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日時 

令和2年7月23日（木）午後7時から午後8時30分まで 

場所 

飯谷小学校体育館 

参加者 

（市 側）市長、市民環境部長、副部長、環境施設整備室長、室長補佐 

      担当係長2人、担当主査2人                      9人 

（市民側）飯谷町住民                              63人 

（その他）徳島市議会議員                           6人 

 

 

 

 

 

 

～ 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。 

 



 
 

開会 

（司会） 

 飯谷町にお住まいの皆さまこんばんは。本日はお忙しい中、またお暑い中、このような

遅い時間帯にもかかわらずお集まり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

くお願いします。 

 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のですが、報道関係の方

がたくさんいらしてまして少しお願いがございます。カメラの方がたくさん来ていらっし

ゃいます。このあと、皆さんからご発言いただきますけども、その場合は顔が映らないよ

うにご配慮いただくよう聞いております。あと、全景で遠めに撮影することもあると聞い

ておりますが、小さめにはなるんですが、どうしても顔が映るとまずい、困るという方は

いらっしゃいますでしょうか。特に問題ございませんでしょうか。 

それではいくつか注意事項をお伝えいたします。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、次の点にご協力いただけますようよろしくお願いします。 

本日の資料の4ページ、裏面の最終ページ、注意事項をご覧ください。 

まず、1つ目として、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、マイクを受け取り、氏名を名乗ってから発言をしていただきますようお

願いします。なお、マイクはその都度消毒をいたします。また、多数の方が挙手をされま

した場合には、私から指名させていただきますので、順番を守って発言をしていただきま

すようお願いします。 

多くの方のご意見を伺うために、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ので、発言中にベルが鳴った場合に

は、発言を切り上げていただきますようご協力お願いします。 

なお、十分に意見を言えない場合には、事前にお配りしておりますピンク色のアンケー

ト用紙に記入して提出していただくようになります。アンケートは会場受付で回収してお

りますが、この意見交換会終了後も8月7日の金曜日までは、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の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し

ていただきますようよろしくお願いいたします。 

次に、2つ目ですが、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、大きな声でのご発言は

お控えいただきますようお願いいたします。また、喋りにくいということがあるかもしれ

ませんけれども、マスクを外さないようご協力をお願いします。 



 
 

3点目ですけども、大変暑いです。会場にはクーラーがございません。飲料水につきま

しては配布し保健師を1名配置しておりますが、体調不良といった方につきまして、会場

では十分な対応ができない場合もございます。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、もしも体調がすぐれない場合は職員にお声がけいただ

き、ご退出の上、ご自宅でゆっくり休んでいただけますようお願いします。 

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。 

 

（司会） 

 次に、市民環境部長の井内でございます。 

 

（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。 

 

（司会） 

 次に、環境施設整備室長の井坂でございます。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 井坂です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（司会） 

 環境施設整備室長補佐の原田でございます。 

 

（室長補佐） 

 原田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

市長挨拶 

（司会） 



 
 

それでは、市長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

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ご参加いただきまこと

にありがとうございます。 

徳島市では、皆さんご存知のとおり、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をいたしまして、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おります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に

お話ができていないというふうに感じています。 

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いて、できるだけ多くの皆

さまからの率直なご意見を伺えればと考えております。本日はどうぞよろしくお願いしま

す。 

 

テーマ①（ごみ処理について） 

（司会） 

それではですね、さっそく皆さまとの意見交換を進めてまいります。 

座らせていただきまして進行させていてだきます。 

まず、資料の2ページから3ページをご覧いただきますようお願いいたします。 

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の方々から伺ったあと、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。 

では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いては、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、特に論田につきまして

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まして、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

化に伴いまして、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。 

また、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します。 

 

（司会） 

 では、一番前の方。 

 

（市民） 

 このたびはご当選おめでとうございます。早速、徳島市の飯谷町に足を運んでいただき

感謝いたします。ありがとうございます。 

 私は、広域ごみ処理施設建設計画白紙撤回を求める連絡調整会議議長、■■でございま

す。沖野に住んでおります、■■と申します。 

 今回、事務局という不思議な名前で今言われてましたけど、この会自体は事務局という

ことで理解していいんですか。 

 

（司会） 

 本日の意見交換会に関する事務を司るという意味で事務局と言わさせていただいており

ます。 

 

（市民） 

 ここにお集まりの部長、副部長、室長、補佐及び一緒におられる内藤佐和子市長、現在

の5人の方が一応事務局というものになるんでしょうけども、事務局のあり方ということ

の話になるんですけども、今回、内藤市長はすべての状況を把握しておられるのか。この

4年間において、ずいぶんいい加減な状態で、徳島市の市民環境部の仕事に関しまして

は、私は十分な説明をしていただけてないところが数多くあります。 

 またあとで質問の機会があれば、我々のメンバーがまたつぶさに市長にご質問すると思

うんですけども。 

私からの話でございます。内藤佐和子さんに向けて、多家良町の私どものメンバーの■

■いう者が質問状をお出ししました。その窓口は当然、環境部等からの返答なんですけど

も、私達にとっては、まったくもって問題のある、このベースに関してですわね、地方自

治法202条の5と言うんですけども無権の組織なんですよね。遠藤さんから回答をいただい

ているんです。それと彼は、ここにおりますね唯一、井坂君なんですけども、窓口として



 
 

話をしているということなんです。それは市長ご存知なんでしょうか。 

 

（司会） 

 すみません。ちょうど時間ということなんですけども、テーマにつきましては、新施設

の必要性ということで、お願いしようと思っておりまして、その他のところで最後に質問

できますので、最初の新施設の必要性につきましてお話をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 

（内藤徳島市長） 

 徳島市が協議会と話をしているのを知っているのかというご質問でよろしいでしょう

か。 

 

（市民） 

 はい。そうです。 

 

（内藤徳島市長） 

 徳島市が今まで協議会と話をしてきたという話は知っております。 

 

（市民） 

 ご存知なんですね。話を進めていい。ちょっと時間がですね、またあとで。 

 

（司会） 

 またあとでですね、最後にその他の質問の時間を設けておりますので。 

 

（市民） 

 はい。 

 

（司会） 

 それでは、テーマ①の新施設の必要性について、例えば減量化がどうであるとか、焼却

以外の方法であるとか何かご意見ある方。 

 はい。どうぞ前の方よろしくお願いします。 

 

（市民） 

 沖野地区の■■といいます。お世話になります。 

今回、東部環境事業所と西部環境事業所があるというお話でしたが、東部環境事業所の

論田地区さんに至っては、論田地区さんは、継続で手を挙げているという話を聞いたんで



 
 

すけど、それを蹴ってまでどうして大型施設にしなければいけないんでしょうか。 

 

（司会） 

 はい、今どうして大型施設にしなければならないんだというご質問。 

 

（市民） 

 論田地区さんは手を挙げてるそうですね。 

 

（司会） 

 それでは、まとめてご回答させていただきたいと思いますので。まだ他にご意見のある

方はお願いいたします。 

 

（市民） 

 私は、沖野地区のごみ処理施設を考える会の代表として会に参加しておった者なんです

けども。この①番のテーマでですね、新施設は令和9年に稼働するということになってお

りますよね。これ内藤市長、これは6市町が運営されるんでしょうか。あるいは、ガワだ

けを造って民間に払い下げをするという話もでておりましたので、これはどういう形態で

運用をしていこうと思っておられるんですか。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。運用形態に関するご質問ということでございます。 

 続きましてご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（市民） 

 飯谷町本村の■■と申します。よろしくお願いします。 

 新施設、令和9年稼働と記載されていますが、市長は選挙公約でごみ処理問題について

は凍結するということをおっしゃっていたと思うんですが、結局、中断ていうのは一時中

断でいつまで中断するんですか。 

それと、資料の記載には令和9年の稼働になってるでしょ、これはおかしいん違います

か。みんなの理解が深まって初めてスタートを切るってことでなかったんですか。公約と

今の整合性はどういうふうに考えているのか、まあ言い訳をすると思うんですけど内藤市

長は。ちょっとこの記載自体がおかしい。住民を馬鹿にしとるような記載の方法ではない

んだろうかと思いますが、市長はどう思いますか。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございました。 



 
 

テーマ③のですね、新施設の計画についてにも入っていることでありますが、多数のご

質問をいただいたということでございます。 

他に、新施設の必要性に関する部分ご意見のある方はお願いいたします。 

 

（市民） 

 テーマが①、②、③とございますが、皆さん一番関心があるのは、③の新施設の計画に

ついてが皆さんご興味があろうかと思われます。環境に与える影響についての数字が出て

ますが、読んでも私らちんぷんかんぷんでまったく分からないので、できるだけ皆さんの

質問が多いと思われる③のほうにできるだけ時間を割いていただければありがたいと思い

ます。   

以上です。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございました。 

 できるだけテーマ③の時間を多くということでございます。 

 それでは最前列の方、お願いいたします。 

 

（市民） 

 私は飯谷町枇杷ノ久保に住んでおります■■と申します。 

 私は条件付きで賛成の意見を持っている者なんですが、焼却場というものは絶対に必要

なものでありますし、候補地が飯谷町枇杷ノ久保に決まってから3年半の間、3カ所ほどあ

ちこちの焼却場を見学に行ってまいりました。それで、私の今の考えといたしましては、

私達の地域に焼却場ができるということは、私としましては地域が社会貢献ができるので

はないかという思いに今は至っております。 

 焼却場に持ってくるごみに関しましても、それから子ども達とか学校教育の中などでご

み処理の仕方やそういったことをしっかりと教育していくような方法で市、県、国が全体

的に考えてていただけたらありがたいです。 

 以上です。 

 

（司会） 

はい。ありがとうございます。 

 それぞれテーマごとにおよそ20分ごとくらいのイメージでおったんですけども、先にも

しもテーマ③をということで皆さまご意見が多いのでしたら、このテーマ①につきまして

はまとめに入らせていただいてよろしいのですが。他にテーマ①に関してご意見のある方

はいらっしゃいますか。 

それでは、お一人お願いします。 



 
 

 

（市民） 

 私は飯谷町本村の■■と申します。 

 今、■■という、産業廃棄物を20年程前から燃やしておるんですが、その煙が直接、直

線距離にしましても300ｍから400ｍ離れた所とそれから1,000ｍくらい離れた所、今も煙

が当然上へ上へあがって、山に沿って上へ上へあがっております。1町ほど耕作をやって

おるんですが、そのすべてが、この煙が地面を這うてくる所ばかりで農業をやっておりま

す。で、それの被害の状況というものが最初からよく分かっておるんですが、市の農林水

産課、それから県の、葉物、私、主に枝物で生計を立てております。県の専門技術員タカ

ギっていう人、それから市の山田さんそれから宮城さん、この2人が2回来て現地見てもろ

うたんですが、もう10年ほど前にウイルスとかが入ったんていうことで大変警戒しており

ました。ところが村の集会で■■がハウスの廃ビニールを持って来いということで持って

行ったんです。そういうふうに聞きました。この資料は農林水産課ではきれいに現物の写

真も撮っていただいておりました。で、その時に環境課にも連れて行ってくれて、しっか

りとした機械がはいっとるよということで、その当時としてはいい機械だったんだろうと

思います。でも害がいっぱい出ました。現在もやはり害が続いております。 

 あの土地で焼却場を設置するっていう、土地そのものは誰が見ても私が見ても最適地で

す。あそこは良いと思います。ところが周辺の空気の動きっていうのも市長さん、とにか

く時間があったら私案内したいと思います。 

 真冬の北または西風の強い時に見に来ていただきたい。というのは、西、北の風の時は

川下からこちら（飯谷小学校）に吹いています。ところが 

 

（司会） 

 申し訳ございません。すでに3分が経過しておりますのでまとめていただくようお願い

いたします。 

 

（市民） 

 また直接お会いできる機会を作っていただけるんであれば今何も言うことないんです

が、お願いできませんだろうか。 

 井坂さんにはいろいろ言うておるんですが、どうもなかなか今までは動けないような立

場でおられたんでよく分かります私。今はもう井坂さん親分でございますんで。 

 

（司会） 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、テーマ①に関しましては、そろそろ時間ということでございますので。 

 



 
 

（市民） 

 1回目。1回目。 

 

（司会） 

 それでは、あとお一人だけ。 

 

（市民） 

 すいません。最後に申し訳ない。私、沖野の■■と言います。 

 当初ね、この枇杷ノ久保に決まったというところで、他の候補地と比較したって聞いて

たんですけど、それが絶対に言わないっていう感じで言われとったんですけど、これは今

でも発表できないって。地元民は寝耳に水だったんですけども、これの決定事項が全然分

からないんですけども。これとあと、何回か来ていただいて説明会あったんですけども、

その時に、いろいろと質問事項等言ったんですけども何一つ回答が返ってきてない状態な

んです。完全に馬鹿にされとるかなっていう感じなんですけども。あとそれと戸別訪問を

やりますって言ってたんですけども、一部の所には来てるんですけども、うちの所とか来

てない所も結構あるんですよね。で、何のための戸別訪問かなっていうところがあります

んで、そういうことを市長は知ってますか、知らないんですかということを知りたいん

で、ちょっとまたあとで答えてください。 

 

（司会） 

はい。ありがとうございます。 

 建設候補地の選定の話とか戸別訪問の話ということであります。 

 それでは事務局のほうからお願いいします。 

 

（井内市民環境部長） 

 はい。いくつか質問いただきましたのでまとめてお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 

（市民）複数人 

 手挙げとう。 

 

（司会） 

 あの、ご意見ということでございますか。では、お願いいたします。 

 

（市民） 

 すいません。沖野の■■と申します。 



 
 

 まず、質問でございますが、東部・西部環境事業所をこの度、6市町の広域処分場にす

るという計画で今日説明会をいただいておりますが、なぜ広域にしなければならないの

か、広域にすることによって地域に、環境に対する問題はございませんか。また、今まで

の規模と同じようにするということは難しい問題なのでしょうか。それと広域処分場にす

る問題等について全般的なことについて意見を言わさしていただきたいと思います。 

 まず、沖野地区はこの飯谷町の5カ村の中から孤立する形で今、不本意ながら協議会か

ら脱退をいたしております。このようなことは、村の運営または村の皆さまがたの総意と

して絶対にしてはならないことが、このごみ処分場の建設にあたって起こっております。

そういうふうなことを踏まえた上で、地域が仲良く、そしてまた発展をしていくような計

画を立てていただきたいと思います。 

 このごみ処分場を建設することによって、地域のイメージダウンになることは絶対に否

めないことだろうと思います。そしてまた実害としては、車の往来が、今のこの資料にも

書かれておりますが、360何台の車の往来が発生します。そのようなことから、交通事故

または通勤・通学等に与える支障、いろんな問題がこれによって起こってくるだろうと思

います。そういうふうな問題を全部クリアできるような方策があれば、一応発表していた

だけたらと思います。また、細かいことについては、次の時間で言わさせていただきま

す。 

 ただいまのところは、この件ついてよろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

はい。ありがとうございます。 

 ただいま、新施設の計画等につきましてのご質問と思いますが、またテーマ③のところ

でですね、改めてご意見をお伺いしたいと思いますので。このへんで事務局のほうから回

答をお願いしたいと思います。 

 

（井内市民環境部長） 

はい。事務局のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、必要性のところで、前の方からご質問していただきました、なぜ広域かというこ

となんですけども。 

 広域にするメリットにつきましては、3点ほど考えております。まず環境面、二酸化炭

素の排出量を抑制するということ。技術面ですね、安定した温度管理が可能となりまし

て、ダイオキシンの発生を抑制することができるということに加えまして、経済面でござ

います、実質的な負担が減るということでございまして、このような大きな施設の場合は

国からの交付金も活用できるということでございます。 

それぞれ個別の件につきましても、ご質問いただきました。個別の件につきましては、

例えば、現在の計画で進める場合ということでございますけども、例えば事業地の選定の



 
 

ことについてもご質問いただきましたけども、事業地の、候補地の選定につきましては、

安全面とか環境面、経済面の視点からですね、客観的な視点に基づきまして選定をさせて

いただいたものでございます。  

 施設の運営についてということでございましたが、施設の運営につきましては今のとこ

ろは計画はまだ未定でございます。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 追加で回答をさせていただきます。 

 沖野の■■さんが言われました、論田の方が手を挙げているという件でございますが、

論田の方、最初こちらを最有力候補地と発表させていただいた折に一部の方から、論田で

という署名は頂いたところですが、決して全員が来てくれという状況ではございません。 

 次に、■■さんが言われた運用形態につきましては、基本計画に示した今後の基本のス

ケジュールで申しますと、今後事業者選定をする時に民間にするのか直営にするのかも含

めて検討していくとしていたところです。 

 次に、■■さんが言われた、資料のほうが令和9年度稼働になっているということなん

ですが、これはあくまで基本計画で令和9年度に稼働した場合に示した徳島市の費用は5.6

億円くらいでいけると、あくまで基本計画でお示ししていたものを載せさせていただいて

いるところでございまして、これについてご意見をいただきたいと、今日はそういうとこ

ろです。 

 ■■さんからいただきました、沖野でご質問いただいたお話ですけども、あの際に改め

て書面でご質問をいただいた分については書面でご回答させていただいているところでご

ざいます。それ以外の分については、これまではもう一度沖野で説明会をさせていただき

たいというふうに、我々としてはお話をさせていただいていたところです。 

 

（市民） 

 ①のテーマで40分もかかったらいけん。かんまんけんさっさと次にいけ。 

 

（司会） 

 市長すみません。最後にお願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

 はい。凍結ではないのかというお話がありましたけれども、現段階で一時中断というふ

うに言わせていただいております。これに関しては先週、他の5市町にご理解をいただ

き、連絡会議でご理解をいただいて、今中断している状況です。その状況でフラットな形

で今日は来させていただきました。その期間に関してですけれども、皆さんとお話をする

ということで、期間はまだ未定ということになっております。 



 
 

 5市町にもきちんとお話をさせていただいておりますが、皆さんのご意見をいただいた

うえで、方向性を決定したいというふうに先週お話をさせていただいている状況でござい

ます。 

 皆さま方から、今いろいろなご意見いただきました。私も本当に皆さんのご意見、知っ

ているのかということも含めて、いろんなことを皆さん方が思われているということも含

めて、ご意見賜ったことも踏まえて、ただ、ごみ処理施設は日常生活を営む上で必要な施

設でございますし、東西の環境事業所は先ほどの説明でありましたけれども老朽化してい

るという事実もございます。他の関係自治体のごみ処理施設も同様の状況であるというこ

ともあります。 

 もちろん皆さんのご意見、多々今までも事務局含めて色んなご意見いただいてきて、本

日言い足りないこともたくさんあると思いますので、もちろんご質問、今いただいたこと

も私は考えますし、おそらく時間は足りないと思いますので、皆さんにお渡しした紙で言

い足りなかったことはお書きいただいたりとか、市役所までお持ちいただいたりとか、先

ほど事務局が説明したように支所とかいろんな所にお持ちいただければと思います。 

 皆さまのご意見を踏まえまして、検討を進めていきたいと考えております。 

 

（司会） 

 それでは、時間の都合もございますので次に進めていただきたいと思います。 

 

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のほうをお願いいたします。 

 

（市民） 

 もういいわ。とばせ。 

 ほんなん言わんでも分かるわ。 

 

（司会） 

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伺います。 

 

（市民） 

 ほんなんわしら全然関係ないわ。 

 

（市民） 

 はよ③にいって。 



 
 

 

（市民） 

 これができるという話を持ってきたところで。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 いろんなご意見をいただきたい。 

 

（司会） 

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ます

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ござい

ます。 

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したいと思います。 

できるだけ、これまで発言していない方を優先したいと思いますが、挙手をお願いしま

す。 

 今まで発言されていない方ということですので。 

 

（市民） 

こんな数字見せられても分かりませんよ。 

 

（市民） 

飯谷町本村地区で在住しております■■といいます。 

表記が名目は、■■跡地となっておりますね。最初から間違うとるんとちゃいますか。 

それとあんた、あの、、、 

 

（司会） 

 はい。 

 

（市民） 

 あんた声が通らんで、あんた。 

 

（司会） 

 聞こえにくいでしょうか。 



 
 

 

（市民） 

 マスクのゴム取ってちゃんとせんかい。ちゃんとせなあかんでぇ。ちゃんとしなさい。 

 

（司会） 

どうもすみません。もう少し大きい声で言わさせていただきます。 

 

（市民） 

 それで、続けますが、■■の跡地でいうようになっておりますが、現在も■■は営業し

ております。ごみをよう燃やしております。 

 それで、6市町の大量のごみ、ごみの中には民間業者が集めてきた化学関係の、生ごみ

だけではないと思いますよ。あとで説明をしていただきたいんですが。 

 もし、枇杷ノ久保で6市町のごみ焼却施設ができることになれば大変なことが起こりま

す。私は山の頂上からあの跡地を見ました。現在行っている■■さんのごみ焼却場で、そ

こへもって10倍以上の有毒なダイオキシンが出る化学薬品が混ざっておりますね、とても

でないがあの場所で6市町におけるごみ焼却場が造れないと思います。造れないことない

ことはないです。地下に潜るわけですね。地下に潜って営業するというのは、よその候補

地を公開したらどうですかという発言が以前にありましたが、よその場合は水害が起こり

ます。一番危険な南海沖地震があります。津波がありますね。この施設を造るには土台が

しっかりした所を選んだように、枇杷ノ久保枇杷ノ久保と言っておる。地下にどない潜っ

ていくんですか。あの狭いところで■■が営業しています中で、言葉だけでは通じません

でよ。 

 

（司会） 

 もう3分経過しておりますので。ご発言をまとめていただきますようお願いいたしま

す。 

 

（市民） 

 それともう一つあります。ダイオキシンがね、もし化学薬品が未来永劫に蓄積されるわ

けですね。それ、どないに処理しますか。それお答えください。 

 以上です。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 たくさん手を挙げていらっしゃる方がいらっしゃいますので、できるだけ簡潔な形でお

願いします。 



 
 

 

（市民） 

 はい。簡単に言います。一言で済む話です。鳴門地区でごまかしの数字が出てました

ね。公は必ず隠します。こんなことしたって同じですよ。③番にいこうよ③番に。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 

（市民） 

 飯谷町の■■と申します。環境に与える影響についてなんですが、交通環境について、

本村地区で田んぼを作っている者なんですけど、県道を横断してトラクターとか田植え機

とかコンバインを横断するんですけど、こういうふうに搬入車両がたくさん来たら今まで

のような横断の仕方はできないと、それも集中して9時ぐらいから4時ぐらいまでの間にや

って来ると、パッカー車が。そういう場合に農業の機械が横断するのはちょっと難しいと

いうことで、どういうふうに考えているのかと。 

こういう施設が自然環境に与える影響なんですが、煙突から排気ガスが出るんですけ

ど、一番近いところで宮井の幼稚園とか宮井の小学校が近いんですが、そのことについて

市の方はどのように考えておるんですか。子どもが、排気ガスの影響を365日、何年間吸

わないかんと、拡散するからいいでないかという答えはちょっとおかしいと、それだった

ら拡散するんでいいって言うんだったら東沖洲とかあるいは動物園跡地とかどこでもいい

訳なんですよ。枇杷ノ久保のこういう三方向に山に囲まれている場所に設置する必要はな

いと、拡散してくれるんだったらその近くで住居があろうが別にかんまんのですよという

ことと同じことなんでそれはちょっと違うだろうと、もっと適地があるはずだろうと思い

ます。 

有害物質やって■■から有害物質から出よんで、それと合わさって合計の有害物質が本

村地区に降り注いでくるということを考えると適地ではないと、東沖洲とか市内の真ん中

でも造ったらいいんではないかと考えていますがどのような考えでしょうか。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 環境に関する、あとお一人くらい。先に手を挙げられておられたので、お願いします。 

 

（市民） 

 すみません。突然なんですけども、この新施設の環境に与える影響について、これね、

私は徳島県で初めてスギ・ヒノキ花粉症の飛散状況を調べた人間なんです。私はある先生

から依頼を受けて飛散状況を調べて徳島県下の各保健所に教えたのは私なんです。この結



 
 

果によりますと、スギとかヒノキの花粉症これはもう国民病と最近言われておりますけど

も、それはスギとかヒノキの花粉症に煙突から出る有害物質、あるいは自動車の排気ガ

ス、そういうふうな物がくっついて発症すると、これは医学的に証明がされております。 

 それで調べたらですね、工業地帯とそうでない地帯とではアレルギー性鼻炎の発生率は

2倍変わってきます。そうしますと、この飯谷地区というのは各地で鉱石を採っておる会

社がたくさんあります。それがダンプの行き来が頻繁に多い、その上、■■という会社が

あって常に煙を出しておる。その上に6市町の大型ごみ処理施設ができると、その付近は

すべてがヒノキの植林が大変多くなっております。それに対して500ｍ以内に宮井小学校

とか、あるいは保育所というふうなものがあります。そういう小さな子を含めてアレルギ

ー性鼻炎の発生率がこの飯谷町あるいは宮井、多家良地区で非常に多くなると危惧してお

ります。したがってですね、新施設の環境に与える影響なんていうのは、こういう人体に

与える影響も十分考慮してお考えをいただきたいと思っております。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。 

 時間がおしておりますので、このあたりで環境に関する影響については一旦切らしてい

ただこうと思いますが、他にございませんでしょうか。 

 それでは事務局の方、お願いいたします。 

 

（井内市民環境部長） 

 環境の面に関しまして、いくつかいただきましたのでお答えをさせていただきたいと思

います。 

 特に交通環境のほうにつきましては、大きく変わりますんで安全面につきましてはしっ

かりと対応していきたいというふうに考えております。 

 あと、大気汚染のこととかのお話がありましたけども、環境面につきましては環境負荷

の低減が図れるとともにですね、健康被害等の安全面につきましても十分配慮された施設

であるというふうなことで認識しておりますけども、そのあたりにつきましても、周辺住

民に不安を与えないようにしっかりと対応していきたいと考えております。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 あと、質問にありました、■■さんの質問でありました6市町のごみではないかという

ことにお答えさせていただきます。 

 基本計画においては、燃やせるごみとですね、し尿施設からの脱水汚泥、リサイクルセ

ンターからの可燃残さ、災害廃棄物を熱回収施設で処理することとしておりました。あ

と、リサイクルセンターのほうでは、燃やせないごみと粗大ごみ、資源ごみ、有害ごみを

処理するということにしていたところです。 



 
 

 以上です。 

 

（司会） 

 それでは市長お願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

 今、環境問題に関心が高まっている中、皆さまから様々なご意見をいただきました。ま

た、新しいごみ処理施設の建設に関して、環境に影響が出てくるのではないかという不安

な声もお聞きいたしました。ここに建設する、どこに建設するそれは本当に関係なく、ど

こに建設するにしても環境影響評価でしっかりと事前調査を行うべきだと私自身も考えて

おりますし、また安心のためにも調査を行った数値に関しましては、皆さんに分かりやす

いような形できちんと情報を公開していく必要があると考えております。 

 その他、テーマ②の中で施設の環境に与える影響について皆さま方からいただいたご意

見を踏まえまして検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（司会） 

 はい。それでは時間の関係もございますので、次にテーマ③について話を進めてまいり

たいと思います。 

 

テーマ③（新施設の計画について） 

（司会） 

現在の計画につきましてですけども、ご存知のとおり飯谷町枇杷ノ久保を候補地として

進めてきました。この計画は、徳島市単独ではなくして6市町での広域処理ということで

ございます。 

これ以外にも既に基本計画では、資料3ページに記載しているとおりの内容で整備する

計画となっております。 

この件についてのご意見を伺いたいと思います。できるだけこれまで発言していない方

を優先しようと思います。 

ご意見のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（市民） 

 ひとこと言わせてください。■■でございます。 

 少々乱暴なことになるんですけども、この事業計画の発端はあえて名前を申し上げま

す。松本前副市長。彼が政策監、元の環境部の、ちょうど現在、井内さんのお席でありま

す部長の席にいらっしゃった時の決定項でございます。これは、徳島市が発行いたしまし



 
 

た情報公開による個人情報保護法審査会議事録、平成30年の11月27日に、豊永会長及び近

藤委員、村瀬委員、こちらの方でお三方ですべてのことを書いてございます。その松本と

いう奸臣が絵を描いたすべての現状、飯谷町枇杷ノ久保、こちらのほうには名前もござい

ます。見ていただいたら分かります。■■とその松本とが描いた会話の内容すべて載って

おります。あと、ご参照ください。内藤市長にお渡ししておきます。（市長に手渡し） 

 以上でございます。 

これは徳島市がお作りされたものでございます。ですから、先ほど市長が言われたよう

に、私みんな知ってますよと、彼がすべての情報を伝えたと言いますけれども、その井坂

君は僕4年の付き合いなんですけど、ものすごく人間的にいいんですけども、彼をね、中

心とまでは言わなくても奸臣のつららの中に一緒に入れてやりたいという気持ちはないで

す。今回のこの絵を描いたのは、前副市長、松本でした。それは読んでいただいたら書い

てあります。 

 そういうふうなことをもってですね、やっぱり最初から飯谷町枇杷ノ久保、ここに話を

持って来たのはごく一部の行政の部長である。ちょうど井内さんのお席にある座っておら

れたところでございます。二代前。この方が描きされたことがすべて我々を、町内をも二

分・三分するような状態になりました。これは内藤市長、十分な判断をお願いしたいと。

奸臣のために我々は分断されているという事実はご了解賜りますように。そして、それの

最後の仕事をさせられているという、ま、言い方はおかしいんですけれども、彼は本来話

の中でね冗談言って自分の鼻の先にごみ処理場あったら迷惑やわなというふうな話もでき

る僕は間柄です。だから、彼に対して裏切ることのようなことのない僕らは行動をとりた

いと、今日はちょっと最初入った時に今日は厳しいこと言うよということを申し上げてお

りました。だからそれがどのようなことか彼は知らなかったと思います。今日はこれ抜き

打ちで持って参りました。ご熟読ください。よろしくどうぞ。お願いしときます。 

 

（司会） 

はい。ありがとうございました。 

 次の前の方、よろしくお願いいたします。 

 

（市民） 

 内藤市長にお聞きします。 

 この地区は、生活用水ちゅうのはどういうふうにされてるか知っておりますでしょう

か。隣の方に聞かずに答えてください。 

 

（内藤徳島市長） 

 この地区というのは飯谷町枇杷ノ久保の生活用水。 

 



 
 

（市民） 

 飯谷町全部です。私たちの地域には上水道ていう設備はありません。みんな地下水を汲

み上げております。この清流勝浦川と大自然の恩恵の下で生活しております。 

 以前に説明会があった時に、「汚水は絶対に外に出しません」と言い切りました。しか

し、この災害の多いこの年になってきて、絶対という言葉は言い切れるんですか。あの地

域には、私たちの地域は遊水地帯です。水の災害、山からの鉄砲水、それに伴う山崩れ、

絶対ないとは言い切れません。それによる施設の崩壊、そういうのも絶対ないとは言い切

れません。その場合、私たちの生活用水てのは無くなるわけです。私達に死ねというのと

同じです。そこらへんを十分考慮したうえで「汚水は出しません」「絶対出しません」と

言ってるんでしょうか。 

 排気問題にしたって同じです。車が1日、360台以上通ります。以前に私、京都かどこか

で大規模施設の取材してるところテレビで観たことあります。排気に関してはフィルター

を定期的に替えていくことによってほぼ心配はない。しかしそこに集まってくるごみ収集

車から出る汚汁ですね、それはものすごい臭いがする、ということです。そのものすごい

臭いを出して垂れ流してくる車の後をずーっと掃除して回るんでしょうか。それも大気汚

染の一つじゃないでしょうか。そこらへんも考えてもう一度計画を練り直してください。

よろしくお願いします。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは手を挙げられました方ですね。お願いいたします。 

 

（市民） 

 沖野地区の■■と申します。よろしくお願いします。 

 テーマ③番目の中のキーワードで、有力候補地というふうに書いていただいているんで

すけど、有力候補地であって建設地ではないというふうに私は認識しておりますし、また

前回説明会でもこのような話があったかと思います。それで、分からないのは建設候補地

から建設地に決定するのはどういう手続きでやるんでしょうか。住民のみんなの合意の基

にやるんでしょうか、それとも協議会がいくつかありますけど、そこの協議会の合意を基

にやるんでしょうか。そのへんを、どういう手続きになるんかってのを教えていただけれ

ばと思います。 

 それから、仮に協議会で賛成があって合意がとれたとしても、その中には反対者もいる

はずです。で、その反対者に対する対応はどのようにするんでしょうか。反対者に対する

十分な説明をとって全員の合意の基に進めると、いう認識でよろしいんでしょうか。以

上、よろしくお願いします。 

 



 
 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 他にいらっしゃいませんでしょうか。はい、お願いします。 

 

（市民） 

 飯谷町の■■です。キーワードの枇杷ノ久保っていうところに候補地があるんですが、

他の候補地、何か所かあると聞いてますが、他の候補地はどこにあるんでしょうか。それ

と、他の候補地に比べて枇杷ノ久保はどんなメリットがあるんですか。あるいはデメリッ

トもあると思いますけど、メリットとデメリットを教えて欲しいと。それから先ほど、上

水道が、飯谷町は全然ないんです。谷の水をね、水道水として大腸菌いっぱいの水を家に

引き込んで沸かして使ってるんです。そういう所にある飯谷町は多家良地区の中でも、宮

井とかあっちのほうは上水道が来とるにもかかわらず飯谷町は全然、上水道が来ていない

と、ちょっとおかしい。先ほど言ってたんですけど、地下水、大腸菌いっぱいの地下水、

谷の水。せめて全戸に、全戸の水道を調査して大腸菌がどれくらいあるかとか、そういう

住民の健康面を考えていただきたい。いろいろこうごちゃごちゃ言うんだったらね、先、

住民の要望を一つずつ叶えていって欲しい、あるいは、僕が考えとんは、救急車が入らな

い家屋もあると聞いてます。それから市道が山の上まであるんですけど、山の途中に街灯

もないと、真っ暗な中で僕や小さい時は、月が出てない時は真っ暗な中を歩いて上まで上

がって家に着いたという経験もあります。そういうことを考えると、飯谷町は他の地区に

比べて全然違うんです。そういう所に施設を持ってくるっていうんは、先ほど言うたメリ

ットとデメリットを述べたうえで、今後住民の生活を向上するためにどうするかっていう

具体的な方法を考えて欲しいと思います。以上です。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 では最後、お一人。 

 

（市民） 

 あの、私当初からごみを考える会に参加しておった者として、まとめる意味でちょっと

お願いをいたします。 

 飯谷町枇杷ノ久保、これ地元の者でもなかなか知らないような土地を徳島市がなぜ最有

力候補地にしたのか、というのが沖野地区住民の最も疑問に思うところでありまして、こ

れがですね、6市町による広域処理であると、これ何で飯谷町の住民が徳島市以外の人の

ごみの面倒を見ないかんのやと、これは要するに6つの市町の財政難を飯谷町の住民に押

し付けておると違うのかというふうな不信感があります。 

 それからですね、この枇杷ノ久保、最有力候補地なんて言いますけども、その500ｍ以



 
 

内には小学校や保育所があるんですよ。それからその前には勝浦川が流れとるんです。こ

れ清流です。それで、市、徳島市は漁業補償をどない考えられとるんですか。これは、

我々の地区には漁業組合員がたくさんおります。聞くところによりますと、鮎の稚魚を放

流してもらうのに1年間に2千万から3千万かかる。これを10年放流してもろうたら２億か

ら3億になる。こんな噂がとんでおります。これをしかも■■がこれを補うというふうな

噂までとんでおるんですよ。これは要するに、枇杷ノ久保なんていう所と、というのは■

■の敷地内ですよ。その敷地内と徳島市の行政の癒着構造があるんと違うかいうふうなこ

とを皆さん疑っております。 

 それからですね、搬入出計画。これ、一番反対しておる沖野地区から橋を架けて入るな

んて言ってますけども、これ橋を架ける所の橋げたに係る部分の人は全部反対ですから土

地売りませんよ。あなた方は、これどないして橋を架けて入っていくつもりなんですか。

そういうふうなところをよく考えてね、もう一回やっぱりお考えをいただきたいと思いま

すのでね、何卒よろしくお願いいたしますよ。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 では事務局のほうからお願いいたします。 

 

（市民） 

 はい、はい、質問していません。 

 

（司会） 

 時間がございませんので最後にその他のところがございますので、できましたら先に進

めさせていただきたいと思います。 

 事務局からお願いいたします。 

 

（井内市民環境部長） 

 いくつかいただきまして、まず私のほうから説明差し上げるようにいたします。 

 現在、基本計画の概要でございますが、排水処理の方式につきましてはですね、これ繰

り返しになりますけども、ごみピットの排水ですとか施設・車両の洗浄等でありますプラ

ント排水につきましては場内で再利用しまして無放流ということでございます。生活排水

につきましては、合併浄化槽で処理後、公共用水域に放流するということでございます。 

 

（市民） 

 災害、災害の時どうするん。 

 



 
 

（井内市民環境部長） 

 地元合意につきましてご質問いただきましたけども、地元合意につきましてはこれまで

の説明につきましては、多家良地区の協議会と協議を進め、その結果につきましては地元

説明会を通じて説明しまして、周辺の環境整備がその内容が決定した段階で地元合意が得

られたということとしておりました。地元を代表する協議会の団体等を建設に同意する旨

の文書の締結を求めるつもりはないということでございました。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 ■■さんのご質問について、なぜ枇杷ノ久保に選定されたのかということですが、前か

ら説明はさせていただいているんですけども、候補地選定にあたりましては客観的な手法

や項目で候補地を選定いたしております。一つの項目とかに特化するような選定は行って

おりません。市内全域から適地をということで探したところでございます。 

 

（市民） 

 それ全然説明になってない。 

 

（市民） 

6か所の候補地言え。6か所の地名を全部言って、どういうところがどう優れとるとか言

わな全然説明にも何もなってないですよ、あなた。 

 

（市民） 

 その場限りであんた。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 候補地については。 

 

（市民） 

 他の候補地を全部列記しなさい。列記して比較表を出してください。 

 

（司会） 

 すみません。事務局の説明をしておりますので、大声につきましてはコロナの関係もご

ざいますので、マスクをしてお控えいただきますようお願いいたします。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 あとですね、なぜ特定の地域が6市町のごみを引き受けなければならないのかというご

質問ですけれども、実際に地方において人口減少も加速しており、また他市町村の相互協



 
 

力無しにはもう行政サービスっていうのは維持できなくなっているような状況がございま

す。 

 

（市民） 

 要するに財政難でしょ。財政難でしょ。 

 

（井坂環境施設整備室長）  

 こうした中、ごみ行政についても例外ではなくてですね、法律においてはですね一般廃

棄物を適正に処理することは市町村の責務とされておるんですけれども、一般廃棄物を処

理する事業の実施にあたっては効率化を図りなさいということで、国のほうでも広域の処

理を推進しているところでございます。実際にですね、一般廃棄物の最終処分につきまし

ても、最終処分場を持たない徳島市におきましては、県内の3市8町村とともにですね、焼

却灰等の焼却残さや燃やせないごみ、粗大ごみ等の不燃残さをですね、既に松茂町の東部

処分場に埋め立て処分させていただいてるところなんです。こうした状況を踏まえてです

ね、一般廃棄物の中間処理については5市町とともに徳島市で広域整備を図ろうというこ

とで、これまでは進めてきたところでございます。 

 

（司会）  

 市長、お願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

 はい。皆さまから飯谷町での施設の整備計画について上水道のお話や住民生活レベルの

向上の話、広域の話や搬入出計画など、さまざまなご意見を伺いました。合意形成の部分

につきましては、ひとりでも多くの人に理解をいただけるよう努力すべきだと私自身は考

えております。 

 現在の計画について、今後どのように進めていくのか参考となるご意見を伺えたものと

感じています。 

 そのほかテーマ③として、新施設の計画についていただいたご意見も踏まえて検討を進

めていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 テーマ（その他について） 

（司会） 

 それでは最後、その他ですね、その他のテーマについて伺ってまいりたいと思います。 

 まずはまだご発言いただいてない方からお願いしたいと思いますが。 

 じゃあ、そちらの前の方 



 
 

 

（市民） 

 飯谷町長柱のごみ理施設を考える会の■■と申します。実は昨年10月10日、多家良連合

協議会の特別部会であるところのごみ対策協議会の会長の■■さんが当時の副市長に面談

いたしまして、副市長をもってよくこれだけの資料をまとめたと言うくらい具体的な資料

と説明をいたしました。しかしその後、選挙を挟んだりしたせいもあるんだろうけども、

10カ月近くになると思いますが、市からの具体的な行動とか意見とかそういう動きが一切

ございません。今回、内藤市長は選挙の公約で対話ということを重視されて当選されまし

た。そして少し前に5市町のトップを集められて、このごみ施設の問題に関しては中断だ

と、そういう話も聞きました。その凍結とか中断ということは、対話ということを重視さ

れてそうされたと思います。それやのに関係部署と市長との間の風通しが、ま、これから

のことはまだ分かりませんが今までは悪すぎたと思います。もっといろんな問題を市長を

はじめ関係部署、それから地元も共有してこういう問題にあたるべきではないでしょう

か。それを今日の意見とさせていただきます。どうか返答をお願いいたします。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 一度も手を挙げていない方ということで。 

 

（市民） 

 ■■といいます。先般、市長さんは最有力候補地となってます枇杷ノ久保のね、現地視

察をされたとういうふうに報道されております。テレビでも市長さんが現地を訪れている

ということが伺えました。 

 そこでお聞きするんですけども、枇杷ノ久保が最有力候補地という市の考え方なんです

が、３年以上そういう立場で進めて来られたんですが、市長さん自身はあそこが最有力候

補地だというふうに理解をされたんでしょうか。ぜひ逃げないで感想、お考えを述べてい

ただきたいと思います。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 それでは、まだ一度もご発言をされていない方とういうことでお願いしたいんですけ

ど。 

 

（市民） 

 私2年前から飯谷町の公民館の館長を拝命しております■■と申します。 

 既に沖野地区の■■さん、そして■■さんが発言していただいたことに若干重複します



 
 

けども、このごみ処理場問題でこの平和で仲のいい飯谷町が分断され問題です。公民館と

してはできるだけ分断を何とか修復したいというふうに努力しています。具体的には、沖

野の方に公民館だよりを、すべての家にお配りするということから始めている訳ですが、

それもなかなか前に進まない状況であります。 

 私は本当に胸を痛めております。沖野地区の方が公民館を利用しづらいと、本来は協議

会を脱退していることであって公民館は脱退している訳ではないんですけれども、協議会

から公民館に助成金を頂いてます関係上、沖野の方は公民館を利用しづらいという状況、

そして誤解もあるようです。私が公民館だよりを戸別配布していますと、こういうことを

仰る方も複数おられました。「沖野は公民館脱退したん違うん」、「いやそれは違うんです

よ」と説明してもですね、やっぱり協議会イコール公民館という認識がある訳ですね。 

 で、この問題を起こした当の徳島市は、やはりこの修復ですね、分断された修復をやは

り徳島市としてちゃんと実行していただきたいという思いでありますのでよろしくお願い

いたします。以上です。 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 最後、お一人手を挙げてらっしゃる方ということで。 

 お願いしたいと思いますが。そちらの女性の方。 

 

（市民） 

 本村の■■と申します。 

 枇杷ノ久保なんですけども、これは私の経験でございます。皆さん是非お聞きいただき

たいと思います。と、申しますのは四駆の軽トラで田んぼから七釜のほうへ降りて帰って

きておりました。その時のことです。大きな亀裂が入っておるんですね、道に、割れかけ

ているんですよ。大きな亀裂でした。絶対あれは四駆でなかったらバックできなかったと

思います。それで落ち込まずには済んだんですけども、直前に気づきまして、ずっとバッ

クしてまた本村の私の家の隣のほうへ帰ってきました。無事に家にたどり着きましたけれ

ども、崩れるということ、地震が揺ったら崩れるということ、それは私は逃れられないと

思います。 

 だからあの候補地で働いておられる方々の命、そしてまた高額な金額、設備、そういう

ふうなことが無駄にならないように、それも考慮していただきたいと思います。崩れない

ようにできれば一番いいんですけれどもね、事実そういう亀裂がございました。深さを覗

いたら、このパイプ椅子の高さくらいでした。幅は落ち込んだら軽トラが出れないくらい

の、車輪が出れないくらいの幅でした。で、道いっぱいでしたね、長さは。そういうふう

な事実がございますので、皆さんもそれだけは知っといていただきたいと思います。以上

です。 



 
 

 

（司会） 

 はい。ありがとうございます。 

 それでは最後。 

 

（市民） 

 本村の■■でございます。 

 先ほど、沖野の■■さんが言われておりました、上水道は多家良地区の■■さんという

所まで上水道は来てて、そこから本来であれば本村、沖野、長柱、日ノ浦、小竹と、こう

いう順番で上水道は本来引かれるべきだというふうに思っております。実態は簡易水道で

す。 

 実は、前黒川部長宛に、上水道を引くってのはちょっとそれぞれの個人負担が大きいと

いうこともあって、簡易水道を充実して欲しいという申し出をしております。それと本村

の2号谷が冠水して自宅に水が入ってくるということも、この2点、とにかく生活用水とい

うことでこれはもう不可欠なものという判断をして、早くこの問題を解決して欲しい。こ

れはごみ処理施設の問題の周辺対策、最低限、何をおいても生活用水ですから、いの一番

にやって欲しいという要望をしたんですね。これは実現をしなければいけない。 

 それと、もう一つ搬入出ルートの問題です。これは沖野を経由して本村に来ます。それ

は沖野のほうも県道の徳島上那賀線、で、本村側が新浜勝浦線になります。その間の川は

河川ですね。これは内藤市長と飯泉県知事との連携なくしてこの問題は解決しない。した

がいまして、選挙の公約に近いかたちで、飯泉知事との連携を十分図りたいというふうに

申し上げておられましたので、今この進捗状況はどうなんですか、ということをお伺いし

たい。うまくその話は済んでいるのか、それともまだ過程なのかということをお聞かせい

ただきたい。以上です。 

 

（司会） 

はい。ありがとうございます。 

ここで時間となってしましたので、これで一旦切らしていただきまして事務局のほうから

お願いいたします。 

 

（井内市民環境部長） 

今、何点かいただきましたのでまず私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

関係部局と市長との情報共有の話ですけども、私のほうから市長につきましても情報を

共有していましてですね、今後につきましてもいろんな情報をまずは相談さしていただき

ながらいろんなことを検討さしていきたいというふうに考えております。 



 
 

周辺対策事業につきましてもいろいろいただきましたけども、本日いただいた意見を参

考にですね、まず検討していきたいというふうに考えております。 

 

（司会） 

 事務局はよろしいですか。 

 はい。そろそろ時間となりましたので、意見交換会を終了したいと思いますが、最後に

ですね、本日の意見交換全体を踏まえまして、内藤市長からご発言をお願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

 本日は大変お暑い中、大勢の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。 

 県との話などもありましたけれども、県市協調というスタンスは基本的には変わらず、

そこの部分は特に、この事業関係なくいろんな部分で県市協調はやっていきたいというふ

うには思っています。 

 本日の意見交換会でいただいた様々なご意見や配布しておりますアンケートのご意見な

どを参考にさせていてだきながら、今後の事業の進め方についても判断をしてまいりたい

と考えております。本日はどうもありがとうございました。 

 

（司会） 

 それでは事務局からの連絡でございますが、たくさん手を挙げていただいて、ご発言で

きなかった方いらっしゃると思います。 

ご家庭にお配りしたピンク色の用紙ですね、8月7日、金曜日までは投函できますので是

非とも記載のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

それから退出ですけども、後ろの方から順番にご退出をお願いしたいと思っておりま

す。 

それではこれをも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、またお暑い中ですねお集りいただきまして本当にありがとうござい

ました。お気をつけてお帰りください。 

閉会 


