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令和2年7月23日から25日にかけて多家良地区で開催したごみ処理

施設に関する市長との意見交換会や郵送等で提出された地元の皆

様からのご意見をまとめたものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 注意事項 ～ 

１ 掲載順は、概ね、郵送・ファックスで受け付けたもの、当日会場で提出さ

れたもの、後日コミュニティーセンター等に提出されたものの順としていま

すが、厳密に管理していないため、前後していることがあります。 

２ 掲載したもの以外に、住所だけ記載しご意見が白紙で提出されたものが３

件あるため、ご意見の提出件数は137件です。 

３ 個人の特定につながる情報や、特定の個人等を非難する意見については、

削除するなど加工した上で公開しています。 
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1 丈六町 

市広域ごみ処理計画は地元に住む者としても是非進めてほしい。人類が生

活する為に排出される家庭ごみは何処かで処理しなければなりません。 

昔と違って、現在の処理施設は何ら問題なきものと思っています。ただし

施設に入る運搬車両の搬入数、搬入路を考えて計画して欲しい。 

当地（私の周辺）の住民は車両の問題だけで施設に関しては反対はしてい

ない人が大半です。 

反対派が家に来て、問題を大きくして説明し何も解らないまま署名してい

る人が多くいることも現実です。担当課及び市の上層部の方も大変でしょう

が未来のことを考えてこの計画進めてください。 

※ 毎日ニュースで大水で家具等が堆積されているのを見ると一日も早い設

置を願います。反対派の人達も自分達が同じ状況になったらと思わないの

かね！ 

 

2 八多町 

私は早く作ってほしいです。これからは、1 職人不足になる。2 材料費

UP、3 災害 山つなみ考えられる。ごみの処理できない。 

多家良地区全地域はごみのすて地 

中途半端な低温度で処理したごみが農地放棄した場所にダンプ・トラック

が放置埋めている③山つなみおこりやすい。不安定な山でダイオキシン・粉

じんと健康に悪くあるところでは、捨てる場所があれば、お金さえ払えば、

登録すれば・・・ 

八多地区、閉鎖するまで八多分校は地下水を利用していました。現在、あ

る山こえた所より火災が、その時の地下水はこげ臭い水でした。業者はペッ
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トボトル配っていました。そんな水が数カ所の場所より地下水を通り勝浦川

へ 

渋野、丈六、八多町は、ごみの捨て場、ソーラの町で温度↑で悲惨な街で

す。燃えるものはなんでも？管理した物をお願いします。 

 

3 飯谷町 

ごみ処理施設建設に関する意見、要望について。 

意見を寄せてください。との郵便が届きましたので送らせていただきま

す。 

ごみ処理施設建設について、飯谷町周辺での建設には反対です。 

家族10人ですが、全員反対です。 

理由 

今の飯谷町の現状を見れば、だれでもそう思うのではないでしょうか。 

長年、住民が少ないことに付け込んで迷惑設備の数は多くないでしょう

か。 

採石場は勝浦川筋で、5か所ありました。現在でも3か所稼働しています。 

そのうち、2か所は産廃施設併用です。 

粉じんや煙をまき散らし、洗濯物も干せません。 

毎日、大型ダンプがわがもの顔で往来しています。 

ごみの中間処理は、飯谷町に1か所、丈六町1か所。 

産廃の埋め立て地もありました。（過去にごみ埋め立てで丈六町でトラブ

ル） 

小学校も保育所も閉鎖。 

飯谷潜水橋も老朽化のまま。（河床低下で流されそう） 
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あげればきりがありません。 

みすてられた地域でしょうか？ 

そのうえ、大型ごみ処理施設の建設とは… 

結論ありきの説明会や活動としか思えません。 

■■の事業拡大の為の誘致活動でしょうか？ 

近年の設備は、優秀なので影響は少ないといいますが 

それならば、徳島市の中心に建設すべきでしょう。 

温水を利用したリゾート設備や発電を利用した設備は 

飯谷町よりも徳島市の真ん中に建設するほうが 

経済的効果が多いはずです。 

それができないのはなぜですか？ 

まさか、田舎で人が少ないから建設しやすい 

他に候補がないから？ 

徳島文化センターの跡地。（文化センターはもっと広い所へ） 

かつての動物園跡地。 

津田木材団地。 

沖洲工業団地。 

眉山中腹。 

川内平野。 

その他 

なるべく徳島市中心に近いところ。 

業者のしがらみのない、新しい発想に基づく 

ごみ行政をアピールできる全国に発信できる場所と機能を備えた 

未来志向のごみ処理施設の建設を希望します。 
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ごみは資源といわれて久しいです、ゼロエミッション活動も行われて長い

です。採石場は、徳島市中心部ではできませんが、ごみ処理施設は有効に利

用できる施設です。 

新市長様には、成り行きに流されず、斬新なアイデアと実行力を期待して

います。 

尚、文面の数字は行政的には正しい数字ではないかもしれません。 

 

4 飯谷町 

マリンピア沖洲にごみ処理施設を建設してください。 

① 周辺の道路が広いため（飯谷の場合は新たに橋を架けると計画している

がその必要はない） 

② 民間のごみ処理施設があるため、同じ個所に建設すれば、ごみ収集の効

率がいい 

現状飯谷には民間のごみ処理施設があるため、これ以上はいらない 

③ マリンピア沖洲自体居住地域でないため 

上記申出に対して飯谷町でならない理由とマリンピア沖洲では建設できな

い理由を徳島市HP内で公開を希望します。市長殿は、地元応神町にごみ処理

施設の計画があった場合どのように対応されるのでしょうか。これは地元一

住民の意見です。 

 

5 飯谷町 

処分場建設については基本的には反対です。 

安全性については万全の対策で運営されるとは思いますが、想定外の問題

がないとはいえません。 



5 

処分場建設により、地域のイメージダウンになり、過疎化の続く地域がな

お一層進むのではないかと危惧するものであります。 

どうしても建設をされるのであれば、地元の人たちが納得のいく地元貢献

を提示してほしいと願います。 

そこで地元の土地利用について住宅建設が可能な土地に用途変更を特別区

としてお願いいたしたく思います。 

住民が多くなれば子どもたちも飯谷小学校でまた勉学できると思います。

地域には学校があるべきと願います。 

 

6 飯谷町 

なぜ飯谷町に決まったのか知りたい。 

 

7 飯谷町 

山紫水明の地、環境最高の地にどういう理由でごみ処理施設を建設するの

か？この飯谷に決めたのか理由を聞かせてほしいです。 

 

8 飯谷町  

当初、他の候補地及び決定事項は発表できないと聞きましたが、今の段階

でも同じですか。説明会での質問事項の回答は何ひとつ言ってもらってませ

んがそれはどう言うことですか。戸別訪問も私んくは来てません。 

市長はこれらのことを知っていますか。 

市長へ 必ず回答ください。 
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9 飯谷町 

飯谷町には産廃処理施設が3か所採石場2か所有り、もうこれ以上環境破壊

はしてほしくありません。 

 

10 飯谷町 

2016年11月18日の新聞に『広域ごみ施設候補地、飯谷町に決定』という記

事が一面トップで出た。びっくりした。今まで何のアクションもなく突然の

こと。候補地の選定には7カ所の提案があったとのことですが、公表され

ず、飯谷町に決まった。なぜ公表できないのか。選定委員が採点し候補地に

決定したとのこと。住民に意見はあとで聞くとは順序が逆ではないか。ごみ

処理施設建設は絶対反対です。どこかにせなあかんのはわかってる。 

 

11 飯谷町 

① 運搬車による交通の混雑が最も懸念されるので、往路は川南を通り、帰

路は川北を通るルートが望ましい。往路の分岐点を信号で遮断せず、立体

交差とすること。また川北は道路を拡張することを要望したい。 

② 災害時に出ることが予想される家庭からの多量の廃棄物の仮置き場を確

保しておくことを要望したい。 

 

12 飯谷町 

人口がだんだん減少して、今は徳島市から勝浦町への単なる通過地でしか

ありません。何かごみ処理施設でもいいです。何かにぎわいが欲しいです。 

そして論田にあるようなBGプールなどの温水プールかできれば他からも人

が入ってきてにぎわいます。 
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ぜひ、できて欲しいです。 

 

13 飯谷町 

今回の計画位置に決まった理由、経緯がはっきりしない。 

新聞を見て初めて知った。（すでに決まっていた？） 

ただし町内でも以前から計画のことを知っていた人もいる（その人は計画

に賛成の人たち） 

自分たちの知らない水面下でどんどん話が進んでいるように思う。行政に

対する不信感しかない。「賛成している人はお金をもらっている」など町内

の雰囲気がすごく悪くなった。昔の町にもどりたい。 

 

14 飯谷町 

枇杷ノ久保以外の候補地は？明確な返答を！ごまかしはいらない。他の候

補地と比較し、納得できるか。各々が答えを出す（考える）。 

ほぼ一年中臭いに悩まされている。山間の村ゆえ山に沿って流れ下ってく

る。バキューム臭。プラスチック臭。吐き気を催す薬品の臭い。（救急車で

運ばれた方もいる）仕事にならない。特に夜から朝まで雨の日が凄い！霧の

ように煙で辺りが白くなり、臭くて窓も開けられない。臭くて眠れない。逃

げ場がない。このような所に子や孫を住まわせることはできない。 

現状がこのような所に「市が立てる施設は安全である」と言われても信用

できない。■■にこれ以上何を持ち込まれるか！ 

推進派の言う「村の活性化の為」何をか言わんやである。 

微量であれ、年月を掛けて蓄積されていく化学物質が怖い！風評被害など

農家にとっては死活問題である。30年後50年後その先を考慮した政策を！安
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全だというなら動物園跡地とか町中に作られてはいかがでしょう。沖洲など

空気が拡散するので最適地では？ 

 

15 飯谷町 

1951（S26）にそれまでの勝浦郡から徳島市となった飯谷は山に囲まれた

中を勝浦川が流れ、その両岸にわずかな平地がある町です。少子化により、

保育所も小学校も今はありません。高齢化は年とともに進み人口減少は止め

ようもありません。それでも勝浦川には河原にキャンプやハイキング鮎釣り

の人々が訪れ、東山渓県立自然公園に指定された七釜の滝、とくしま市民遺

産に選定された鳴滝など自然豊かなところです。 

飯谷町にはごみ処理施設が既に2カ所あり、過日、新聞の読者の手紙欄へ

の投書にもありましたが、ごみ処理についての役割は果たしていると思いま

す。県道は勝浦郡（勝浦町、上勝町）、阿南市（羽ノ浦町、大野町）小松島

市からの車両が行き交う交通量の多いところです。 

 

16 飯谷町 

私は賛成です。 

ごみ処理はどこかでしなければなりません。調査の結果飯谷町が良いので

あれば仕方ないことです。早く実施しなければ、メンテナンスも大変だと思

います。処理施設も見学させてもらいました。現在の施設は、色々な面で生

活に支障をきたすことは少ないと思います。インフラ整備もして頂けるし、

橋もつけて今までよりは便利な生活が送れると思います。 

１日も早く前に進めて頂きたく思います。 
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17 飯谷町 

勝浦川を挟んで、細い土手のみの谷あいのような村で今でも通勤の人や大

型トラックで手一杯の状態です。それに毎日のようにごみ収集車（何百

台？）がプラスされると限界です。道や橋を良くしたからでは解決しないと

思います。処理工場の安全性ばかり強調しますが、それは当たり前でそれよ

り先になぜここなのでしょうか？ 

 

18 飯谷町 

① 飯谷町がなぜ徳島市以外のごみの面倒を見る必要があるのですか？各市

町村の財政難のツケを多家良地区住民に押し付けるつもりですか？ 

② 6か所の候補地を抽出し、その中から飯谷町枇杷ノ久保を最有力候補地

としたそうですが、他の候補地の所在を明らかにしてどういうところが他

の候補地より優れているのかを説明しないと地域住民は納得しませんよ。 

◎ 徳島市が説明責任を放棄しているから巷では■■という会社が活動資金

を出して、その資金をもらった各地区の協議会の上層部が住民の意思とは

かけ離れた状態で強引に話を進めているといううわさが飛び交っていま

す。 

 

19 飯谷町 

昨年10月10日副市長（平山）に飯谷地区ごみ対策協議会会長が資料（道路

橋整備などの資料）をまとめて面談。副市長からこれだけの資料をよくまと

めたなどの話があったが、その後市からなんの返事、具体的な行動などな

く、又、他の行政区のトップから徳島市がやらないなら他の5市町でやるな

ど徳島市のごみ施設建設をやるのか、やらないのか具体的な行動がない、ス
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ピード感がないことなど批判が出ている。スピード感をもって今後のぞんで

ほしい。 

 

20 飯谷町  

私は条件付きで賛成です。 

焼却場は必要なものであり、今回、私たちの地域が候補地となっているこ

とについては、地域で社会貢献になる事だと思っています。 

それで、条件としては、高齢化している地域の住民が安心して暮らせる町

作りや、インフラの不十分な地域の整備、施設のある地域の美化などお願い

したいと思っています。 

 

21 飯谷町 

いつごろまでに。するしないかをきめますか。今年中にきまりますか。 

 

22 飯谷町 

枇杷の谷川の復元 

地元雇用 

進入路拡幅 

道路清掃者で進入路清掃 

 

23 飯谷町 

早く完成する事を願っております。 
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24 住所なし 

先日、現地に来ていただいたと思いますが、その時の感想をお聞きしたい

と思います。ここが一番の候補地と思いましたか！勝浦川の清流、美しい飯

谷町の風景を残したいです。 

 

25 飯谷町 

ごみ処理施設建設候補地を多方面へ検討することを奨めます。 

 

26 飯谷町 

飯谷町枇杷ノ久保２市４町広域ごみ処理施設建設絶対反対即白紙撤回せ

よ！ 

内藤佐和子市長は公約の凍結を守れ！なぜ上勝町だけは別格でゼロウェイ

スト宣言ができるのか？飯谷町も賛同してできるはずだ。焼却炉の型式、メ

ーカーetc明らかにせずに古いストーカ式などを押しつけるな！ 

世界のごみ処理施設をもっともっと研究すべきである。 

そして人柱のような候補地の決め方でなく、住民が納得できない生け贄の

ような選び方は不公平である。今のままのやり方では納得できない。 

安心、安全、クリーンなごみ処理施設であればどこに造ってもいいわけだ

から、市庁舎内であろうが、城山の頂上であろうが、動物園跡地であろう

が、沖洲の市場跡であろうがいいのだから利便性を考慮せよ！ 

インドのトイレ革命ほどは研究すべきだ！ 

デザインのこともオーストラリア出身の芸術家フリーデンスライヒ・フン

デルトヴァッサー 

環境のことをまるで考えられていない現実はとりかえしがもうつかない。 
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時代は変わったのだ。これ以上日本に負の遺産である焼却場をつくるな

（広域ごみ処理施設）ＵＳＡと見間違えるほどのデザインにして市内につく

れ。奈良クリーンセンターは中止、白紙撤回できたんだ。もうこの問題で長

年心を痛めているので体に悪いし我慢も限界だ。なにより全ての候補地を公

開せよ！隠ぺい体質に誠実さが感じられない（今までのこんなやり方では

…） 

多家良（宝）地区飯谷町から→ごみちく毒飯町になるイメージですこれは

風評被害ではない。事実でしょ！ 

 

27 飯谷町 

突然環境部長の松本さんから面談したいとの話があり、何事かと会談に臨

みまして飯谷の枇杷ノ久保に焼却工場の話を拝聴いたしました。農業不振に

過疎化で集落崩壊に向かっていると危惧していましたので、アクセス整備を

していただければ賛成であると申し上げました。然しその後の事業の進捗が

少しもなく、昨年松本副市長に面会し、問いましたが、現市長が当選しなけ

れば立ち消えになる様にうかがいました。市が断固やる姿勢のなさに失望し

ています。 

京都、東大阪、今治の見学をさしていただきました。村に外部の人のデマ

に乗って、村を二分する動きになっています。断固事業を進めるという市の

姿勢を切に望んでいます。 

 

28 八多町  

未来にほこれるようなものをつくって下さい。野菜市、広い公園、広々と

した足湯、プール、ロッククライミング、デザインにお金をかけて下さい。
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廃墟のようなものではなくステキな施設に。神戸や横浜にあるような徳島に

おいておくにはもったいないくらいのをつくって下さい。できれば、処理場

に行く道もステキに徳島らしい優しい道にしてください。 

もし、これがダメになっても火葬場は絶対止めてください。 

 

29 八多町 

ごみゼロというのは、「人間は100ｍを10秒で走れる」のと同じで、どこの

市町村でもできるものではありません。理想論ではごみ問題は解決しないと

思います。小松島と佐那河内も含めた広域で１か所でごみを燃やすのが良い

と思います。 

 

30 八多町 

賛成です。 

広域ごみ処理施設計画への建設候補地に近い八多町の住民です。 

新施設整備することが地元に大きな財産と地域の発展になります。 

道路、水、環境の問題などは、大阪への見学の結果住宅の中にあり、技術

的にクリアできると思う。 

 

31 八多町 

ごみ処理施設が必要なのは理解できる。又、施設が古くなり、耐用年数を

過ぎれば新しくすることも必要である。 

しかし、飯谷が本当に最適の候補地となる理由が十分に理解できない。 

現在ある施設での建て直し等は無理なのか？ 
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32 八多町 

どこかにごみ処理施設は必要です。 

今は論田町で処理されていますが、長年論田町周辺の市民の方々が協力し

てきていただきました。施設の老朽化を考えると新しく建て替えが必要なの

はだれでもがわかることだと思います。水質汚染、交通量の増加など問題は

ありますが、飯谷町の候補地で決めていただき、早く建設にかかってほしい

です。 

反対されている方は、市のごみ収集にはごみをだされていないのでしょう

か。 

 

33 八多町 

３年間余り多様な反対意見又大阪都市圏の最新のごみ焼却施設の見学など

に参加させて頂き、理解を深めました。多家良地区に昔から住んでいる住民

はもともと保守的でアーミシュな考え方（昔のままの多家良がよい）が基本

にあり、工場、病院建設にも反対がありました。特にごみ処理場に関しては

昭和の時代はひどい様で、広大な湿田に埋立（市の生ごみなど渋野町～丈六

町の湿田への埋立処分）による地下水汚染、又山間部へのごみの投棄、野焼

などあり、イヤな経験を多くの住民がして来た経験があって、その事がごみ

アレルギーの反対運動になっております。 

現在環境問題は地球規模の課題であり、私どもの多家良地域も深刻な環境

問題として山林の管理放棄による荒廃、又農地の耕作放棄地の拡大、少子高

齢化など生活環境の悪化が今後も進むものと考えられます。地域の緑を守

り、水を守ることはとても重要な事と思います。 

最近の広島県、熊本県の大雨による大災害も十分な山林や農地が管理され
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ないことも一因と思われます。旧多家良村（飯谷、宮井、八多、本庄、渋

野）が徳島市に合併した昭和26年には地域面積3,000haの75％山林（林産

物、木材、燃料としてのマキ、炭供給）、畑150ha（主産みかん、イモなど供

給）水田450ha米、麦主食供給地であった。 

現在は、半分以下に激減し、自然とともに歩む生活ではなくなっている。 

これらの多家良地域の課題解決のため、徳島市の広域ごみ処理施設は環境

に負荷を与える事業ですが、逆に多家良地域の環境をより良くするために多

家良環境基金を創設して頂いて緑と水と地域の生活環境を守るためにご支援

をお願いいたします。 

一、緑を守る活動 山林、原野の保全、休耕田を含めた水田農業の保全 

二、水を守る活動 河川の清掃、川刈り、魚類の増殖、育成、用排水路の維

持管理、簡易水道の維持管理 

三、地域の生活環境の保全 自治、福祉活動、地域の文化事業、祭礼などの

伝統文化の継承、育成 

 

34 八多町 

① 土砂災害警戒区域にごみ処理施設は建設すべきでない。 

② 市内にある2カ所の論田町と国府町の施設のどちらかを新しく設置すべ

きであり、建設場所は論田町又は国府町の場所にすべきである。 

 

35 八多町 

広域ごみ処理施設絶対反対 

勝手に多家良地区に持ってこないように 

環境の良い小学校があると引越ししてくる人がいるのにどうしてこの地区
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にしなければいけないのか。 

説明もなしに発表、地権者の了解もなく発表、マスコミに言えば勝ちとで

も思っていたのか。飯谷地区だけの話で宮井、八多等には関係がないような

ことを言っていたが、どういうつもりか。 

 

36 多家良町 

広域は反対 

 

37 多家良町 

最近の豪雨災害の発生をみても、土砂災害警戒区域側での建設は妥当なの

か？ 

候補地の選定結果の開示は必要。なぜかたくなに見せないのか？ 

 

38 多家良町 

ごみ処理施設の有力候補地が飯谷町になったのか経緯を説明していただき

たいと思います。 

 

39 多家良町 

ごみ処理施設建設に関する市長の意見、真意を聞きたい。 

 

40 多家良町 

１ 徳島市の担当者はいつも事務職しか来ないので技術職の人を説明に対応

してほしい 

２ 意見交換会は1回限りなのでしょうか。1回1時間半は短すぎます。次回
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の意見交換会も市長が出席してください。 

 

41 多家良町 

搬入出車台数が1日362台もきたら交通渋滞が起こると思います。候補地上

流に橋梁を新設しても交通渋滞はなくならないと思います。 

 

42 多家良町 

① 候補地の自然災害に関する危機管理対策及び防災計画の住民への周知を

具体的に教えてください。 

② 道路の整備（交通量増加）計画及びインフラ対策を教えてください！ 

③ 建設反対運動が各地で実施されていますが、説得できなければ、強行実

施に踏み切り、行政執行のボーダーラインは何日を考えられますか？それ

とも凍結？ 

 

43 多家良町 

対策協議会の運営に疑念を抱きます。 

■■会長は地元住民の意見を軽視している！ 

協議内容を開示すべき！ 

多家良町ではPTAの母さんたちが理事の改選を望み、多家良協議会が開か

れ、5人中4人が改選されました。 

賛成建設ありきで進められる協議会は解散すべき。 

ごみの町になってしまう。危険な決め方はやめて！公平な情報公開を！ 
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44 多家良町  

① 飯谷町枇杷ノ久保の1か所で、徳島県の半分のごみを燃やし続けるべき

ではない。南海トラフなどの大災害が発生し、施設が機能しなくなればご

み処理自体が出来なくなる。リスクヘッジを考えているとは思えない。

2018年9月6日（木）に、北海道で大規模停電（ブラックアウト）が発生

し、北海道の半分が長時間にわたり停電してしまいました。広域ごみ処理

施設も徳島県の半分の処理をするので同様の話です。私は、現実問題とし

て、焼却場が不要だと思っている訳ではありません。必要なのは広域ごみ

処理施設ではなく、分散型のごみ処理施設です。 

② 建設予定地から600ｍの場所に、多家良保育所があり、その隣に宮井小

学校がある。このような場所に、建設すべきではない。 

③ 小松島市の上水道の水源地上流に、広域ごみ処理施設を建設すべきでは

ない。このような施設を建設する場合は、水源地の下流であるべきです。

小松島市民の方に、水源地の上流に建設予定されていることを説明できて

いない。 

④ 建設予定地の隣の区域は、徳島市ＨＰの「ハザードマップ多家良地区

⑫」で、土砂災害警戒区域に指定されています。ここが最有力候補地とい

うのであれば、他の候補地と数値の比較で説明をしてもらう必要がある。 

⑤ 「広域が効率的」であると説明されますが、ごみ収集車を長距離移動さ

せて、大量のCO2を排出することが正しいとは思えません。また、リサイク

ル率がアップしたら、3つの炉のうちの1つの炉を止めると説明を受けまし

た。そういうつもりがあるなら、最初からリサイクル率アップに注力し

て、最初から2つの炉で対処できるようにすべきであると考えます。炉を

止めるのであれば、3つめの炉は税金の無駄遣いです。 
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⑥ これからの時代は、「資源循環型ごみ処理方法」にすべきです。香川県

三豊市にある「バイオマス資源化センターみとよ」の「トンネルコンポス

ト方式」を見学しましたが、導入の検討をするべきです。 

 

45 多家良町 

私には■■がおります。 

この自然いっぱいの多家良町で育っております。 

ごみ処理場はいりません。 

交通量が多くなるのも危険です。 

白紙に戻してほしいです。 

 

46 多家良町 

何の決定権も持たない一行政区の住民に36万人の大事な問題の責任を押し

付けないで下さい。 

関係2市4町すべてで説明会をしてください。 

地元がOKを出せば、他の36万人の意見は無視するつもりですか？ 

「みんなで一緒に前へ」ですよね？ 

言いたいことは、もっともっともっともっともっとあります。 

 

47 多家良町 

条件に関係なく建設反対 

 

48 多家良町 

環境面では、これまでも十分にリスクを負ってきたと思っている。 
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現在稼働している民営施設は、県下一円から処理に困っている廃棄物、災

害による汚染物を多量に焼却してきた。毎日、その煙の下で暮らしている。

安全とは思っていない。 

 

49 多家良町 

広域ごみ処理施設については、多家良町は8割までが反対意見です。もし

徳島市ごみ処理だけであれば、少し変化が見られます。 

 

50 多家良町 

１ 隣接民間業者 ■■とのやり取り 

現状 ■■の排煙、排水汚染、時期的な異臭、また佐那河内他からのご

み持ち込みなどについて不安があり、それに対する県市などの調査開示改

善指導などがよく解らず及び腰に見受けられる。 

２ 民間企業と別問題として今回のごみ処理場を考えなければならないと思

うが、 

地元にしてみれば、どちらもごみ処理場であり、完成後には、種々原因

元がどちらにあるのか区分できるのか？ 

新処理場が稼働後には現状■■を吸収して現状設備の廃棄が出来るの

か？ 

３ 地元民へのメリットはどの様なものが考えられるか？ 

センターラインの無い道路の拡幅などは当然として 

温水プールとかヨガ他など健康増進の講座利用特典など 
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51 多家良町 

小学校、保育所も近くにあり、田園、ハウスなど農家も多いのでこわい。

中止を望みます。 

 

52 多家良町 

１ 今までに5、6か所候補地があったが、この候補地がダメになった理由説

明が全くない。 

２ 飯谷に決めつけており、すべてが飯谷に適している理由説明が全くな

い。全部全部が適しているとは思えない。他に候補地を置くべきだ。他に

候補地をとることなく飯谷に決めつけている。 

３ 鳴門で発生したことだけはやめてくれ（改ざん）。 

 

53 多家良町 

① 計画予定地へのごみの搬入・搬出については、勝浦川右岸を通り、新設

する橋から現場に運ぶという説明であるが、その通りになるとは到底信じ

られない。必ず近い方の左岸側を通ると思うが、道中が狭く、今でも車の

対向が困難となっている。道路整備ができない限り、事業着工すべきでな

い。 

② 市は、地元協議の相手として「対策協議会」としているが、この組織

は、任意組織であり、目的やどのような人の集まりか良く分からない。協

議の相手はあくまで地元住民であることをお忘れなく。 

 

54 多家良町 

近くに保育所も小学校もあるところにおおきなごみ処理施設が出来るのは
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反対です。交通量が増えるのも心配です。 

 

55 多家良町 

数カ所ある候補地の中から、勝浦川に面した渓に当たるうえ、近隣に民間

の産廃施設のある土地を選択した理由はどうしてか。 

現在2カ所ある徳島市の処分場を合併した場合、単純に考えて、ごみの収

集に向かう車の台数は2倍になると思われるが、現状でも朝の渋滞が激しい

のに、車の整理はどうするのか。 

処分場の建設に関心があるなしにかかわらず、町民全員に質疑の回答等の

資料を開示しないのはなぜか。前回のように、平日の日中に限定し開示する

のでは、大部分の人が知る機会が失われるのではないか。 

 

56 多家良町 

① どのメーカーのプラントを採用するつもりか？ 

② ストーカ式を採用予定だが、他の方式をやめた理由は？ 

③ 現在の■■もストーカ式、どれだけ技術進歩があり、環境にやさしいの

か？ 

④ 焼却設備建設にあたり、手本とする地方公共団体はあるのか？ 

⑤ 小松島が候補地から却下された理由は？ 

⑥ 7施設が7つになるが、これにより経費のコストダウンは？ 

⑦ ダイオキシンはよく言われるが、CO2の削減量は？ 

⑧ 熱源の利用は？発電機はあるのか？プラントだけでなく地域への貢献は

あるのか？売電、温泉、温水プールは？ 

⑨ 現在、■■からよく白い煙が出ている。本来ストーカ式なら出ないは
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ず。それでは、その煙の正体は？ 

 

57 多家良町  

まずは、意見交換会を祭日にも関わらず開催して頂き有難うございます。

今回は参加できませんがもう1度機会を持ってくれるとうれしいです。よろ

しくお願い致します。 

① なぜ、この環境の良い多家良町に広域ごみ処理場が来るのか？ 

② 保育所、小学校が近くにありすぎです。 

そのうえ、民間ごみ処理場も残したうえに、いっしょに稼働する意味もわ

からず、土砂災害警戒区域にわざわざ作られる必要はあるのでしょうか？ 

 

58 多家良町 

ごみ処理場の必要性は分かるが、現時点では①～③の理由で賛成できな

い。 

① 候補地選定の不透明さ 

徳島市は最初から飯谷町を最適地と決め、他の候補地の情報を一切公表

していない。情報公開が原則の現在、全候補地に対して各種検討項目を比

較検討した結果を公表するという筋道の通った手順が不可欠である。運搬

コストが最もかかると思われる飯谷町が最適であるという根拠が理解でき

ず、決定過程と決定理由が不透明な候補地を押しつけられても住人は納得

しない。 

② 環境悪化 

ごみの焼却場は大気と水質の汚染を起こす可能性があり、住民としては

良質な農地と生活環境を後世に残す義務がある。保育所と小学校が近くに
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あり、幼児と小学生の健康面で問題が生じる恐れがある。また、多くのご

み収集車にともなう交通事故の増加と交通環境の悪化は不可避である。 

③ 焼却場の民間委託と環境監視機能の信頼性の低下 

市の説明によると、近い将来、焼却場の管理運営を民間委託する予定で

あるとのことである。民間委託は、汚染物質の規定値以下の保持や機器の

保全が正常に行われるかどうかの不安が残る。また、鳴門市であった焼却

場の汚染物質測定値の改ざんのような不正が生じないという保証がない。 

④ 市は地域に住んでいる全住民の総意をどのようにして汲み取ろうとして

いるのか？ 

これまで、市は住民の意見を汲み取ろうとせず、この地区の協議会を交

渉相手にしているようにみえる。しかし、多くの住民は協議会にごみ焼却

場の件を白紙委任していない。市は地域住民の総意を汲み取る手段を真剣

に考えてほしい。 

 

59 多家良町 

① 市長が変わったのなら最初からのスタートにしてください。（建設地選

定から） 

② 建設予定地が6か所くらい出てましたが、全部あげてください。 

③ 現在のごみ処理場を直してもらいたい。 

 

60 多家良町 

内藤市長さん 

今回話を0にして考えたとき、多家良町、飯谷町の皆様は、農家の方が多

く、口にする食物を作っている人々が多いと思います。まず多家良町や飯谷
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町の風景を見て下さい。ハウスやミカン等の果物野菜がいっぱいです。もう

一度、考え直し白紙に戻りましょう。 

 

61 多家良町 

・ 住民のほとんどが広域ごみ処理施設反対なのに決行しようとするのは、

パワハラ以上のものでしょう。 

・ 徳島市だけのごみ施設なら順番が来たと受け入れられますが、6市町の

ごみ処理施設は反対です。 

・ 広域ごみ施設の未来は民間に委託とのこと。事故が起こった場合、民間

では、責任が取れないでしょう。何処が責任を持ってくれますか？ 

 

62 多家良町 

広域ごみ処理施設建設に反対です。土砂災害特別警戒地域の山に建設する

なんてもってのほか絶対反対です。先日の熊本県の災害を見てわかると思い

ます。子供たちが安全に暮らせるごみのない町。700台の車が毎日通るよう

になるのは、本当に困ります。今までのように美しい空気のいい多家良町の

町のままでいてほしい。切の願いです。内藤市長様にお願いします。この年

寄りの願いをお聞きください。計画の白紙撤回を求める署名も70％以上集ま

っています。どうかお願いします。おいしいいちご、お米、しいたけを作ら

せてください。 

 

63 多家良町 

どうしてこの地区へ？ 

もっと6市町の中心へもっていったら 
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64 多家良町 

徳島市長・内藤 佐和子殿 

意見要望を以下箇条書きで述べさせていただきます。 

＜反対意見＞ 

① 建設候補予定地が県指定の地滑り地帯であること。（関係者からの伝聞

によると県のトップクラスの人が、こんな地域を何故選んだのか？私だっ

たらそうはしない…と語った由！） 

② 直近200～300ｍ北西に市営保育所・宮井小学校が隣接し、上空より有害

物質をまき散らすことになり健康を害する恐れが発生する。一般住民もし

かりです。 

③ 周辺が農産物（米・シイタケ・キュウリ・イチゴ）の農家がもろに公害

の被害を受け、商品価値が著しく下がることになる。 

④ 処理場の地下水が勝浦川を汚染する。（特に、小松島市上水道の取水場

も下流にある。） 

⑤ 設置に当たり、国からの補助金を仰ぐことになると思うが、これがヒモ

付足枷になって将来に東電関係の原子力廃棄物の処理を依頼されたら、拒

否することが出来なくなることが懸念される。…拒否することが担保され

るか？ 

＜提言＞ 

① 今時、大型化処理場そのものが時代・時流にそぐわないこと。 

近年、民間企業では、分散型の小規模設備化を採用導入している。災

害・故障・メンテ時に於ける影響が軽微で運用がやり易い利点がある。 

特に、一極集中方式は復旧までにごみの滞積が懸念されることや道路の
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渋滞化を招く。 

② 県・市の各地に小規模分散方式を推奨します。 

自動車メーカーでは、分散型の工場建設や製造ライン造りで、この方式

を採用しています。（過般の北海道の災害時、北電が発電所を大型化した

ことで停電を長引かせた失敗事例がある。大きな意味での東京都の一極集

中も、今回のコロナ禍では都市計画の失敗事例といえます。） 

③私は、候補地として「大神子周辺」を推奨します。 

 

65 多家良町 

飯谷への建設を直ちに中止し現在稼働している論田か国府のどちらか１つ

を拡張した方がいいのでは。 

今の建設予定地は地すべりが心配されるので建設地には向いていない。 

放射性関連のごみを絶対徳島に持ち込まないで。 

 

66 住所なし 

各５協議会に各市・町から毎年1000万円！ 

 

67 多家良町 

絶対反対 

空気の汚染 

車が多くなる 

 

68 多家良町 

広域ごみ処理に反対です。 
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各自治体、平成の大合併を行わなかった自治体です。行わなかった事に自

負している市もあります。 

後は言わずと解りますよね。 

反対です。 

 

69 多家良町 

陸では逃げようがないので、海側にしてください。 

車が多すぎます。地域が広すぎます。 

 

70 多家良町 

処理施設の予定地は既に民間の産廃業者が処理場を稼働しており、大気の

汚染も心配されます。 

そうした環境的には最も厳しい場所に処理施設は作ってはならないと考え

ます。さらに候補地が決定したいきさつも非開示（肝心なところが）で到底

納得できるものではありません。 

 

71 多家良町 

１）なぜ飯谷町が最優先、有力先なのか理由がわからない。（黒塗り） 

２）なぜ広域処理なのかわからない。広域でなければ災害ごみ等発生時に集

中しにくい。 

３）環境施設整備室谷口室長が各地ごとに都合の良い説明、うそがあるケー

スも多く認められ、信頼性が低下。 
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72 多家良町 

水源の近い緑の多い土地にごみ処理施設の候補地なのか根拠を教えてほし

いです。 

施設を建ててメリットはあるのか？（多家良町周辺に） 

多家良にはこの施設はいりません！！ 

 

73 多家良町 

都合の悪い意見は無視、隠ぺいする環境整備室が意見を集めても意味がな

い。よくもまあ、のうのうと税金で食っていけるなあ。 

内藤市長へ 

自分の部下たちが納税者である住民を陥れている状況をどう思うか。とん

でもない人権侵害行為を続けていることをどう思うか。 

 

74 多家良町 

市長には、徳島市民の生命、身体、財産を全ての事象から保護する責務が

あると思います。 

ごみ処理施設建設予定地周辺の地域（特に多家良・飯谷地域）では、まだ

まだ生活用水に谷川の水、湧き水、地下水等自然水を使用している家庭が多

くあります。 

枇杷ノ久保にごみ処理施設が建設された場合、当該施設から放出される有

害物質が滞留し、生活用水に溶け込みます。 

この水を使用している町民の健康被害は、どうなるでしょうか。 

また、生活用水だけでなく、空気中に含まれる有害物質による健康被害

（今でも■■産廃処理施設から放出される有害物質の悪臭が年中漂っていま
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す。）が目に見えています。 

この上に、広域ごみ処理施設が建設されると、当該施設周辺での生活はで

きなくなってしまうと思われます。 

 

75 多家良町 

何故、ごみ処理施設が飯谷町に選ばれたか。他の候補地がなぜダメだった

のか。 

■■との癒着、■■の煙は人体に影響はないのか！！ 

 

76 多家良町 

候補地の黒塗りを解除してください。解除できるなら可。できないなら市

長の口から説明してください。 

 

77 丈六町 

大きく２つ意見等させていただきますが、全て市長の先見性、勇気、意思

による英断が必要です。 

コロナ禍による新しい生活、税収減、徳島市財政状況が悪い中、実質単年

度収支の赤字が続き、気候変動という状況の中での施設整備ということで 

１ ごみ処理方法 規模について 

⑴ 三豊市採用のトンネルコンポスト方式の採用について 

主にヨーロッパで採用されており、ごみを燃やさない方式 

二酸化炭素の抑制 構造がオーガに比べてシンプル 

仮に三豊市のように、民設民営ができれば、建設コスト分は浮くと予想

されます。その分で地元対策やごみ減量対策をしてはいかがでしょうか。 
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今回計画の5分の1の規模の三豊市 

建設費16億円、敷地面積1万平米、1ｔあたり2.4万円 

単純比較というわけにはいかないと思いますが、検討する価値は十分に

あると考えます。 

ただし、日本では一つしかない。基本計画時にはなかったため、検討採

用については、首長の決断が必要です。 

⑵ オーガ方式とする場合 

建設後の10年先の人口・ごみ量で規模を計算していますが、50年後の人

口・ごみ処理量での規模にできないでしょうか。 

処理施設は２０年後に大規模改修か廃止を検討となっています。しかし

ながら、現状を見てみると、40年使用する予定である。つまり、基本計画

から考えると50年先まで使用することになるためです。20年先でもう一度

444億円投資するとは考えられません。 

50年先まで燃やし続けて平年気温上昇、気候変動はどうなるでしょう

か。 

首長が腹を決めて、10年間で3Ｒをいっそう推進し、生ごみ処理を減ら

す（減量）する仕組み作りをしましょう。ぜひ、市民参加で行いましょ

う。 

それくらいしなければ、借金だけでなく、地球に住むということにおい

て、子や孫に申し訳がたたないと思います。 

２ 地元対策について 

やむを得ず、実施する場合 

⑴  丈六町 ソサイエティ5.0などを活用したスマートタウンとして様々な

施策を講じてほしいです。5Ｇ整備、AIなどを活用した自動運転やDMV、
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新しい生活様式を踏まえた東京からの事務所移転など 持続可能な街の

モデル地域の整備 

⑵  想定最大規模の洪水 浸水となった場合でも対応可能な消防施設 

津波や河川による浸水マップを見ていると、徳島市の消防署等の１Fは

浸水します。広域消防の検討を利用して、多家良地区方面の市町村含め

て、浸水しない地域に消防署の整備をお願いします。広域を利用すること

で、ごみ処理同様、徳島市負担の軽減を図ることが可能です。 

⑶  運営方法について PFIやDBOの選択肢があるようですが、先に決めて

おくべきなのではないでしょうか。 

３ 用地や運営方式について 

⑴ 場所が決まっているようで、基本計画には用地費用は含まれていませ

ん。用地面積が117,000平米であり、単価にもよりますが、数億円の用地

代になることが想定されます。 

⑵ 周辺対策に橋梁の予定があるようですが、こちらも数億円は必要と想定

されます。こちらも基本計画の事業費に反映されていません。財源もわか

っていません。 

徳島市の財政は、コロナ禍がつづく、実質単年度収支の赤字が続いてお

り、貯金を取り崩して運営しております。いくらかかるか分からない用地

及び橋梁があるのに、このごみ処理計画は進められているのでしょうか。 

周辺対策である橋梁は、道路担当の仕事であり、ごみ処理計画とは別。

また、今後財政悪化を理由に整備しないお考えなのでしょうか。 

建設時の燃えるごみ処理量を、50年後人口とするなどして建設費を抑え

ることで、周辺対策や生ごみ処理減少取り組み費用を捻出し、また、財政

負担も少なくて済むのではないでしょうか。 
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このような施策を徳島市が実施することで、徳島市が日本で、世界に注目

されるチャンスになると考えます。子や孫、住民、地球そして施設の延命に

取り組んでいる職員の皆様のためにも、ごみ問題を止めることなく、かつ、

円滑で建設的な決断、事業の取り組みをお願いします。 

 

78 丈六町 

なぜ飯谷町が最有力候補地なのか。 

6か所の候補地を黒塗りでなく公開する事。 

全ての候補地の建設費、周辺整備に掛かる費用及び徳島市の負担額とそれ

による行政サービスの低下の有無（住民からの再三の要請含む）。 

上記は、徳島市が周辺住民への説明の第一歩である。徳島市の住民軽視の

態度では賛否の検討はできない。 

 

79 丈六町 

対象地区全世帯に賛否の住民投票をお願いします。 

勝手にこういう施設の建設を決めないでください。 

 

80 丈六町 

多家良地区5町で多数の人が建設に反対しているのに何故飯谷町でなけれ

ばいけないのか。理由を聞きたい。また、徳島市単独では何故だめなのか？ 

建設には地元の合意が必要だが、地元の範囲と合意とは何を指すのか具体

的に聞きたい。 
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81 丈六町 

現在稼働中の6つの焼却場を廃炉にするため、なぜ多額の税金を投入して

まで新しく焼却場を作る必要があるのか？ 

建設予定場所は、二級河川のすぐ近くで下流域には小松島市上水道の取水

口があり、地域住民の7割以上が反対しているのに、なぜあの場所なのか？ 

現在稼働中の6つの焼却場のキャパシティーがいっぱいであるならば、市

が率先して「ごみ減らそう」運動するとか、既存の焼却場のすぐ隣に新たな

焼却場を増設するなど色々とできるはず。 

以上断固反対です。 

 

82 丈六町 

佐那河内村で建設が中止になった理由を知りたい。 

なぜ、あの土地を選んだのか？他にもっとよい場所、住民のいない、もっ

と少ない場所はなかったのか？ 

他の町での（徳島市以外）候補地もあげるべきではないかと思います。 

県外のごみを将来にわたって絶対に持ち込まないと言い切れるのかどう

か。震災のごみなど。 

 

83 丈六町 

１ そもそも最初に佐那河内村に建設が決定していたが、村民の反対運動が

あり、村長選挙の結果、ごみ処理場建設反対の村長当選で、白紙撤回にな

り、徳島市に突如、建設場所が変わった。 

そもそも遠藤前市長が他の自治体のごみも含めてなぜ徳島市で引き受け

ることとしたのか経緯を知りたい。 
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２ 一昨年、新聞報道では、用地取得費などを除いた事業費は概算で約444

億円。国の交付金などで賄う分を除くと6市町の負担額は計約200億9千間

円の見通し。各市町の負担額は均等割り、人口割で算出。 

徳島市   90億7千万円 

小松島市 34億5千万円 

勝浦町    9億円 

石井町   25億1千万円 

松茂町   17億4千万円 

北島町   24億2千万円 

人口が一番多いから徳島市に建設と決めていいのか？ 

（平成２７年環境省発表の一人当たり ごみ排出量） 

1位 松茂町   1131g 

2位 徳島市   1089g 

3位 小松島市 1040g 

4位 石井町    881g 

5位 北島町    846g 

6位 勝浦町    657g 

一人当たりのごみ排出量も京都、横浜、川崎、札幌など100万人超える

大都市でも一人当たりごみ排出量800g台。前20政令指定都市のうち19政令

指定都市が徳島市の一人当たりごみ排出量を下回る。 

平成30年度の東京23区でも940g。 

人口50万人以上で全国一人当たりごみ排出量が平成18年から9年連続最

少だった松山市は毎年ごみを平成28年で一人当たりのごみ排出量は789g。 

徳島市の人口2倍の松山市よりも毎日20%以上多いごみを出し続ける徳島
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市民にごみ削減の啓発はなされたか？ 

毎日1キロ以上漫然とごみを出している市民のごみ削減が喫緊の課題で

は？ 

残念ながら過去ごみ処理場の建設について市議会で議論がなされていま

すが、ごみそのものの減量について真摯な議論はなされているとは思えま

せん。 

人口10万人あたり自治体で一人当たりのごみ排出量最小で全国1位の神

山町や、ごみ削減で有名な上勝町がありますが、石井町、北島町、松茂町

の一人当たりごみ排出量は政令指定都市を上回る量です。 

特に松茂町は人口10万人以下でありながら徳島市より一人当たりごみ排

出量が多い。 

松茂町民が漫然とごみ排出しているかは知らないが、松茂町が17億円負

担のまま、今のごみ排出量を削減しないとしたら、徳島市が引き受けるの

はどうでしょうか？ 

ごみ処理場建設とごみ削減はセットだと思います。 

今の東部と西部の環境事業所の跡地はどうする？ 

ごみを減らす、なくすこと、リサイクルに本気で真剣に考え取り組ま

ず、その後始末のごみ処理場建設にだけ熱を上げているのは、ちょっと違

うのではないかと思います。 

ごみ処理場建設は、ごみ問題の解決ではないと思います。 

迷惑施設として、自分の近所にさえ建設されなければ、関係ないのでは

なく、6市町の住民や自治体に「ごみが多い徳島を本気でどう変えていく

か？」という課題を共有していくべきだと思います。 

ごみ処理場建設の混乱が6市町の住民や議会議員が「真剣に向き合う」
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「自分事として考える」契機になり、ひいてはごみ削減につながるのであ

れば、怪我の功名ともいうべきかとおもいます。 

３ 6市町の相互の処理施設へのごみ搬入搬出のアクセス、松茂町のごみ排

出量の多さや今後の北島町や松茂町に人口動態に比較して、将来の徳島市

の人口減を考えれば、石井、松茂、北島町の3町のいずれかに建設する方

が徳島市よりも便利である場合もあると考えられる。 

しかし松茂町、北島町という吉野川の北側から、わざわざ橋を通って迄

徳島市にごみを運ぶのはどうしても理解できないという住民はいます。 

なぜ石井町、松茂町、北島町を建設候補地から外れるのか？ 

吉野川の北側で鳴門市や板野郡5町（北島、松茂、藍住、板野、上板）

でごみ処理をするという発想はないのか？ 

そもそも遠藤前市長はどうして引き受けたのか？ 

6市町をすべて綿密に調査した結果、徳島市飯谷町枇杷ノ久保が最適地

であるという根拠を挙げてほしい。根拠がないなら選考過程を明らかにし

て、もう一度選考をやり直してほしいという意見があります。 

４ 佐那河内村が最適とされた理由と白紙撤回された事情、そしてなぜ徳島

市の今の候補地区に決まったのか？ 

遠藤前市長からは合理的な説明はなかったと記憶しております。 

建設後も含めて後で佐那河内村や藍住町など他の市町村が参加すること

はないか？ 

 

84 丈六町 

１ なぜ飯谷町にするのか？ 

２ 他の市町村迄一緒にするのか？ 
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85 丈六町 

佐那河内村のようなゴネドクを認めた上での処理場選定の経緯を説明して

ほしい。決定事項を前提とした話し合いに意味はない。地元の一部組織の了

承を盾にしていたのでは直接影響を受けかねない対象地区の人達は納得しな

いのでは？周辺地区住民の心配事は大気・水等の環境汚染とごみ運搬車両の

運転マナーや住民との接触状況である。対象地区住民の意見が最優先ではあ

るが… 

 

86 丈六町 

そもそも、なぜ現候補地になったのかが一番疑問です。 

工業地域（木工団地とか？）であれば、既に道も広く、周辺住民もなく

（少なく）環境問題もクリアしやすいのではと思うのですが。また、搬送手

段にトラック以外の鉄道、船等も視野に入れて検討されたのか知りたいで

す。現案では排気ガス、道路の混雑、痛みがひどくなる騒音等容認できるも

のではありません。 

 

87 丈六町 

ごみ処理施設は必要不可欠なものと理解している。いわゆる「迷惑施設」

は各地域が等しく負担する必要がある。受入れ地域は安全安心が確保され快

適な住環境が担保されれば受け入れも可とする。しかし、これが保証されな

ければ設置反対である。通行に対する安全対策は過去説明会は行政側の発想

で説明され受け入れ難かった。これを住民側の発想に立って解決策を立案す

るべきである。 
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対策は市、県、国の機関が一体となって進めるべきである。（県、国の管

轄だからできない、答えられないと弁解するのは住民の立場から見れば説得

力はなく納得できない） 

周辺環境整備案 

〇 搬入車両対策として勝浦浜橋から旧飯谷小学校までの勝浦川左岸堤防道

路を全線歩道（できれば自転車専用通行帯も）付き完全二車線化し、勝浦

川橋西詰をアンダーパス化する。 

〇 飯谷潜水橋を抜水橋にする。 

〇 丈六団地から渋野小学校までの通学路はいつも浸水しているので、かさ

上げに拡幅整備する。 

〇 丈六団地東公園横の排水ポンプを増設又は強化して丈六町の浸水被害を

防止。 

 

88 丈六町 

市の今までの説明会の記録を確認し、精査していただきたい。意見、問

題、要望について述べます。 

１ 場所で、地元の住民の了解はとれているのか。 

２ 既存の処理施設は問題を起こしていないのか。 

３ 運搬上の問題はないのか？小松島市の住民の了解はとれているのか？ 

４ ごみの残さなどの行き先は決まっているのか？ 

５ 建設、運搬、施設運転上で公害の発生はないように！ 

計画の見直しをしているか？ 

要望ですが、運搬は小松島市の県道だけを使用、と聞いているが丈六寺周

辺の道路事情もあり、丈六寺横の勝浦川に橋を架けてその運搬の一部を担う
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ようにしてはいかがかと思います。 

 

89 丈六町 

飯谷町に決定した経緯が明らかにされていない。 

運搬車が一日数百台通行するが勝浦川交差点渋滞対策が説明されていな

い。 

地域振興対策が全く予定されていない。昨年のアンケート結果も公表され

ていない。 

施設については市民がお互いに世話になるものであり理解するが、設置の

年限を明らかにすべき。 

何故組合方式で運営しないのか。 

 

90 丈六町 

丈六町は、日亜街道といわれるくらい、朝夕通勤の車が多く走っていま

す。飯谷町にごみ焼却場が出来れば、一日362台の収集車が増えるといわれ

心配しています。今新しく日亜専用の道路も新設されていますが、安全安心

の対策を検討していただきますようお願いします。 

 

91 丈六町 

長い間論田、津田、新浜、大原町の方々にはご迷惑をおかけしてきまし

た。次は私たちの順番だと思っています。予定されている場所で焼却場を整

備されることに賛成です。近代的な焼却場はダイオキシンも微量で安全なん

でしょ？一方地元にはその見返りとして何か夢のある施策を描くことが出来

るのでしょうか？例えば、子供たちが夢のある楽しい場所、お母さんも一緒
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に楽しめるような場所、また近県からも遊びに来たい人気の場所となるよう

な経済効果も期待できるようなものが作られたらと考えています。新型コロ

ナ感染症も長く続くと思いますのでオープンな空間でいつも空いている動物

園の駐車場を利用して隣接にジブリ公園を誘致するのはどうでしょうか？ 

 

92 丈六町 

どこに造るにしても廃棄物を安全かつ安定的に処理する施設を望みます。 

ごみを燃やした熱で発電する。単なる自家発電ではなく災害時にも自力で

稼働し続けることができるごみ処理施設です。 

愛媛県今治市にはその条件を満たした国内唯一のごみ処理施設（バリクリ

ーン）があります。ここは住民の方々の理解が得られ作られたそうです。ぜ

ひ見学し参考にされてはいかがでしょうか。 

 

93 丈六町 

１ いわゆる迷惑施設の建設反対に多い理由の一つは、当初、当局が候補地

として選定した情報を早くから察知していた当該地元の事前の強力な反対

運動により、急遽地元の反対が少なそうな用地に、当該地元と全く協議も

せず、候補地の決定ありきの形で選定することです。当該地元の住民とし

ては、貧乏くじに当たったような思いを持つということです。 

２ 場所の選定には、通常、最低でも4，5か所程度の中から総合点数評価で

選ぶことが多いのですが、このケースは、そうではないという思いを持ち

ました。前回、地元と当局の協議集会の際、当局に上八万町方面との比較

で、上浦－西月ノ宮断層のことを質問しました。その際、本件の断層につ

いて当局は、中央構造線だけしか把握していなかった事実により、場所選
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定に際して技術的な検討は、まったくなされていないと気が付いたので

す。 

３ 飯谷町の候補地は、過去に沖電気の誘致に関し、当時の市長と知事の政

争の具となった用地であり、その時の因縁云々はさておき、2市4町の広域

ごみ処分なら、まず、各市町の排出量の重心付近を検討してみることが合

理的です。しかし、候補地は、重心からかけ離れた徳島市の最南部に位置

し、ごみの搬入出経路も狭隘で、交通の便が非常に悪い所です。 

４ 公共施設の建替えに際し、例えば学校なら運動場を潰し、その場に建築

し、校舎等が建っていた場所を運動場にする例が多いです。他の公共施設

も同様で、いわゆる空き地を保有している施設が多い。現在、徳島市で稼

働している２箇所は、どうなのですか。同地には、新たに処理工場を建設

できるだけの空き地はないのか、これらの事柄についてさえ、まったく地

元住民に対し説明はなされませんでした。 

以上が処分場選定の白紙撤回を求める理由です。また、最近、処理施設

の用地選定に際し、施設誘致を希望する地域に名乗りを上げさせ、誘致を

希望した地域の中から総合点評価方式で選定するという事例が増えている

ということを付け加えておきます。誘致については、住民側から名乗りを

上げているので、反対も少ないということです。 

 

94 丈六町 

方針決定はいつか。 

 

95 丈六町 

最有力候補地決定までの経緯、プロセスを公開、公表してほしい。 
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他候補地の場所の公表も。 

補償問題等は、内陸部よりも沿岸部の方が解決しやすいのでは。 

何事の問題、トラブルも説明責任を果たさないで人事異動で引継ぎもしな

いで曖昧にしてしまう役所体質を変えるべき。 

 

96 丈六町 

ごみ収集車による渋滞の対策をお願いします。 

ごみ収集車のドライバーに対して、安全運転を行うための教育の徹底をお

願いします。（定期的に実施してほしいです。） 

→団地の中を猛スピードで走行しています。 

ごみ収集車の排気ガス対策。（電動ごみ収集車の導入などを検討してほし

いです。） 

 

97 丈六町 

① 最有力候補地を選定された具体的なデータが知りたい。 

② 周辺整備の具体的内容（案）が知りたい。 

 

98 渋野町 

「資源循環型ごみ処理方式」を検討するために「徳島県廃棄物問題ネット

ワーク」をアドバイザリーボードに採用してください。 

維持可能な市民生活のために、建設候補地は海に近いマリンピアか論田で

と考えます。 

焼却することを否定しませんが、生ごみはメタン化処理するなどをすれ

ば、現計画より処理費用を小さくできるみたいです。 
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99 住所なし 

現候補地有りきでは地元住民は納得しない。 

広域処理ではなく何か所かに分散することが公平性を保つことができる。 

この施設の広域1カ所は土台無理である。 

 

100 丈六町 

徳島市単独でごみ処理施設を建設する。 

建設地は豊かな農地や住民の居住地、清流勝浦川の近接地でなく、これか

ら離れた遠隔地、海浜部等に設定する。前市政の誤りを是正して下さい。 

過去の経緯に拘泥せず、新市政のもと、新たな建設地を探索してください。 

 

101 丈六町 

ごみ処理施設がどこの方面にできたとしても丈六町内への関係車両の往来

に絶対反対です。理由、子供の安全性、高齢者の安全性、環境の悪化等で

す。又、土砂くずれ等により、1ヵ所に集中すれば搬入が困難になります。

再度検討を要請します。 

 

102 飯谷町  

今回の広域ごみ処理事業は絶対に反対であります。 

すでに代表■■様が平成31年1月30日付で室長谷口出穂様に反対し理由を

提出してあるとおりです。搬入ルートについては適切な説明もありません。

佐那河内村については３ルートがありながら否定いたしました。又、悪水が

あるのは間違いありません。 



45 

その他反対の理由は色々あります。一つのメリットがありません。室長が

私の家にお出で下さい、一度少し顔を出されました（室長）。 

 

103 丈六町 

7つの約束を実行するよう。 

 

104 八多町 

ごみ処理施設整備は、大気、水質汚染はなく、最新の技術による設備で行

うというのであれば、なぜ現在の論田の施設を大規模にして、そのエネルギ

ーを生かし、温水プール、温泉、魚介類養殖などの共同開発をしていかない

のか。飯谷でわざわざ自然破壊するのか。まして、今ある■■の現状を市長

は、ご覧になったことがありますか。 

ごみの分別が建前に思います。市民は皆知らないと思います。 

 

105 多家良町 

広域ごみ処理施設には、あえて反対はしませんが、設置された地域がそれ

だけのメリットがないといけません。作って良かったと思える条件必須 

例えば 

１．道路が拡張、整備されること（丈六から飯谷町の県道拡幅と新橋の架

設） 

２．環境（空気、排水等）の安心感 

３．農村地域なので農業従事者へのメリット（冷却装置や熱源からの暖房給

湯など）これは農業ハウスに限らず一般家庭へも 

４．徳島市以外の1市4町は建設費以外にも維持費や地元対策費負担を了承さ
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せること 

 

106 八多町 

徳島市外のごみも徳島市が引き受けることに納得がいきません。 

また、ごみ処理場の場所が一部の利益を受ける人や、一部の代表者によっ

て勝手に決められつつあることに憤りを感じます。 

住民投票をして決めて欲しいです。ごみ処理場は現在の予定地のような川

の上流ではなく、下流に持っていく方が環境汚染は少ないし、災害のために

は1ヶ所に集中させるよりも、分散させるべき。運送に費用もかかる。ごみ

も地産地消すべきだと思います。 

 

107 住所なし 

民間の産廃業者の敷地内に建設するなんて、ありえない。 

全ての情報をオープンにすべき（例えば候補地の情報など） 

地域にどれだけ負担を掛けるのか将来に不安があります。 

飯谷の方は、水道設備など必要ないと言ってました。 

飯谷地区ごみ処理施設対策協議会を交渉窓口にしてるのは納得いきませ

ん。 

どうしてココが最有力候補地なのか？同じ答弁で納得のいく説明がない。 

今回は、市長との意見交換会であったはず。今まで納得いく説明が得れて

ないからこそ市長の考えを聞きたかった。担当部署が今までと同じ答えを繰

り返す。市役所に対して不信感が増しました。 

会場の質問に対して何も回答してないなどがありましたが、回答はいつも

らえるのでしょうか？ 
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108 多家良町 

広域ごみ処理施設建設絶対反対。 

 

109 多家良町 

市長さんへ 白紙撤回をお願いします。 

黒塗りで候補地を隠す環境部。オープンにして話し合わないと急ぐごみ施

設はいつが来てもできません。不信感があっては市政にマイナス。1回白紙

に戻して公表してから考え直した方がいい。 

売電施設の建設費と管理費は飯谷町枇杷ノ久保でみあうのか？ 

核ごみ拒否条例を制定して下さい。 

 

110 多家良町 

「広域ごみ施設」現計画に白紙撤回をお願いする者です。 

■■が存在し、長い年月ダンプカーは、ほこりと公害を撒きちらし、住民

にどれほど迷惑と恐怖感を与えたことでしょう。 

その■■があるが為に、この巨大な焼却施設が計画されようとしていま

す。 

これ以上市民を脅かす、■■の存続を許すわけには行きません。 

国から莫大な補助金をもらって建設する･･･と言いこの小さな島国徳島

へ、莫大な補助金を出す国側の不可解さが疑問に思えてなりません。 

もっともっと市民へ説明する義務と責任があります。 

ごみ回収や処分の方法は、各自治体ごとに考えるべき問題だと思います。

2市4町の合体は不可能です。徳島市におんぶしてもらえば、ごみ処分は簡
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単。ポイポイと投げていればいいのであって、受ける側の住民の叫びを真剣

に考えて下さい。 

広域ごみ処理施設は絶対に反対です。 

お願い 

市長さん市会議員さん政務活動費を使って「飯谷町枇杷ノ久保」地以外へ

足を運んで下さい。 

この風光明媚な地（多家良、渋野、丈六）を見学ください。 

 

111 多家良町 

地域全体が反対しているわけではない。 

今まで苦労してこれまで■■の所飯谷町枇杷ノ久保で話が進んできたのに

一部の人の反対に会って市長も困っているであろうが多くの住民の意見を聞

いて前々、前市長が進めてきた事を内藤市長も聞き耳をもたずでは、今さら

候補地を探す事は時間的に無理であろう。 

何事にも反対の為の反対は意見がない。 

対話も重要だが今までの事に対して決断するのも市長の役目である。 

他の市町村も反対している人はいないであろう。 

老衰化している市の焼却炉は早急に今のまま進めて欲しい。 

対話ばかりでは時間の猶予はない。早く■■の所飯谷町枇杷ノ久保へ進め

て欲しい。 

現行地以外で探す力はないであろう。 

反対の為の反対は何の意味もない。何事も前進しない。 

早く市長も目をさまして欲しい。 

■■組合生産者の一部の人に負けるな。 



49 

 

112 多家良町 

内藤市長さん、公約実行ありがとうございます。 

候補予定地は、ごみゼロ宣言の上勝町のごみと、以前の候補地の佐那河内

のごみを処理している民間焼却場の敷地で、そこに、2市4町のごみを焼却す

ると、1日最大50t、24時間燃やす。本当に問題ないと思いますか？どうか曇

りがない心で、内藤裁きをお願いします。 

私は広域施設に反対です。 

 

113 丈六町 

施設建設については基本的に賛成します。 

ただし安全性（周辺住民、従業員の健康面、防災）を充分に考慮し、最善

の誇れる施設にしてほしいです。広域ということでたくさんのごみ収集車が

通行することを想像し、交通安全（道路整備）と収集車の排ガスも気になる

ところです。また、ごみ自体の削減を市民にうながす施策も期待したいで

す。施設周辺住民だけの問題ではなく。徳島市全市民の問題としてごみ問題

を考えてほしいです。 

 

114 多家良町 

この計画の白紙撤回を求めています。 

エコやゼロウェイストが盛んに呼びかけられているこの時世に、大量のご

みを燃やし続けないと機能しない、莫大なお金（血税）のかかる施設は不要

です。 

今、老朽化している2つのごみ処理施設は、運用してどのくらい経ちまし
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たか？同じ年月もしくはそれ以上、稼働し続けられますか？時代に逆行する

施設ではなく、必要なのは未来を見据えたより良い施設です。 

住民が発言中、市長はうつむき、メモを取っていらっしゃいましたが、

「内藤市長！」との呼びかけにも顔も上げず、本当に聴いて下さっていたの

でしょうか。 

市長の意見が全く聴けなかったとのこと、改めて、市長の本当の思い、考

えをお聴かせ下さい。 

子どもたちを守っているたからさんも泣いています。 

 

115 多家良町 

これまで市は「反対の声を無視して事業を進めることはない」と言ってい

るが、現実には多くの事を進めて来た、矛盾している。又、地元の行ったア

ンケート結果について大多数が反対と聞いているが、この件についてどのよ

うに受け止めているのか伺いたい。 

先般の意見交換会の進め方について、一括して意見を求め一括して答える

やり方は焦点がぼやけてしまい、何を答えているのか他の者には判りづら

い。一問一答形式とすべきである。このことによって、再問も出来、議論が

深まる。 

 

116 多家良町 

次の事項について要望します。 

・ 最有力候補地となった経緯（ほかの候補地との比較・検討結果、協議内

容）の説明、新聞に記事が掲載されるまで地元住民に知らされなかった事

情についての説明 
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・ 候補地の見学 

・ 具体的な地元対策の説明 

・ 協議会と市との協議内容の地元住民に対する報告（開催される都度、市

出席者・議事録を文書にて地元全世帯に、市が責任を持って配布） 

・ 地元協議の場に協議会委員以外の住民が意見・要望を伝えることができ

る仕組 

・ 市長が出席される意見交換会の継続開催 

地元住民に内容が知らされることなく、整備計画の協議を進めることが

ないようお願いします。 

 

117 多家良町 

広域ごみ処理施設の建設に反対します。 

市民への情報公開も説明なしにされた周辺5市町との合意、計画には白紙

撤回を求めます。 

このまま新しい処理施設を建設して、よろこぶのはプラントメーカーだけ

のように思われます。徳島市はどろ沼に足をふみいれるようなものです。仮

に大型の焼却炉を作ってしまったら、動かし続けるために、大量のごみを必

要とし、費用も莫大になるのです。 

そもそも焼却施設は。まとめるのではなく、逆に小さな生活圏で処理して

いく方がよいと考えます。自分の生活圏からごみが消えていくという場合、

分別もいいかげんになり、ごみもどんどん出すという方向に流れてしまうと

いう人間が圧倒的に多いでしょう。リサイクルも同様です。人間が努力しや

すい方向に計画していくのが、エネルギーもお金も節約できると思います。

ごみもどんどん増やして、ごみのためにどんどん税金を．．．まさに本末転
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倒。 

国道55号線も県道徳島上那賀線も、地元民の生活道路であり、通勤道路と

してかなりの交通量です。渋滞も悪化し、危険。道路のいたみも激しい。修

復の負担も大きすぎます。 

そして、反対する最も大きな理由は、環境破壊、環境汚染です。メーカー

の説明する数値でははかりきれない大問題です。たかが人間の目に見える数

値など、ごくごくわずかなものです。とりかえしのつかないことをやってし

まっても、誰も責任などとれないでしょう？ 

徳島市、徳島県、日本の中でも観光客には、みむきもされないところで

す。でも、山や川、自然は圧倒的に美しい。徳島のただひとつの宝物です。

徳島市内でも最も自然豊かな多家良地区にどうして大きなごみ処理施設を建

てる必要があるのですか？ 

ごみ処理をどうするかという問題だけでなく、徳島市に住む人はどんな生

活がしたいのか？という大問題を農林水産も観光も企業誘致も...市役所全

体で計画し、広く（市外、県外、民間企業も個人も）アイデアを求め、住む

人みんなで戦略をたてていきませんか。 

徳島市に住む人が機嫌よく暮らしていける、ここが目標であり、様々な行

政問題を考える出発点ではないでしょうか？ 

 

118 多家良町 

① 人口減少が進む徳島で新しく施設を作る理由 

② どのようにして場所が決定されたかが不明 

③ 周辺環境（農家の風評被害等）への影響 

④ 道路状況の悪化 
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⑤ 長期的な視野（使えなくなった時どうするのか。次も徳島市に作るの

か。） 

⑥ 感情論だが故郷をよごしたくない。 

⑦ 元あった場所にたてればよい。 

断固反対します。 

 

119 多家良町 

・ ごみ処理建設には“反対です”。 

最有力候補地がなぜ飯谷なのか？ 

私たち住民が納得できる説明ができますか？ 

・ 市長の選挙公約である“市民との対話”はどうなったのでしょうか？ 

 

120 多家良町 

今回の意見交換会はとても参加したかったのですが、子供には持病があ

り、コロナの影響が怖かった為、止むを得ず参加できませんでした。参加し

ていない方がごみ処理建設に賛成だと思わないでください。 

コロナが流行る前の説明会（徳島市の）には何度か参加しましたが、地元

住民が全く納得できる説明はありませんでした（ほかの候補地の公開や、ご

み収集車の排ガス問題等）。今回も市長との対話はほぼなく、以前の説明会

となんら変わらない様に思いました。（twitterで見てました。） 

もう少し誠意のある対話、説明会をお願いします。 

 

121 八多町 

１．選定の経過説明を詳細に 
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飯谷枇杷ノ久保を有力候補に選定した具体的理由に関し、納得のいく説

得力のある説明をしてください。反対派を納得させることは不可能です。 

反対派の人達の意見が声高にさけばれるので反対派ばかりだと思われが

ちですが、環境に影響のないしっかりとした設備であれば反対ではありま

せん（積極的には賛成は出来ませんが！現在の設備が耐用年数を過ぎて－

おそらく環境汚染の回避も含めて。また、論田では津波が来たときの対応

も不可など－建設が喫緊の課題でしょうから。） 

２．仮にごみ焼却施設建設地が飯谷枇杷ノ久保になった場合 

①周辺地域環境及び大気中への廃棄物モニタリング 

・ ■■の地域環境への環境管理も含めて、焼却場管理委員会等を立ち

上げて周辺地域環境および大気中への廃棄物モニタリングを定期的に

行うなど環境への環境管理を徹底してほしい。 

・ ■■設備の老朽化もあると思うので、最新設備の導入など設備改良

が図れるように県と協力して誘導してほしい（土地売却資金で可

能）。環境影響の軽減をより期待できる。 

・ モニタリング結果をいつでも見られるようにホームページを開設し

てほしい。 

・ 問題が発生した場合は市が中心となり、県と協力して迅速に対策を

講じてほしい。 

・ 環境モニタリング結果の生データは厳格に管理する（変更できる人

を特定し、変更ログが全て残るように管理するなど）。データ改ざん

は不可となるように！ 

②その他 

・ 民間への設備運営管理委託は慎重に！！もしも委託する場合は徹底
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した監督管理をお願いする。 

・ これから建設するのであれば、焼却場のイメージ（環境の悪い場

所）を一新するようなクリーンなイメージの施設に出来ないか！ 

誰でもが入れる憩いの場的公園化（桜並木を作り遊具を置くなど） 

スポーツジムなどの娯楽施設併設（熱回収施設で得た電力で浴場設

置を含むなど） 

・ ごみ運び込みルートの充実、安全の再確認 

 

122 八多町 

当日参加できなかったので（別紙）のとおり提出します。よろしくお願い

します。 

新内藤市長に期待しています。 

（別紙） 

１ なぜ複数の建設候補地の中から飯谷町枇杷ノ久保地区が最有力候補地と

して発表されたのか、その経過や理由の説明がなく不信感を持ちます。地

域住民が好かないから反対する人も少ないと考えているのですか。 

迷惑施設（ごみ処理施設）の改築は現地で行うのが原則で徳島市以外の

ごみをなぜ広域処理するのですか、また周辺の環境に問題がないのなら人

口やごみの多い街中（動物園跡地、沖洲の埋立地等）にしても良いのでは

ありませんか。 

（以前の説明会で、煙突の高さが80メートルに計画変更されましたが、

有害物質をより遠く、広範囲に拡散させるだけではありませんか。将来を

考えると煙突の高さではなく、排ガス等を除去する環境保全目標値を日本

一高くするべきで、ごみの減量化にも積極的に取り組むべきではありませ
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んか。） 

２ ごみ処理施設が建設されるとダイオキシン等による空気や土、水等の汚

染が心配です。多家良地区（周辺地区を含む）の豊かな自然や農業への影

響も心配しています。また、学校や保育所にも近いので、影響を受けやす

い子供たちへの安全は守られるのか、心配します。自然が豊かで子育てす

るのにもよい環境の地域であり、住宅も増えているのに、近くにごみ処理

施設ができることでイメージが悪くなり過疎化が進むのではないですか。 

３ 最有力候補地の下流に小松島市の上水道水源地や農業用水の取水口があ

るように思いますが、最近多い想定外の災害が発生した場合のことを考え

ると、ごみ処理施設の排水処理を公共水域に行うのは最悪の立地場所では

ないですか。想定外の大災害が増えていることを考慮すると広域処理（徳

島市1か所に集約）を進めるよりも、現施設を改修して分散処理するほう

が災害への対応策として良いのではないですか。徳島市であれば、現在の

論田や国府にあるごみ焼却施設を改築、拡張するのは無理なのですか。設

備が新しくなり、周辺環境も良くなると思います。なにも他の場所に移転

する必要はなく、現在の場所で環境整備をすればよいと思います。 

４ 農業が中心の地域は自然環境を大切にすることです。地域が活性化する

対策は、ごみ処理施設を造らないことです。地域住民が反対しているとこ

ろには造らないでください。 

 

123 丈六町 

前回の説明、視察で半ばきまったのではと、思ってました。 

市はお金がないと言いつつむだな事ばかりしているように思われます。 

いい大学を出ていても市政の勉強をもう少しして徳島市をよくなるように
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して下さい。 

 

124 丈六町 

多家良地区の100人や150人の意見を聞いて何になるのでしょうか。 

前回、県外の視察にバス何台かで行って見学して来ました。他県の処理施

設を市長は行ったのでしょうか？生活する上では、ごみは出ます。分別の仕

方など先に考えるべきではないのでしょうか。 

 

125 丈六町 

ごみ収集車交通ルールを守ってもらいたい。 

空気汚染など健康被害が心配。わかりやすく示して欲しい。 

デメリットも示して欲しい。正直にクリアにごまかさず分かりやすく。 

ほとんどぬりつぶされていて、何が本当かわからないような資料で説明に

ならない。のようなチラシを見ました。健康被害がないことはっきしないな

ら反対です。 

自分がその立場ならどう感じますか。 

以上、よろしくお願いします。 

 

126 丈六町 

意見交換開催していただきありがとうございます。反対です。自然と静か

で穏やかな場所を探し、この地を選びました。最近、巨大な太陽光施設が建

設されました。その上に又、巨大なごみ処理施設建設予定に怒りを感じてい

ます。5市町ともなれば膨大なごみの量になります。搬送車両も多くなりま

す。安全に処理されると言っても完全はありません。それぞれの市町村で行
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うべきと思います。自分の住む地域であれば少しはごみ減量に感心を持って

くれるかもしれません。建設には絶対反対です。 

地価評価の悪化や住民の減少にも繋がってしまいます。 

 

127 丈六町 

新施設が有害物質及び環境に何も問題がないのであれば、市内のどのよう

場所に作ってもいいのではないでしょうか。たとえば旧動物園跡地、徳島市

立体育館、内町小学校、そごう跡地、アミコビル、西新町等は？ 

飯谷町よりも最適地はないのでしょうか？ 

あのような意見交換会で対話をしたと言うのであればコロナ禍の中でやる

ことではないと思った。少しも対話になっていないし。 

ワクワクするような徳島にしてほしい。 

 

128 飯谷町 

意見交換会の開催に際し、市長自らご出席いただき、感謝いたします。早

速ですが、意見交換会においてご確認できなかった事項に関し、以下に質問

いたしますので、ご回答方よろしくお願いいたします。 

１ 建設予定地（最有力候補地）であって建設地ではない認識です。建設地

の決定手順（地域住民の合意が得られた時点かと思われますが、どこの住

民で、合意とはどのようなことを指しているか？等）を具体的に回答願い

ます。 

２ 上記1項において、合意が取れたと市において判断した場合にも、反対

者がいるケースが存在した場合に、その反対者の意見を尊重し、建設の強

行はしないと考えてよろしいでしょうか？ 
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３ 環境悪化について、環境に影響を与えないように、厳しい自主規制値を

設けて対応するとの回答をH31年4月の文書でいただいていますが、環境へ

の影響を「0」にすると名言していないと思います。ごみを燃やすことか

ら、仮に基準を見たとしても、「0」にはならず、（良くなることは考えづ

らく）プラスα悪化することは間違いないし、絶対に問題は発生しないと

いうことは、原発の事故同様に言い切れないので、何らかのリスクはある

と考えております。 

そのリスクに対し、それを払拭できるような地域へのメリットを市側か

ら提示していただかないと、話は進まないので、まずは、市側から、何が

できるか？ご提案をいただきたいと思います。 

追記 

本質問に対する回答をホームページに掲載する等、文書で回答をお願い

いたします。それができない場合は、再度、意見交換会等の開催をお願い

したします。 

 

129 飯谷町 

広域ごみ処理施設建設を反対します。 

 

130 丈六町 

１ メリットとデメリットを明確に教えて下さい。（地域に対するインフラ

整備等） 

２ うわさになっていますが、現在（論田）の横にどうして建設しないので

すか？ 

３ もし、工事をする場合、地元優先してもらえるのですか？ 
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131 飯谷町 

１ この場所での施設の建設には反対があるので、強引に建設するのではな

く、反対のない地域で建設してはどうか。過去の佐那河内村と同様であ

る。 

２ ごみ処理施設は必要であるが、何故、徳島市以外のごみを処理しなけれ

ばならないのか。徳島市単独であれば、計画よりも小規模で可能であり、

環境問題も交通問題も費用も軽減される筈である。 

３ 交通網が発達している場所へ立地した方が交通の利便性が良いのでは？

また、わざわざ橋を架けるなど、莫大な費用を掛けなくてよいのでは？ 

国からの交付金もあるが、全額が交付されるものではない。 

徳島市も市議会において、関係各市町の負担額を公表したが、用地取得

費などを除いた事業費は、約444億円で国の交付金などで賄うぶんを除い

ても、6市町の負担額は計約200億9千万円となる。徳島市の負担額は最も

多い90億7千万円であり、市議会で議員からの質問で、事業費について

「用地取得費を含めると大きくふくらむのではないか。」と心配し、この

負担額が徳島市の財政危機になりかねないと、危ぶまれている程である。 

４ 徳島市が必要とする莫大な負担金は、他に回すべきことが多くある筈で

ある。一例として、国民健康保険料について、主要都市で最も高い自治体

は神戸市であるが、これに次いで徳島市は全国2位と高く（平成28年度全

国統計による）、高額な国民健康保険料の引き下げなどが、重要課題なの

では？（平成30年度から国民健康保険料の財政運営が、市町村から都道府

県に移管されているが、新制度によっても過去分を勘案するので高額とな

っている。）全国統計以後数年経つが、保険料は何等引き下げられていな
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い。徳島市民にとっては大変生活苦であり、また、不名誉なことである。 

５ 健康被害についてどう考えているのか？被害が発生した場合どのような

対策と賠償を考えているのか？ 

徳島市からの説明では、健康に影響を与えるものではない、また、住民

への不安の軽減に努めるということであるが、装置の故障等が無いとは言

えず、被害が発生した場合の対応として医療費や補償について、具体的に

文章で誰が見ても理解できるようなわかりやすい資料を作成し、配布して

説明すべきである。 

６ 健康被害が明らかになった場合、この土地での生活はできないこととな

る。国の方針により、今後、一般廃棄物だけでなく産業廃棄物処理につい

ても地方自治体で処理するという指針があり、自治体での処理対応は時間

の問題であり、有害なダイオキシンやPCBによる健康被害が想定される。 

よって、建物・宅地、田・畑・山林等の不動産全部の買い上げ、および

農作物等の補償について具体的に示してもらいたい。これは被害が発生し

てからの対応では遅く、施設の建設前において確約を要するものであると

考えられる。 

７ ごみ処理施設を建設することにより、飯谷町民にとって良いことは何

か？ 

※ 以上のことから、上記5．6．7．について徳島市からの回答結果によっ

て、賛成か反対かの判断できるものであると考え、現段階で判断でするこ

とは、時期尚早であると思われる。 

※ この文章については、R1.5．31．（金）提出期限の、地域での「ごみ処

理施設建設の賛・否アンケート」で提出していたものであるが、その後、

1年2か月余り経過したが、何の回答も示されていない。よって、同文書を
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今回「意見書」に換えて、再度提出するものである。 

 

132 飯谷町 

心配事がたくさんあります。あなたに取り除けますか。 

この意見書が内藤市長に届くことを希望します。 

主婦感覚として、母親の立場として、大型ごみ処理施設が本当に必要で、

正解で、他にすべはないのか、話し合いをしたいと切に思っています。 

話し合いの機会をぜひ設けていただきたくお願いします。 

私も一人の母として「叫び」はあります。 

「女ばかり」の話し合いの機会を作ってください。 

 

133 飯谷町 

【ご意見№1】 

広域ごみ処理施設建設に賛成です。早期建設を望みます。 

広域ごみ処理施設建設に関する内藤市長との意見交換会を開催して下さり

ありがとうございました。 

私は所要で出席できなかった事が残念です。しかし、この種の会に参加し

て思うことは、殆ど反対派の発言が多く、賛成派の人の意見を述べる機会が

少ないと思う事です。 

賛成派の人は、比較的大人しく、理性的な人が多いので、過激な反対派の

人の発言に圧倒され、じくじたる思いがしております。飯谷町枇杷ノ久保に

候補地が決まり新聞報道がされて以降、3年8か月が経過しましたが、その

間、開いた会も皆同じです。反対派の過激で威圧的な態度と発言に腹立たし

い思いをしてきました。 
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広域ごみ処理施設は、絶対必要です！ 

国府、論田のごみ焼却施設は、老朽化し、既に焼却年数を超えています。

施設維持の為に私たちの税金が使われています。また、東南海地震や台風被

害など将来的に甚大な被害が発生すると予想されていますが、その時に発生

する膨大な災害ごみの焼却には、早急な広域ごみ処理建設が絶対必要です。 

【ご意見№2】 

候補地の飯谷町本村に住むものとして、内心は交通量が増えるのは嫌です

が、大局的な見地から、早急に飯谷町に広域ごみ処理施設の建設をお願いい

たします。 

公的交通手段のない地域住民として、橋の建設は悲願であり、是非とも建

設をお願いいたします。 

私の自宅に来られていた、これまでの市役所の担当者の態度や発言を聞く

につけ、是が非でも飯谷町枇杷ノ久保に建設したいという、熱意と言動が感

じられなかったのは残念でした。 

担当者を咎めるつもりはありませんが、これからが重要です。反対派の意

見や威圧的態度に怯む事無く、強い信念とリーダーシップを発揮して頂きた

いと考えます。 

内藤市長さんも、反対派の意見に圧倒されたと思いますが、理性と英知を

発揮して、飯谷町枇杷ノ久保に広域ごみ処理施設を建設してください。 

飯谷町枇杷ノ久保を止めて、他の地域を指定しても結局は反対され、佐那

河内村→枇杷ノ久保→？と同じことが繰り返され、国の管理団体になって徳

島県・徳島市は沈没してしまいます。 

たかがごみ、されどごみです。 

頑張ってください。 
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134 飯谷町 

【意見】 

広域ごみ処理施設建設に条件付きで賛成いたします。 

早急に飯谷町枇杷ノ久保に広域ごみ処理施設の建設を望みます。 

既に、飯谷町枇杷ノ久保が広域ごみ処理施設の候補地として新聞誌上に掲

載されてから3年8か月が経過しました。その間、紆余曲折はありましたが目

に見える形での進展はありません。 

特に残念なのは下記の通り、当方から要望したにも係わらず、具体的な進

展のない未解決な懸案事項が多くあります。 

① 広域ごみの搬入出ルートとして、沖野地区の県道「徳島上那賀線」と本

村地区の県道「新浜勝浦線」との間の勝浦川に橋梁を架ける問題が未解決

です。橋梁の取合道路に係る農地所有者と既に70回を超える買収交渉をし

ていますが、暗礁に乗り上げ目途は全くついていません。 

地元の希望は、現在交渉中のルートより約50メートル下に計画変更をお

願いしています。 

② 「県道「新浜勝浦線」改良工事（2車線化等）に係る要望書」に記載の

通りです。（令和元年8月29日付、徳島県議会 議長 喜多 宏思氏宛文

書） 

過去に「計画道路」として、進めていた経緯があり、広域ごみ処理施設

建設という大義の元、徳島県と具体的な交渉を行い、実現に向けた行動を期

待します。 

③ 「地元対策に係る実態調査依頼について」に記載の通りです。（令和元

年7月5日付、徳島市市民環境部 部長 黒川 義 氏宛文書） 
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生活環境の保全という観点で不可欠な地元対策です。 

１．簡易水道の整備に係る、優先する課題として「飲料水の確保」 

２．本谷2号谷の拡幅工事 

の2点を、緊急性が求められている喫緊の課題として、実態調査依頼と

同時に実現に向け早急な対策をお願いしているところです。 

④ 周辺対策に係る総予算（当時の佐那河内村の計画予算は17億円）につい

て、その各市町の負担割合を含め検討する時期にあると判断、当該広域ご

み処理施設の6市町の議会を経る必要があります。 

以上、１．周辺対策としての補助金について ２．周辺対策の総予算を

オープンにして、ごみ処理施設建設の実現に向けて、徳島市の姿勢を示す

必要があります。 

※ 何かにつけ、徳島市は徳島県との関係修復は不可欠です。よろしくお願

いいたします。 

 


