車のところに集めるような工夫をして欲しい。

　収集車両の施設への搬出入時間は概ね９時から15時頃になると想定しています。
　車両の運行に際しては、安全運転を徹底するなど、生活環境に十分に配慮します。

・本施設整備と併せて「できるだけ広い仮置き場・公園」の確保は、必要性の高い施設と位置づけられてしかるべきと考える。公園整備が困難であ
れば、周辺の鉱山跡地等を発災後速やかに災害廃棄物の仮置き場として利活用できるよう、協力体制並びに事務手続きをあらかじめ確立しておく方
法もあると考える。
・災害ごみの処理を15％を施設規模に組み込んでいるが、災害ごみがない時はどうなるのか。また災害が発生した時こそ、遠くまで運搬するのは非
効率であり、実際膨大な６市町のごみを市内の１か所に集中できるのかという量の面でも不安がある。

　災害廃棄物処理の拠点としての機能を有することは重要であり、本計画の第８章で、災害廃棄物置き場は5,000㎡以上と想定しています。また、災
害発生時における関係機関との協力体制などについては、今後、施設整備実施計画（以下、「実施計画」という。）を策定する際に十分に検討した
いと考えています。
　本市及び関係５市町においては、本市及び小松島市、松茂町が沿岸部に位置し、南海トラフ巨大地震が起これば、甚大な被害が出ることも想定さ
れます。その際には、臨時の処理施設を建設することも想定されますが、それまでの間に本施設においてできる限り災害廃棄物の処理に寄与できる
よう、他都市の事例等も参考に15％を見込んでおります。なお、南海トラフ巨大地震発生時に想定される関係６市町の災害廃棄物の燃やせるごみ量
は約148万トンであり、今回の災害廃棄物15％で上乗せした日量50ｔを３年間（360日/年）処理すると仮定しても、処理できるのは全体の約3.6％と
なります。

・先進地を参考にして、施設の屋根に太陽光を設置したり、浄化施設を利用してビオトープを作ったり、バイオマス施設を設置して、夢のある施設
ができる事を望みます。
・施設維持費は売電で補なって欲しい。

　新施設における環境啓発・学習機能として、太陽光発電やビオトープの整備などは一つの方法と思われます。今後、実施計画において検討したい
と考えています。

2/8



番号 ６ 概要 灰セメント化について

意見

考え方

番号 ７ 概要 大気（煙）の有害性について

意見

考え方

番号 ８ 概要 水質汚染について

意見

考え方

・候補地周辺４地点に自動測定器を設置し、工事前の実態を正確に把握し、工事後の環境影響評価を実施してもらいたい。測定は複数年行われるこ
とが望ましい。
・大気及び排水の状況を定期的に観測・公表するとともに、目標値を満足できなかった場合の対処方法等を基本計画に盛り込んで欲しい。
・最有力候補地は南側を山に遮られ、西・北側も山の壁に遮られた馬蹄型である。東からの風により、新施設の排ガスが西側の金谷地区にたまりや
すい様に思うが、全国のごみ焼却施設でこの様な地形の例はあるのか。土地の形状で考えればあまりふさわしくないように思う。

　施設からの排出ガスについては、基本方針に掲げる環境に配慮した施設となるよう、他都市の先進施設を参考に、法規制基準と同等もしくはこれ
以上に厳しい目標値を環境保全目標値として設定していますので、今後は環境影響評価において現状把握や将来予測を行い、施設稼働後はこの環境
保全目標値が遵守できるよう、必要に応じた対策を検討するとともに、事後調査についてもしっかりと行ってまいります。

・勝浦川下流には地下水を飲み水にして生活している人が多くいる。また、勝浦川の水で米作りをしている。飲み水の水質が悪くならないか。食べ
物への影響が心配である。
・候補地は小松島市上水道水源の上流地であり、鉛・カドミウム等危険な重金属汚染が心配である。
・勝浦川の水脈に悪影響は無いのか。生活の基本となる水について的確な解答をお願いしたい。
・現処理施設周辺地域の水（川など）の水質の汚染度合いや土攘汚染が有るのかを知りたい。

　本計画の第９章の３「処理システムの検討」に記載のとおり、本計画においてはプラント排水は全て施設内で再利用し、外部には一切放流しませ
ん。
　今回、放流を予定している排水は、施設の職員が日常的な活動の中で生じる生活排水（給湯室、トイレ、洗面所及び浴室等からの排水）及び雨水
です。
　生活排水については、これはどちらの家庭でも行われていますが、合併処理浄化槽で浄化処理した後の法規制基準値等に合致した安全な水を放流
します。

・セメント原料化による資源化が記載されている、セメント工場が生産量削減や工場トラブル等で受け入れできなくなったらその時の対応はどのよ
うに考えているのか。
・焼却灰、特に飛灰には重金属類やダイオキシン等の有害物質が含まれている。また、塩がたくさん含まれ、鉄筋を錆びさせる。それらがセメント
に混ぜられ、コンクリートとして各地に拡散され、目にはつきにくいがゆっくりと環境破壊を起こしている。焼却灰はセメント原料に適していな
い。
・焼却灰をセメントに入れないで欲しい。コンクリートの強度は落ちるし、汚染が広がる。
・焼却灰は今まで通り徳島東部処分場で埋立処分したらよいのではないか。手続きもやり方も分かっているのでやりやすいのではないか。なぜセメ
ント工場へもっていく計画にしたのか。

　焼却灰の資源化方法については、現時点でセメント化を想定していますが、今後の市場・技術動向を鑑み、その他の方法も含め、資源化事業開始
の時期と合せて改めて検討してまいります。なお、資源化事業者は国内に複数ありますので、その際には、受入れ企業とトラブル発生時の対応も含
めて協議したいと考えています。
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番号 ９ 概要 新施設焼却残渣想定について

意見

考え方

番号 10 概要 周辺への還元について

意見

考え方

番号 11 概要 給水方法について

意見

考え方

番号 12 概要 地元協議について（運用後含む）

意見

考え方

・最有力候補地での稼働の検討を進めるのであれば、地域住民（飯谷町・多家良町など）との定期的な協議が必要になる。また、協議内容（中間処
理施設の整備）が将来にわたる長期的なものであることから、既存の会を活用するだけでなく、子育て世代や地元で農業を営む若者等、若い世代を
含む協議の場とすべきである。
・環境汚染・交通の安全性など、地元の人たちと十分な話し合いをもって欲しい。

　施設の整備や運営を行うには、地元の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
　そのための協議の場の在り方については、いただいたご意見も踏まえて地元と相談したいと考えています。

　「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画（素案）」の61頁に熱回収施設での計画処理量が記載され92,825t/年という数字がある。そして63
頁の資源化量のところで焼却残渣の発生量が主灰と飛灰合わせて12,464t/年となっている。焼却対象のごみ92,825t/年からそのような計算をすれば
12,464t/年の焼却残渣量が算定できるのか。

　現有の徳島市東部環境事業所及び徳島市西部環境事業所の焼却残渣の発生割合実績を本計画で採用した場合を想定した値です。
　新しい施設では燃焼効率の向上やごみの分別を適切に行うことにより、更に焼却残渣量を減らせるものと考えております。

　環境汚染がないのであれば民間のクアハウス、温水プールなど併設で熱源を有益に使えたらよいと思う。

　熱回収施設で発生する余熱は貴重な資源ですので、今後地元の皆様と一緒に有効な利用方法について検討してまいります。

・地下水の利用を含め、今後検討するとされていますが、いつまでに決定されるのか。
・地下水が活用された場合の影響を大変心配（今でも、水田への給水時に十分でない時がある）している。事前調査を十分して欲しい。

　実施計画を策定する際に決定したいと考えています。また、地下水を利用する場合は、周辺への影響の有無について検討します。
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番号 13 概要 バイオガス化（生ごみ処理方法）について

意見

考え方

番号 14 概要 リン回収（し尿汚泥）について

意見

考え方

番号 15 概要 重金属回収の実施について

意見

考え方

・焼却残渣の取り扱いでセメント原料化は、含有される重金属類をそのままセメントに含有させ、結果的に環境拡散させることになる。
・溶融処理はその重金属類を分離し非鉄製錬工場に戻すことで環境拡散防止・資源循環に資する、という側面があるがそれらは評価の対象にならな
かったのか。
・焼却灰は、セメントにせず、有用金属元素の回収を行って欲しい。
・焼却灰・飛灰等鉛やカドミウム・水銀等重金属による環境汚染が心配である。

　セメント原料化は、焼却灰をセメント工場に搬入する際に、焼却灰の受入基準が設けられており、重金属等についても一定の基準以下の焼却灰だ
けをセメント原料化として処理することになります。
　また、焼却残渣の扱いに関しては、現在はセメント原料化を想定していますが、資源化の市場・技術動向を注視し、今後検討してまいります。

・生ごみを分けてメタン化するとメタンガスが取れ、発電などに利用できる。国もこのメタン化を推薦している。生ごみを分けると焼却量も減り、
焼却施設の規模も小さくなる。この方式をきちんと評価すべきではないか。
・焼却するものを増やすのではなく、生ごみ等は分別して収集し、肥料等にすべき。
・コスト面で多少の難はあるとしても、市長の政策経費として、環境を重視する遠藤市政の「政治判断」の形で導入すべき。

　本計画を策定する中で、バイオガス化施設も検討しましたが、将来に向けたトータルコストや環境負荷の点で不利となるため、熱回収施設単体で
の整備とし、バイオガス施設は導入しないこととしました。
　しかしながら、バイオガス化施設は、循環型社会形成の実現に向けて、生ごみ等を有効に利用する一つの手段ですので、今後の技術の向上を注視
し、他都市の導入事例も参考としながら、このたびの施設整備とは別に引き続き検討してまいります。

・し尿汚泥には生物にとって必須元素であるリンを多く含んでいる。この脱水汚泥を熱回収設備で焼却するとリンは全体の焼却灰中に薄まった形で
存在することになり利用が難しい。し尿脱水汚泥からのリンを高濃度で回収し、利用することを考えた方が良いのではないか。
・現在輸入に頼っているリン（有価資源）を回収して　それを市が財を産むものにすれば将来プラスが（長い目で見て）出るのではないか。
・リンが採れる地域は限定されていて日本には全くない。枯渇する資源であり、それがなければ人間は生きていけない。それを認識するアメリカや
中国はすでに輸出禁止をしている。日本は限られた国、地域から輸入しているが、いつそれが輸入できなくなるか、その時はどういう事態になる
か、その危機感は国や徳島市にあるのか。リンを回収することを考えるべきである。

　メーカーアンケートによると、生ごみからのリンの回収は含有率の観点から回収効率が悪く、熱回収施設における回収はどのメーカーも取り組ん
でいないとの結果となりました。
　また、し尿の脱水汚泥からリンを回収する場合は、再度水に溶解させる等の作業が必要になり、その排水等の処理が問題となります。
　こうしたことから、このたびの施設整備においてリン回収は行いません。
　今後の国の方針等を注視しながら、このたびの施設整備とは別に検討してまいります。
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番号 16 概要 広域化（現行施設の維持・運用方法）について

意見

考え方

番号 17 概要 計画の周知（事業の進め方）について

意見

考え方

番号 18 概要 事業費（補助金）について

意見

考え方

番号 19 概要 ごみ焼却施設の運用（燃焼の継続に伴うごみの受入れ）について

意見

考え方

・広域にすると、各市町の分別努力があいまいになり、何でも焼却する事になりごみの量が増えるのでは？
・広域ごみ処理は、市町間の無駄なごみ輸送を伴い、輸送にかかわりCO2の排出などの交通問題や道路建設などが新たに発生し、住民の目からごみと
環境の問題を隠すことにつながる。広域処理に一考を求める。

　建設費が莫大なものになる。何故これだけの規模の施設をつくらないといけないのか？

　広域整備には、６市町がそれぞれで単独整備を行う場合に比べて、全体として環境負荷の軽減、スケールメリットによる建設費の抑制、また施設
統合による維持管理費の抑制などが期待できます。
　さらに、単独整備の場合には、国の交付金が見込めない自治体でも、広域整備においては見込めるため、財源確保の点でも有利となります。
　広域整備を行うにあたっては、６市町全体で平成28年度のごみ排出量から18％の削減を目標としていますので、この目標に向かって今後もごみ減
量・再資源化の取組を推進します。

　焼却炉は一度火を入れると24時間燃やしつづけるためごみが大量に必要となり大型焼却炉にすることで周辺自治体のごみまで集めるなど理解でき
ません。各自治体にあった規模にするべきではないでしょうか。

　本計画では、６市町全体で平成28年度のごみ排出量から18％の削減を目標としています。
　また、焼却炉は３炉の予定で、ごみの量が減れば、まずそのうちの１炉の運転を停止します。
　現状、徳島市の東部及び西部環境事業所においては、24時間連続運転を行っています。燃やし続けるために他の自治体からごみを集めるのではな
く、広域整備を行うのは、環境負荷の軽減や費用の削減を目的としています。

　本計画は、６市町の一般廃棄物処理基本計画に基づくものであり、分別方法については各市町の求めもあって、基本的に現状どおりです。
　また、ごみの減量や再資源化の取組については、より一層推進してまいります。

・現在徳島市民に対して十分な周知がされていると考えられない状況なので、もっと広報を拡充して欲しい。
・現在の施設では、老朽化などの問題で近い将来対応できなくなる等、順をおった説明・計画・対応が必要である。
・建設予定地から近い距離に居住しているにもかかわらず、情報が一切入ってこない。広報が届いたこともない。情報の発信はどこで行なっている
のか。

　今回の計画については、徳島市のホームページや広報への掲載等を行うなど、周知に努めています。
　また、これまでに住民説明会を25回開催し、延べ860人のご参加をいただきました。
　ご指摘いただきました点については、貴重なご意見として、今後の広報に活かしたいと考えています。
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番号 20 概要 放射能ごみの受入れについて

意見

考え方

番号 21 概要 ごみ減量化（分別）について

意見

考え方

番号 22 概要 リサイクル（資源化）の推進について

意見

考え方

・もう少し、リサイクル率を上げたり環境の保全につながるようなことにお金をかけた方がいい。環境問題は行政だけが頑張っても限度がある。住
民も関わらざるをえない仕組みを作り、意識を変えていくことが本当の意味で将来を見据えた行政サービスといえるのではないか。
・私は燃やせるごみの減量化に取り組んでいる。生ごみは家の庭の土に埋め、紙ごみはできるだけ資源ごみに出すと、かなり減量化できている。こ
ういう活動をもっと広報活動して、市民に広げていけばどうか。
・ごみ削減は個人の問題だけでなく、行政、企業も同時に取り組むことが必要である。
・基本的にごみを減らす以外にCO2削減はできません。国の補助金に頼って大型焼却炉を建設するのではなく、減量を中心に据えたごみ行政に切り替
えてください。
・生ごみ処理機に補助金を出して、生ごみはなるべく各家庭・地域で処理することを進めて欲しい。
・ごみの分別が習慣になるよう、幼児期からの教育や家庭での分別の促進にもう少し取り組んで欲しい。
・エコステーションの増設、紙ごみの回収促進、ごみ減量化への呼びかけと教育など、ごみを減らすための方法を考え、そのためにこそ税金を使っ
て欲しい。

　ご指摘のとおり、リサイクル率の向上や環境の保全は重要な事項であり、その実践にあたっては住民の皆様のご協力が不可欠です。
　徳島市の「一般廃棄物処理基本計画」に掲げるごみ減量・再資源化などの各種施策についても、市民と共に取り組む所存です。

・何でも捨てるのではなく、手軽にリサイクルできる仕組みをつくって欲しい。
・例えば、まだ使えるけど、自分は不必要な物を、引き取ってくれて、他に必要な人に使ってもらえるような場所や団体。
・保育園でしているバザーのようなことを市全体でできたら、捨てることなくリユースできるし、ごみは減るし、物を大切にできる。
・リサイクル率が14.8％と類似都市とくらべて低いのが気になる。
・エコステーションを最低でも各行政単位に１か所は設置して欲しい。いつでも持ち込めるようにしてリサイクル率を上げる努力をすべき。
・衣服の回収ステーションを各地区につくって欲しい。

　本計画においては、環境啓発・学習施設を整備し、機能を盛り込んだ施設を整備する予定です。
　新施設では、ご意見のような機能も備えたいと考えていますが、詳しくは実施計画で検討したいと考えています。

　放射性物質に汚染された廃棄物の処理については、平成27年４月に県に確認したところ、8,000Bq/kg以下の放射性物質の保管を含めた安全性につ
いて、国から明確な説明がなされていない現状においては、県民の安全性を確保する観点から受入れは困難であるとの回答を得ており、本市及び周
辺５市町においては、放射性物質に汚染された廃棄物の受入れや処理する考えはありません。
　また、仮に第三者が放射性物質に汚染された廃棄物を持ち込もうとする場合には、本市への通知や県の許可が必要であり、決して無断で持ち込め
るわけではありません。
　こうしたことから、放射性物質に汚染されたごみが持ち込まれることはありません。
　その上で、皆さんの不安を解消できるよう、ご意見にある放射線量の計測については、実施計画の中で検討したいと考えています。
　なお、交付金の受給要件に災害廃棄物の受入はありません。

・ごみの焼却施設ができるのはいいが、国の交付金を受けるかわりに災害廃棄物の受入れをしなければいけないのは困る。
・ごみ処理場にも、放射能汚染に関する対策をして、線量を計測して異常があれば感知し、対応できるような対策が必要だと思う。
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番号 23 概要 プラスチックごみについて

意見

考え方

番号 24 概要 ごみ処理費用について

意見

考え方

番号 25 概要 ごみ収集方法の見直しについて

意見

考え方

番号 26 概要 その他意見について

意見

考え方 　今後の施設整備・運用等の参考にさせていただきます。

・徳島市外でその他プラの再商品化を行うと、徳島市からは二酸化炭素は出ないが、その工場からは出るので、地球からみると全く差異はない。し
たがってその他プラの取り扱いは、燃料として利用するのが良いと思われるがどう思われるか。
・プラスチックを減らすべきである。存在するものは元の石油にもどすか、埋めるか、焼却しかない。埋められたものは長期間経っても変化しない
し、重金属汚染問題を先延ばしするだけである。現状では、焼却助剤として使用し、生じた焼却灰のなかから重金属の回収をし、無害化された残さ
は骨材として利用する方法がいいのでないか。
・プラスチック類の処分方法については、焼却するのではなく真空状態で溶解・圧縮し、ブロック化後、将来の化学の進歩に処理を託して保管す
る。この場合、化学物質が溶け出さないように、粘土・石灰・セメントなどを使用して長期保管する事を提案する。
・廃プラスチック類をはじめいろいろなものを燃やしてしまうことは賛成できない。

　循環型社会形成推進基本法において、資源の循環的な利用及び処分の基本原則は、再使用できるものは再使用（リユース）、できないものは再生
利用（マテリアルリサイクル）、それもできなければ熱回収（サーマルリサイクル）し、それでもなお利用できないものは埋立等により処分するこ
ととなっています。新たに整備する施設においては、基本計画の第２の５にも記載していますが、ペットボトルやプラスチック製容器包装は分別し
てマテリアルリサイクルを優先し、マテリアルリサイクルの難しい「廃プラスチック類」については、焼却時の余熱を高効率で回収するサーマルリ
サイクルを検討しています。

・徳島市民のごみがこんなに多く高い経費とは知らなかった。もっとそのことを市民に知らせ、１人１人がごみを少なくする努力が必要である。
・資源としてのごみを利用する方式をもっと追求し、そのための財政支出を惜しまず行うこと。例えば生ごみ処理装置５万円に行政が４万円補助す
るなど市民の知恵を育み、市民の力によるごみ処理を考えるべきである。

　本市では、本計画において平成28年度比18％の減という大幅な減量を目標としています。
　ごみ減量の啓発は大切であり、引き続き行っていきます。

　収集回数や頻度等は今後の協議とされていますが、どの時点で示されますか。

　時期については未定です。
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