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      担当係長2人、担当主査2人                      9人 
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～ 注意事項 ～ 

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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開会 

（司会） 

 八多町にお住まいのみなさまこんばんは。先ほどの会でですが、マスクをして喋ります

と非常に聞こえにくいということでございますので、私このように遮った形で、マスクを

取った形で、喋らせていただきたいと思います。本日はお忙しい中、また、お暑い中、そ

して足元の悪い中お集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。定刻とな

りましたので、ただいまから、「ごみ処理施設建設に関する市長との意見交換会」を開催

いたします。本日、進行を務めます市民環境部副部長の大久保と申します。どうぞよろし

くお願いを申し上げます。 

 はじめに、事務局から注意事項をいくつかお伝えしようと思うんですが、その前に本日

報道関係の方がいらしておりまして撮影カメラが入っております、発言をされる場合に、

首から下、顔が写らないように撮影をされるということで聞いております。それから全景

を遠目に撮影されるということなんですけれども、小さくであるんですが顔が写りこむと

いうことでございますので、顔が写っては困ると、やめてほしいという方がいらっしゃい

ましたら、挙手をお願いします。都合悪いということですね。そしたら、カメラの方はで

きるだけ後ろのほうから撮っていただきますようなご配慮をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。それと本日参加の方が少のうございますので前のほうが空いて

ございます。密にならない範囲内で前に詰めていただくことも可能でございます。本日は

できるだけ多くの方からご意見をお伺いするために次の点にご協力いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 本日の資料4ページ、裏面の最終ページの注意事項のところをご覧ください。 

 まず、1つ目としまして、発言の際には、挙手をしていただきますと、事務局がマイク

をお持ちしますので、発言の際にはマイクを受け取って、氏名を名乗ってから発言してい

ただきますようお願いいたします。マイクはその都度消毒いたします。また、多数の方が

挙手をされた場合には、私から指名させていただきますので、順番を守って発言していた

だきますようお願いいたします。 

 また、多くの方のご意見を伺うため、発言を長くても3分以内でお願いしたいと考えて

おります。3分を超えるような場合には、軽くベルを鳴らします。発言中にベルが鳴った

場合には、多くの方からのご意見が伺えるよう、発言を切り上げていただきますようご協

力をお願いいたします。 

 なお、十分に意見を言えないという場合には、事前にお配りしているピンク色のアンケ

ート用紙に記入して提出してください。アンケートは会場受付で回収をしておりますが、

この意見交換会終了後も8月7日金曜日までは、飯谷町公民館、多家良中央コミセン、丈六

コミセン、渋野公民館又は徳島市役所10階の環境施設整備室で受け付けをしております。

またファックスでも提出していただけますので、ご意見のある方は提出をお願いいたしま

す。 
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 次に、2つ目ですけれども、新型コロナウイルス感染症対策として、席の間隔は1ｍ空け

ております。加えまして、大声での発言を控えていただくことと、マスクの着用にご協力

をお願いいたします。カラオケボックスなど大声を上げるような密閉された空間で、新型

コロナウイルスのクラスターが発生していることもございます。飛沫感染予防の観点か

ら、大きな声はお控えいただきますようお願いいたします。また、喋りにくいかもしれま

せんが、マスクを着けてのできるだけご発言についてはご配慮をお願いいたします。 

 3点目ですが、大変暑い中ですけれども、会場にはクーラーがございません。飲料水を

配布させていただくとともに、保健師を1名配置しておりますが、体調不良の方には会場

では十分な対応ができない場合がございます。ご意見につきましては、アンケートを後日

コミセンなどに提出できますので、体調がすぐれないという場合は職員にお声がけいただ

きまして、ご退出の上、ご自宅で休みいただけますようお願いをいたします。 

 事務局からの注意事項は以上でございます。有意義な意見交換会とするため、ご協力よ

ろしくお願いいたします。 

 

 事務局紹介 

（司会） 

それでは、本日の出席者を紹介いたします。まず、内藤徳島市長でございます。 

 

（内藤徳島市長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（井内市民環境部長） 

 井内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 井坂です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（室長補佐） 

 原田と申します。よろしくお願いします。  

 

市長挨拶 

（司会） 

それでは、市長から一言ご挨拶をお願いします。 

 

（内藤徳島市長） 

 皆さん、こんばんは。本日は、一般廃棄物中間処理施設の整備についての意見交換会に
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ご参加いただきまことにありがとうございます。 

 ご承知のとおり、徳島市では平成28年11月に飯谷町枇杷ノ久保を新たな一般廃棄物中間

処理施設の最有力候補地に選定し、これまで計画を進めてきたという経緯がございます。

背景といたしましては、東部環境事業所が供用開始から40年、西部環境事業所は29年を経

過しており、一般的な更新時期といわれている20年から25年を大きく超えて運転を続けて

いる状況がございます。 

 加えまして、周辺自治体の施設も老朽化が進み、多くの維持管理費を必要としており、

新たな一般廃棄物中間処理施設の整備が喫緊の課題となっております。 

 一方で、飯谷町での現計画につきましては、これまでのところ、地元の皆さまと十分な

お話ができていないと感じておりまして、本日は私自身が来させていただきました。 

 このため、進めてまいりました事業を一時中断し、フラットな形で地元の皆さまのご意

見を伺う機会を設けたものでございます。 

 本日の意見交換会では、一般廃棄物中間処理施設の整備につきして、できるだけ多くの

皆さまからの率直な意見をお伺いできればと考えております。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

テーマ①（ごみ処理について） 

（司会） 

 それでは、さっそく皆さまとの意見交換会を進めてまいります。少し座らせていただき

まして進行させていただきます。 

 資料の2ページから3ページをお願いいたします。本日の意見交換会では、大きく3つの

テーマについてのご意見を伺う形で進めてまいります。テーマごとに皆さまのご意見をで

きるだけ多く伺ったあと、事務局及び市長から発言をさせていただきたいと考えておりま

す。そして、最後に残った時間でこのテーマ以外の事項についてのご意見も伺いたいと思

っております。 

 1つ目のテーマですが、2ページの①にありますように、まず、新施設の必要性について

ご意見をお伺いいたします。 

 徳島市のごみ処理施設につきましては、論田にある東部環境事業所と国府にある西部環

境事業所の2施設が稼働しておりまして、それぞれ稼働から40年、29年となっておりま

す。このようなごみ焼却施設の耐用年数は一般的に20年といわれており、特に論田は40年

と更新時期を大幅に超えております。 

 こういったことから、毎年修繕などの維持のための費用がかさんでおり、両施設を合計

した数字でございますが、年間約17.1億円の費用がかかっております。また、老朽化に伴

い、施設が停止するリスクも増えてきております。 

 こういった状況から、徳島市といたしましては、新たな施設の整備が必要であり、また

喫緊の課題であると考えております。 
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 今後のごみ処理の在り方も含めまして、皆さまのご意見をお伺いしたいと思います。ご

意見のある方は挙手をお願いいたします。それではお願いいたします。 

 

（市民） 

 八多の■■です。 

 新聞の記事ですけど、新施設について徳島市の市長が代わり、小松島市も市長が代わっ

た時に小松島市長が「徳島市がやめるんだったら徳島市以外で広域のごみ施設を造る」っ

ていう案がでていたので、ここで無理にこんな大きいもんを造らなくても、ちょっと凍結

しといて徳島市以外が施設を造るっていう案が出た時に徳島は徳島市だけで施設を造った

らいいと思います。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございました。次にご意見のある方、挙手をお願いします。 

 本日せっかくの機会でございますので、ご意見ございましたら挙手をお願いしたいと思

っております。 

 新施設の必要性っていうことですので、例えばごみ処理の減量をすべきであるとかです

ね、焼却以外の方法ないのかとかいろんなご意見たくさんあるのかと思うんですけども、

ご発言ございませんでしょうか。 

 お願いします。 

 

（市民） 

八多町の■■といいます。なにも徳島市の中心を走り抜けて、北の端から南の端まで、

松茂とか、北島とかのごみまでここで引き受ける必要は私ないと思います。燃料の無駄遣

いです。やるんなら、鳴門市と共に北の方は北の方で、西の方は西の方で、南の方は南の

方で県内で区域を分けて、やったらどうでしょうか。終わります。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。ごみ処理の枠組み等のご意見をいただいたということでござい

ます。他にご意見のある方は、いらっしゃいませんでしょうか。 

 お願いいたします。 

 

（市民） 

多家良町の■■といいます、この新施設の施設維持費用、年間5.6億円とあるんですけ

ど、これって、例えば10年ぐらい経ったら、またこの額って大分上がってくるんでしょう

か。経年、ずっと年数が経てば経つほど、この「平均」てあるんですけども、これはどの

ぐらいの平均として見積もっているんでしょうか。 
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（司会） 

 ありがとうございます。ほかにはございませんでしょうか。なければ、ここで区切らせ

ていただきますけど、構いませんでしょうか。それでは事務局のほうから、まず、回答お

願いします。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 施設について、資料の5.6億円の費用についてお答えさせていただきます。 

 新施設の基本計画でこれは定めている、見積もった費用になるんですが、20年の平均費

用として、維持管理費14億円かかっている試算になっております。逆にですね、売電収

入、燃やせるごみは燃やして、それを発電する施設を造ろうと考えておりますので、そこ

から電気を作って売電をしますので、それが4.4億差し引きして8億円の費用が毎年、20年

平均で1年あたりにかかる。その中で、今回は広域で6市町で進めていくこととしておりま

すので、ごみ量で費用を割ることにしております。その関係で、徳島のごみがだいたい、

7割ぐらい入ってきておりますので、8億円の7割りということで、5.6億円ぐらいの徳島市

としては費用が毎年掛かるであろうという試算でございます。以上です 

 

（井内市民環境部長） 

 ごみ処理施設を単独でするか、広域でするかという質問に答えさせていただきいと思い

ます。ごみ処理施設を単独でするか、広域でするか、それぞれ市町村の問題でもあります

けども、基本的には法律的には一般廃棄物につきましてはそれぞれ市町村の責務っていう

ことになっておりまして、市町村で適切にごみを処理するというふうなことが基本的には

ございます。ただですね、それぞれの市町村ごみを、処理施設持つかどうかっていうこと

に関しましては、それぞれ市町村の事情もございますし、それぞれの市町村がフルセット

でそれぞれ独自にごみ処理を持つのがいいのか、また、同じように老朽化しているような

市町村と1つの課題としてですね、広域で推進していくのがいいのかというようなことも

あります。国のほうにしましては能率的な運営を図るという観点からも含めまして、広域

での処理というのを推進しているところでございます。徳島市におきましても、市、町の

ほうがごみ処理施設が老朽化しているという課題もございますので、そういうようなこと

も踏まえまして広域での整備というふうなことを考えているところでございます。以上で

ございます。 

 

（司会） 

 それでは続いて市長のほうから発言をお願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 
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 はい、皆さまからいろいろな意見を頂戴いたしました。小松島市に関しての報道もあり

ましたけれども、小松島市さんあの報道の後でやはり一緒にやりたいというような主張を

徳島市のほうにもしてきていただいているような状況です。やはり、人口減少とか財政難

とか、そういうような状況もありますので、みなさん広域で進めたいと他の5市町の方た

ちは思っているというようなことを聞いております。先ほど部長のほうからもありまして

けれども、国のほうもそういうような方針というか、そういう方向性にしてほしいという

ような話をしているようです。ごみの問題だけではないですけど、市町村間、これから人

口減少も進んでいく中で相互協力をなくしては将来にわたって行政サービスの提供をして

いくことは困難になっているような状況だと思います。実際徳島市につきましても、一般

廃棄物の最終処分場については松茂町にある徳島東部処分場で埋め立てを行っているよう

な状況でございます。そういったこともありますので、広域にするか徳島市単独でするか

というご意見もいろいろあるんですけれども、今は広域で考えているというような状況で

ございます。以上です。 

 

テーマ②（新施設の環境に与える影響について） 

（司会） 

 それでは、次に、資料の2ページ目の②をご覧いただきますようお願いいたします。 

 新施設の環境に与える影響、施設が自然環境に与える影響や、有害物質、環境基準や収

集車両が増加することによる交通環境などについてのご意見をお伺いいたます。 

 平成31年3月に制定した徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画では、環境保全目

標値について、法規制値と同様かそれ以上に厳しい基準とすることを定めております。 

 具体的な項目ごとの数値については、資料2ページの下の表にあるように、一部抜粋し

ていますが、例えば「ばいじん」については、施設規模により法規制値が変わっているの

ですが、新施設の場合、0.04 g/㎥Nのところを0.01とするように計画しているところで

す。 

 こういった数値に限らず、環境に与える影響や有害物質に対して感じる不安などについ

て、皆さんからのご意見を伺います。 

 できるだけたくさんの方からご発言をいただきたいと思います、できるだけ発言をされ

ていない方から優先したいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

 ご意見のある方挙手をよろしくお願いいたします。 

 少し資料をご確認いただきまして、ご質問少し待たせていただきたいと思います。 

 １番前の方お願いいたします。 

 

（市民） 

 多家良町の■■です。よろしくお願いします。新施設の必要性は分かります。ただ、建

物と建設場所に関しては、白紙撤回をしてほしいと思います。理由として、ごみ処理場は
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新ホールみたいに建物を建てたらいいというものではないですよね。ごみ処理をして有害

物質を拡散するための煙突がある建物、一般的には迷惑施設だと思います。なんで今■■

という迷惑施設があるのにその横に建てようとしているのか、2市4町の膨大な面積の中

で、なんでここなのか、わざわざ産業廃棄物を焼却処分している敷地内に来るなんておか

しいと思います。先日、環境省に聞いてみました。環境省に電話して、「日本全国に産廃

業者があって、その横でごみ処理している所どっかありますか」と聞いてみました。「わ

からない」って言ってました。そういう計画ってなんかおかしいと思います。昨日も飯谷

のほうで癒着っていう話がありましたけど。一回、第三者委員会とか立ち上げて、調べた

ほうがいいんちゃうんですか。まずそれが1つ。それから、候補に関してなんですけど、

総合的に比較してここに決めましたと、情報公開請求したら、真っ黒、誰が黒塗りでない

数字の入った資料見たことあるのかそれを教えていただきたいです。議員さんも知らんの

でしょ。誰が知っとんですか。いろいろ入れ替わりましたけど。井坂さんは知っとんです

ね。中に黒塗りが抜いた数字を。それから、他の候補地を教えられない理由として、前の

遠藤市長が言ってましたけど、「もし、公表したら大変なことになるよ」と。大変なこと

になるって、一体どんな施設ですか。他の候補地の特定につながるため非公開とします。

これ2回ぐらいいただきましたけど。まったくもって言ってることようわからんのですけ

どね。ちゃんとした経緯で、どういうふうな数字で、どういうふうに総合的に判断したか

って、ちゃんと出してもらわないと。なんで産廃の横にこんな大きな施設持ってくるんで

すか、ほんまに。車なんて民間と合わせたら1日に往復で800台通るんでしょ、そのうちの

10ｔ車が何台通るか分かりませんけど、20台ぐらい通るんじゃないですか。毎日毎日。す

いません。じゃ、やめときます、ここで。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございました。■■のお話しであるとか、情報公開のお話しいただき

ました。他にご意見のある方、挙手をお願いいたします。 

 せっかくの機会でございます、皆さまお一人お一人、いろんなご意見お持ちと思います

のでご発言できるだけお願いしたいと思います。 

 なければ、今手を挙げていらっしゃるので、もう1回ご発言いただこうと思いますが、

かまいませんですかね。もう1回お願いします。 

 

（市民） 

 すいません、途中でやめちゃったんで。あともう1つ、さっきの会で出たかもしれませ

んですけど、PRTR法という法律があります。そこのデータによると■■が煙突から排出し

てる年間のダイオキシン類の量っていうのが論田の約360倍、国府の440倍、約。こういう

状態なんで、そこに多家良町にさらにですよ、広域の施設持ってきて、そういう排出をさ

せるって、人口にかけて、これって公平ですか。徳島市民、僕らも徳島市民ですよ。なん
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でそんなんを受けなあかんのと思います。それに対する市長のご意見聞かせてほしいと思

います。それと先ほど、施設の年間維持費ということで、言ってましたけど説明書では

12.4億円という試算されているようですけど、前に阿南のエコパーク阿南に視察に行きま

した。そこだったら、ここの規模の4分の1くらいですよね、100tでしたから、年間の維持

費どのくらいですかって聞いたら6億って言ってました。100tで6億ですよね、単純に4倍

したら24億掛かることになると思うんですけど、単純計算するとね。ほたらこの計算の数

字って本当に合ってるんかなと思います。以上です。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございました。ご意見なければですね、ここで環境に与える影響2つ

目のテーマについてはまとめさせていただくのですが、よろしゅうございますでしょう

か。それでは事務局のほうからお願いします。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 ただいま、ご質問いただきました。年間維持費について回答させていただきますと。

12.4億円の維持費といいますのは、基本計画、平成31年3月に作りました基本計画を策定

する際にごみ処理施設を建設したり、それから運転をしているプラントメーカーにアンケ

ートを実施しまして、実際20年間の維持費でいくら掛かるのかっていうのをアンケートし

まして複数社からご回答いただいたその平均料でございます。ですので、それなりの額に

なっておると感じております。私からは以上です。 

 

（井内市民環境部長） 

 最有力候補地の選定につきましてご質問いただきましたので、これは平成28年でござい

ますのでその決定した時の考え方といいますか、そのことにつきましてお答えをさせてい

きたいと思います。客観的な指標ということでですね、安全安心の視点、環境への配慮の

視点、経済性の視点というようなものを重要項目としまして、22項目につきまして、順位

付けのもと選定しているのでございます。1つの項目にですね特化をするような選定は行

っていないとういうようなことが当時の選定の結果でございます。以上でございます。 

 

（司会） 

 それでは続いて、市長からご発言お願いします。 

 

（内藤徳島市長） 

 環境問題の関心が高まっている中でいろんなご意見いただいた思うんですけど、■■さ

んから公平か、公平じゃないかとご意見いただきました。私自身、まだ、ここにそもそも

建てるかどうかっていうことをフラットな立場でと言っているので、ここに建てるという
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前提でお答えはできないんですけど、もしどこに建てるにしてもそもそも法律に則ってき

ちんと建てていきたいなというふうには思っております。以上です。 

 

（司会） 

 それではですね次テーマ3ですね。③のところ新施設計画の。 

 

（市民） 

 ごめんなさい、1個だけ質問とんでますよね。とんでません。1個だけ、黒塗りの件は。

黒塗りが誰まで知ってるのかっていうのは。質問しませんでしたっけ。しましたよね。 

 すいません、ちょっと時間だと思うんですけど、質問で黒塗りで出てくるということ

で、「この資料黒塗りを外した数字を誰が知ってるのか教えてもらえませんか。」という話

をさせてもらったんですけどそれの回答をもらってないですよね。 

 

（司会） 

 事務局回答できますか。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 候補地評価の話だと思うんですが、もちろん我々環境施設整備室職員、これまで、候補

地を選定した以降の職員ていうのは皆知っております。なおかつ候補地選定の際に、選定

として入っていただきました徳島大学の先生2人、徳島市の選定委員になった当時の市民

環境部以外の4人の部長の方というのはもちろん知っています。あと、前市長や副市長に

ももちろん説明しているところです。また、この度市長のほうにも説明はさせていただい

たところです。 

 

テーマ③（新施設の計画について） 

（司会） 

 それでは次のテーマに移らさしていただきます。新施設の計画についてご意見をお伺い

いたします。現在の計画につきましては皆さんもご存知のとおり飯谷町枇杷ノ久保を候補

として進めてまいりました。この計画は徳島市単独ではなく、小松島市、勝浦町、石井

町、北島町、松茂町の6市町での広域処理を担う施設として整備するものでございます。

既に基本計画では、資料の3ページに記載しているとおりの内容で整備する計画としてお

ります。この計画についてのご意見をお伺いしたいと思います。できるだけ、本日お集り

いただいております、発言をされていない方を優先したいと考えております。ご意見のあ

る方はぜひ挙手をお願いいたします。少し時間待たせていただきます。 

 資料には様々な排水処理方式であるとか、搬入出経路であるとか、概算事業費のことも

記載しております、こういったことに対しまして疑問であるとかですね、これは違うんじ



10 
 

ゃないかとか、いろんなご意見があるかと思いますので率直にご意見ございましたらご発

言をお願いしたいと思います。 

 

（市民） 

 多家良町の■■です。連続してすいません。最有力候補地、飯谷町枇杷ノ久保とあるん

ですけども、ここが最有力候補地となった、先ほど意見でもあがったんですけど、最有力

となった、数字といいますか、裏付け、やはり黒塗りの部分をきちんと公開していただき

たいなと思います。やはり企業が事業を起こすわけじゃなく、公共の事業である以上やは

り透明性を出してほしいなと思います。あと、1つですけどこの③の搬入出計画の3行目で

すね。徳島上那賀線を南下し、候補地上流に橋梁を新設しますとあります。これもしも、

順序としては、橋を作ってから焼却施設を造るという順序になりますでしょうか。以上で

す。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。他に何かご質問されたいという方、ご意見があるという

方ぜひ挙手をお願いいたします。 

 はい、じゃあ2列目の方お願いいたします。 

 

（市民） 

 多家良町の■■です。よろしくお願いします。内藤市長ありがとうございます。前の遠

藤市長の時は来てもいただけなかったので、話し合いに応じていただけるって聞いて、公

約どおり来ていただいてありがとうございます。で、難しい話が並んでいるんですけど、

まず1番は年間5.6億円、安く書けば納得するだろう。後は環境に与える影響についてじゃ

なくて、その環境と人に与える影響について書いて欲しかったっていうのが率直な思い

で、ただ、難しいことは今わからないと思うんですけど、一番疑問に思うのが、整備しよ

うとしている施設、1日396ｔ、70ｔ、搬入出計画1日362台、445億円、201億円こんだけ細

かい数字が出ているのに一番肝心な最有力候補地、最有力っていうのは最も有力な候補地

が飯谷町のこの場所であって、なんで有力候補地が開示できないのか、そこが率直に不思

議で仕方がない。これは開示されないことには話が進まないと思います。ほんとに簡単な

ことなんです。なんでこの、「396t」とか別にこれ「395」でもいいし、「370」でもいい

し、たぶんこれは適当に書いたと思うんですね。なんで最有力、「最」っていう言葉がな

かったら僕もここまで言わないんですけど、有力候補地っていうのがあったらいいんです

けど、最の下は有力候補地じゃないでしょうか、そこを開示していただいて公平、公正に

話し合いを進めて、前の説明会の時に出したら軋轢が生まれる、軋轢が生まれてこそ話し

合いができるんじゃないでしょうか。黒塗りのままで市長もおかしいと思いませんか。真

っ黒のままで初めから飯谷ありきでやってて。僕このたまたま、■■の車と出合い頭に事
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故しそうになったんですね。マナーが悪い、あんなとこに任せていいのかなっていう。ち

ょっとずれてるかもしれないですけど。ああいうとこといろいろ癒着があるとは思うんで

すけど、そこまではちょっと僕も答えてくれって言っても答えてはくれないと思んですけ

ど。ほんと簡単なことなんです。最有力候補地が飯谷であって、有力候補地はどこなの

か、簡単なことなんです。言ってまずいことがあるから黒く塗っているだけで、まずいこ

とがなければ公開しませんか。ほんと簡単なことです。小学生でもわかる。小学生以下で

もわかる日本人ならば。以上です。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございました。候補地に関するご意見ということでございました。他

にご意見ございませんでしょうか。じゃあ、正面の前の列の方お願いいたします。 

 

（市民） 

 座ったまま失礼します、八多町の■■と申します。こういう説明会は徳島市が迷惑施設

を持ってこようとしてるから、ご協力、ご理解をお願いしますということでやっているん

だと思うんですけれども。いろいろ悪いことが懸念されるから、お願いしますというだけ

ではなくてですね、何か地元にいくらかでもメリットはないんでしょうか。それをお伺い

したいです。あるいはそんなものはなくて、もう100％迷惑施設をお願いするとういうだ

けの話なんでしょうか。それともう1つですね、なぜ前の市長来なかったんかなと町民は

よく話してるんですけど、前の市長のことなんで知らんはと思われるでしょうけど環境部

の方とか市長これは行って話したほうがいいですよとかは言われなかったんでしょうか。

それだけです。以上です。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。マスコミの、報道の方にお願いするんですけど、2列目

の方、顔が映るのが調子が悪いということでございますのでご配慮よろしくお願いいたし

ます。 

 他にはございませんでしょうか。じゃあ最後お願いいたします。 

 

（市民） 

 すみません、新施設の計画についてってことなんですけど、先ほども多分出たと思うん

ですけど、ここの場所って土石流の特別災害区域で囲まれてますよね。今現状の名前出し

たら悪いですけど、■■さんの焼却炉が特別災害区域の中に入ってるんですよね。今、熊

本とか九州の方で大変なことになってますけど、あれがもし四国のこの辺り通ってしまう

と当然崩れると思うんです。非常に危ないと思います。それから進入道路ですよね。進入

道路も言ったら土砂崩れの可能性はあるんですけど、これに対策する費用ってどれぐらい
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かかるんですかね。今って徳島市って確か1千億ぐらいの地方債がありますよね。しかも

さらにコロナの関係で今、補助、補助みたいな感じでずっと出てますし。当然会社とかも

皆苦しんでて、税収が減るのも目に見えているじゃないですか。そういうこと考えても、

ほんとにここがいいのか。このままやったら将来、ずっと誰かが支払わなあかんけど、そ

れ誰が支払うかって考えたらちょっとね。さすがにこの施設ってほんとにここでいいのか

なと、もっと他にいろんな考え方したらできると思うんですけど、せっかくその5町の選

挙で選ばれたトップが集まってるんやから世の中のこと、流れとか考えて、もっといい施

設を徳島県、徳島市として出せないのかなと、ほらまあ、井坂さんとか原田さんとか、今

まで経緯があって行政の方がそら申し訳ないと思いますよ、ここまで来て、またバックさ

せるようなことになったら。でも、今が考え時じゃないかと思います。今ここでやっぱ

り、今小さい子どもらって判断できんじゃないですか。その子らが大人になった時にこん

な施設いらんかったのにとか、このおかげでこんなにお金払わされるんやとか、そんなん

は嫌やからこうやって言うとんですけどね。その辺はちょっと考えてほしいと思います。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。何人かの方にご意見をいただきましたので、ここで切ら

していただきます。事務局の方回答をよろしくお願いをいたします。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 ■■さんからですね、橋のお話しをいただいておりました。橋を造ってから施設を造る

のかというご質問をいただきましたが、これまでの計画の話で申しますと橋を造りなが

ら、環境影響評価等も進める、できるだけ早い段階で橋は先に造ってということでは進め

ておりましたが、橋が完全にできてから造成とか工事にかかれるかというと、そこまでの

期間をおけてなかったような状況でございます。あと、■■さんの方からお話しいただき

ました、地元にもなにかメリットはないのかというところですが。これまで説明させてい

ただいて、進めてきてた話で申しますと地元対策については何らかをさせていただきたい

ということで、皆さまからの要望を精査しながら私どもから何か提案させていただくとさ

せていただいていたところです。それとですね、■■さんからいただきました、土砂災害

のお話しですが。ここについては周辺が土砂災害の警戒区域であったり、土石流の特別警

戒区域であったりとかいうことで指定はされております。また、他の候補地というか、別

の所に造るにしても津波の対策であったりとか、なんらかの対策は必要になる可能性はご

ざいます。そうした中で、どこで整備をするにしても立地上想定される施設周辺の対策、

災害対策については十分にする必要があるんだろうなというふうに考えておるところで

す。あと、費用、実際に対応するのに掛かる費用についてのご質問ですが、これについて

は今後調査をしていくとしていたところでございます。私からは以上です。 
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（井内市民環境部長） 

 施設の安全性ということで、先ほど土砂災害の話もありましたけども、どこに造るにし

てもごみ処理施設、安全面というのが一番かなということを思ってまして、やっぱり施設

の安全面につきましてはより高めていく必要があると。今、南海トラフの発生確率とかも

上がっておりますし、大規模な自然災害というふうなものもいろんなところで起こってお

りますけども、そういうようなこともいろいろ考えながら対策をしっかりとやっていく必

要があるのかなというふうに考えております。あとは選定の話、候補地の公開の話でござ

いますけども、これにつきましては今現在どちらのほうでやるかというようなごみ処理施

設どこの場所でやるかっていうふうなことはまだ確定していないという状況でございます

ので、公表すべきではないというふうに考えてはおるところでございます。以上でござい

ます。 

 

（司会） 

 続いて市長の方からご発言をお願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

 皆さま方からさまざまなご意見ございました。今回、私はこの場にフラットな立場とし

て来るということをお約束して皆さまのご意見を聞いております。皆さま方から最有力候

補地の開示であるとか、土石流のお話であるとか、特別災害区域の話であるとか、財政的

なお金の心配の部分であるとか、子どもたちにこういった施設をこの地域に建ててよかっ

たのかと、後で思われるようなものにはしたくないとか、そういったご意見賜りましたこ

とを重く受け止めまして、そういったご意見も踏まえて、また、持ち帰って検討を進めた

いというふうに思っております。私からは以上になります。 

 

（司会） 

 それではですね。次に3つのテーマが終わりましたので、これ以外のテーマですね。そ

の他といいますか、これまでのテーマで話していない点についてご意見をお伺いしたいと

思っております。本日ご出席の方、是非ですね今までご発言をされていない方一言でも結

構です。できましたら、何かご発言をいただきたいと思っております。まだ少し時間もご

ざいます是非挙手をよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 疑問に思うこと、不安に思うことどのようなことでも、その他のテーマということでこ

れまでの話していない点についても何か。2列目の方からお願いします。 

 

（市民） 

 多家良町の■■です。市長が来ていただいたことはほんと感謝しています。ありがとう

ございます。公約で、僕が、こんなこと言っていいか分からないですけど内藤市長に、内
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藤さんに入れたのは、前の市長が嫌いだからという単純な理由です。で、ひとつ公約で来

ていただいて意見交換をする現場に立って聞くって聞いてたのでちょっとはましかなと思

って来て。僕は1つ聞きたいのは、意見を交換するのは今日で最後じゃないですね。これ

で公約果たしたって言って次来ていただけますか。1回来たからもう意見交換は終わった

じゃないですかじゃなくて、次はどういう、すみません難しい話になっちゃうんですけど

いけたら、次は来てくれますか。来てくれないですか。簡単なことです。これで公約果た

したでは、多分誰も納得していないと思います。パフォーマンスです、これで終わった

ら。以上です。あ、あと、先ほど最有力候補地で言われてたんですけど、こんだけ明確な

何ｔとか延べ台数362台とか書いてるのに有力候補地の現在時点での試算だと思うんです

けど、現時点での最有力候補地が飯谷町で有力候補地をなぜ書かないのか。今現在時点で

の話をなぜ答えられないのか、答えてくれたら可、これOKですね。答えられなかったら何

かやましいことがあるしかないです。ほんと簡単なことです。なぜそこで現在の状況を、

現時点での状況をって言ってるんですけど、現時点での有力候補地を教えてください。ほ

んと簡単なことです。なぜ黒く塗るのか僕には一切分からない。真っ黒で知る権利ってあ

ると思うんですけど、黒く塗る権利もあると思うんですけど、単純にやましいことがなか

ったら、有力候補地を書いてください。最有力候補地って、これ、ここありきじゃないで

すか。話し合いにならないと思います。この2つの質問ですね。今現在の有力候補地の前

に、市長が今度また市長が来ていただけるのか。これで公約果たしましたっていうパフォ

ーマンスで終わらないようにしていただけるのか。あと2番が有力候補地を今教えてくだ

さい。ほんと簡単なことです。誰々が知ってるとか、徳島大学の教授が知ってるとか、架

空でもなんでも言えますそんなこと。もともと黒塗りで始まってて、黒塗りで答えない。

もう話がこれを知らないことには前に進みません。以上です。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。他にご意見のある方はないでしょうか。前の方は挙手し

ていただいてるんですけども、できるだけ発言のない方を優先したいと思いますがいかが

でしょう。ないでしょうか。では、お願いいたします。 

 

（市民） 

 すいません、何度も。環境影響評価に関してなんですけども、前市長の時に環境影響評

価を地元の意見を無視して進められたんですね。地元が反対して、地元に何の説明もなく

て、一番最初のものはやったけど、方向性、方法書とかを作ってそれを説明してから、入

るのに、そんなん無視して入ってました。それはそれでまああれなんですけど、今は止ま

ってるから。鳥の検査をしに来ました、年間どんだけ鳥がいるかって調べようと思って来

ました。聞きました調査員の人に何カ所を調べるんですかって。5か所って言ってまし

た。5か所、そうですよね。4ヵ所でしたっけ、5ヵ所ですよね。5か所でした、で、じゃあ
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今回どことどこでやってとんですって言うたら、名前出てきたんは3カ所ですわ。5か所の

観測地点があって、3ヵ所しかやってない。しかも、時間何時から何時までやっとんです

かて言うたら、8時から4時、じゃあ4時以降鳥が飛んでたらどうするんですか、まだ明る

かったですよ。そんな調査方法ですよ。ほんなんでちゃんと調査できるんかなと思いまし

た。じゃあその会社なんやと思って調べてみたら■■さんインターネットで調べたらなん

かいろんな問題があるような、過去にODAでしたっけなんかそういうふうなんで裁判なっ

てたりとか、杉並区かどっか問題になってたりとかそんなことやってるんかなと思ってそ

の辺もちゃんと精査してちゃんとされた方がいいと思います。ちゃんと調べるんであれ

ば。そういったんと、基本はでも有力候補地で全部調べてから1回誰かに言うたことある

んですよちゃんと調べてからほんとにここで適正かどうかそれを評価してそれから決めた

らええやん最有力だったら、まず有力候補地こんだけあがっとんやけん言ったらお金掛か

るからできません言われました。お金の問題かっちゅう話です。まあ環境影響評価に関し

てはそうなんですけど、すみませんついでに言わしてもらったら、広域でしてこんなけ面

積が大きいから言ったら候補地が6ヵ所しかない、徳島で、ごめん7ヵ所、徳島で6ヵ所、

小松島でたった1ヵ所、どんだけの面積ですか、徳島県のどんだけの面積、人口で言った

ら半分ぐらいの言ったら人数来るじゃないですか。なんでこんだけの候補地しかでないん

これ大きすぎるからでしょ。分散して小さくしたら行けるんちゃいますか。もっと候補地

出るんでないですか。もっと安くあがりませんか、寝屋川なんて宮井小学校のグランドぐ

らいで十分できとうじゃないですか、200tが2台建てたら十分行けるじゃないですか。焼

くだけやったらね。もう焼く時代じゃないと思うんで、もうちょっと考えた方が。そうい

うこと含めてやっぱり考え直した方がいいと思います。計画自体が無理があるんちゃうん

かと思います。すみません。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。ご意見がなかなか出ないというようなことでございます

ので、ここで区切らせていただいてよろしいでしょうか。それでは事務局の方からお願い

いたします。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 環境影響評価の猛禽類の調査ですけれども、これにつきましては環境影響評価について

は、まずどういう手順でっていうことを方法書というもので定めた上で現地調査をすると

いうふうな手順になるんですけれども。鳥の調査っていうのは、鳥については巣を作る時

期っていうのが決まってまして、その関係で先行して、巣を作るのが2月から8月にです

ね、その時期に鳥の巣を確認したいということで先行して調査をさせていただいたところ

でございます。 
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（市民） 

 すみませんそれって紙切れ１枚ですよ。紙切れ1枚。紙切れ1枚を各家庭にごみ対策協議

会に配ってくれと言わんばかりに送ってそれで始めとんですよ。そんなんあれへんでし

ょ、住民がちゃんと理解できるように説明してからやるべきだと思いますよ。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 これはあくまでですね。調査ですので、これについては方法書を改めて示して、なかで

この調査ではいけないということであれば、再度調査するようなことになったかなと思い

ます。あとですね、広域について、もう少し分散した方がいいのではないかというお話し

もいただいたんですけども、広域で進めてる効率性と言いますと、広域は環境面、技術

面、経済面で実際に有利になります。環境面で申しますと、これまでの大量生産、大量消

費という環境負荷の大きい社会構造から脱却して限られた資源を有効に利用する循環型社

会への転換をするため、廃棄物についてはまずは発生抑制、さらに再使用、リユースです

ね。で、それもできなければ再生利用、リサイクルということを推進していくことになる

んですけれども、その中でもまずはその再生利用する物質をそのまま利用するマテリアル

リサイクルを推進していく、それもできなければ、熱で回収する、燃やしてしまってそれ

を電気に変えてリサイクルをするというような、資源としてどちらにしても利用していく

というようなことが示されておるんですけど。この度の施設っていうのはまず燃やせるご

みを単純に焼却処分するだけでなく、焼却時に発生する熱を利用して発電する、サーマル

リサイクルができる施設とするものです。それがですね、ごみ処理施設をできるだけ集約

することによりまして、今であったら徳島市の東部の施設、西部の施設、小松島市の施

設、どの施設も発電は行えてないんですけれども、すべてのごみを燃やしてサーマルリサ

イクルに利用できると。そのことによって環境面ではまず、電力会社の発電量が抑えら

れ、うちの発電により電力会社の発電が抑えられて、化石燃料の使用量も削減できる。二

酸化炭素の排出量も抑制することができる。これが分散すればするほど、発電効率も悪く

なるし、分散の量によっては発電すらできないような現時点での想定になってしまうとい

うことです。また技術面でもですね、大きな施設にすればするほど厳しい基準、環境基準

を設けて運転をすると、ダイオキシン類とか排ガスの規制値できるだけ厳しい基準、高度

な設備を導入することができると考えているところです。 

 

（市民） 

 熱回収が目的ですか。聞っきょったら熱回収して電気代稼いでって言う話が聞こえます

けどそれが目的じゃないんでしょ。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 熱回収が目的かというご質問ですが、先ほども申しましたがまず循環型社会への転換の
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中で、まずはごみ量の発生抑制、再使用、さらにリサイクルということです。で、リサイ

クルできるものはリサイクルしたいということで、熱回収が目的ではなくて、どうせ燃や

すなら熱回収をしたいということでございます。 

 

（市民） 

 上の3つに力をいれれば、ごみの量減るってことでしょ。 

 

（井内市民環境部長） 

 次回の意見交換会について意見いただきましたので、お答えをさしていただきます。今

回このような形でいろいろな、コロナの時期なんですけど、開催さしていただきまして、

できるだけ多くの方の、地元の生の意見をということで市長、こちらのほうまで来まし

て、意見聞かしていただいてるところでございます。本日参加できなかった方々につきま

してもアンケートというようなことで、来月の7日まで受け付けをしているような状況で

ございますので、そのような状況も踏まえまして、次の開催の時期につきましては検討し

ていきたいというふうに考えておるところでございます。あともう1つ、最有力候補地以

外の他の候補地につきましてでございますけど、先ほども回答させていただきましたけれ

ども、ごみ処理施設の建設場所がまだ確定していない状況でございますので、現時点にお

きましては公表するべきはないというふうに考えておるところでございます。以上でござ

います。 

 

（市民） 

 確定して出すんだったら遅い。みんなずっと言うてますよ。経緯がわからん、だから不

信感がわく。 

 

（司会） 

 それではですね。本日予定をしておりました、4つのテーマ、その他を含みまして4つの

テーマすべてからご意見をちょうだいいたしましたので、少し時間が早いのですがこれで

意見交換会を終了しようと思いますが、最後にですね。本日の意見交換会全体を踏まえま

して市長から発言をお願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

 本日はお足元の悪い中、皆さまにお越しいただきまして、また、限られた時間ではござ

いましたが、皆さま方から様々なご意見をお寄せいただきましてありがとうございまし

た。環境影響評価の話だったりとか、業者の話だったり、他の分散化の話だったりとか、

他のごみの減量化の話だったり、メリットの話だったりいろいろな、様々なご意見いただ

いたところです。本日の意見交換会でいただいたご意見だったり、配布しているアンケー
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トのご意見などを参考にさせていただきながら、また、5市町の他の首長さんともきちん

と持ち帰って話をしながら、今後の事業の進め方について判断をしてまいりたいというふ

うに考えております。本日は来ていただきまして、まことにありがとうございました。 

 

（司会） 

 それでは、これを持ちまして本日の意見交換会を終了いたします。本日はお忙しい中、

またお暑い中お集まりいただきましてありがとうございました。お気をつけてお帰りくだ

さい。 

閉会 

 


