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場所 

丈六コミュニティセンター体育館 

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）丈六町住民                             57人 

（その他）徳島市議会議員                           7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。 
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開会 

（司会） 

 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、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。

どうぞよろしく申し上げます。 

 それでは、事務局から注意事項をいくつかお伝えをいたします。 

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

ますようよろしくいたします。 

本日の資料の4ページ、裏面の最終ページをご覧ください。 

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

願いをいたします。なお、マイクはその都度消毒いたします。また、多数の方が挙手され

ました場合には、私から指名を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

ますようお願いをいたします。 

多くの方のご意見を伺うため、発言は長くても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つきましては、事前にお配りしておりますピ

ンク色の「ご意見」と記載したアンケート用紙に記入して提出をしてください。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10階の環境

施設整備室で受け付けております。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。 

次に、2つ目ですけども、新型コロナウイルスの感染症対策でございます。本日、県内

11例目、市内5人目の新型コロナウイルスの感染症の患者が発生したと、昨日の20時確認

されたという報道がございました。20代男性会社員とのことでございます。これを踏まえ

ましてですね、先ほども報道で、この方の同僚の方が12人目ということで発生したという

ような報道がございました。そういったことからですね、コロナウイルスに関するお願い

がございます。席の間隔は、本日1ｍ空けさしていただいております。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、大声はお控えください。また、喋りに

くいかもしれませんが、マスクを外さないようご協力をお願いいたします。 

次に3点目ですが、大変暑い夏ですけども、会場にはクーラーがございません。飲料水



2 
 

を配布させていただくとともに、保健師を1人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

日コミセンに提出できますので、体調がすぐれない方は職員にお声がけいただきまして、

ご退出の上、ご自宅で休んでいただけますようお願いをいたします。 

なお、本日は二部制となっておりますので、時間を守ってスムーズな入れ替えにも協力

をお願いいたします。 

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

ろしくお願いしいたします。 

 

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。 

 

（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 
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（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） 

丈六町の皆さま、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

交換会にご参加いただきましてまことにありがとうございます。 

徳島市では、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言われております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いては、これまでのところ、地元の皆さまと十分な理解

ができていないと感じ本日は来させていただいております。 

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

ご意見を伺うとい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まして、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

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を進めてまいります。 

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を伺いたいと思っ

ております。 

ではまず1つ目のテーマですけれども、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きておりまして、両



4 
 

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。 

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。 

 

（市民） 

市長さんは、東京ごみ戦争歴史未来館をご存知ですか。東京ごみ戦争歴史未来館は、ご

存知ないですか。東京都の新しい去年か一昨年ぐらいかな、2代目なんですけど、杉並区

にあるんですけどね、高井戸駅、井の頭線の駅のごく傍にある所なんですけど。そこに、

東京ごみ戦争歴史未来館とは、ごみ処理工場、発電設備の無い施設を設置しております。

なんでそんな所にあるかというたらですね、ちょうど私が1972年まで東京に居たんですけ

ど、1971年にですね、9月21日に江東区の議会でですね、ごみ持ち込み反対手続き、これ

夢の島がある江東区ですからね、やって翌日ですね、美濃部知事が都議会にですね、ごみ

戦争宣言ということを宣言したんですね。実際、チャンチャンバラバラみたいなんは、翌

年になって、私は12月なんで居なかったんですけど。その時にですね、要するに、杉並区

が出すごみのごみ処分場を造らんとですね、なんで江東区のほうにするんなとのことで、

実際戦争だったんですけど、そん時の住民は真剣で立ち上がってですね、その歴史を残す

ために、東京ごみ戦争歴史未来館ちゅんをですね、工場に設置しております。かなり広い

スペースでございます。資料室なんですけどね、そういう経緯があってですね、ごみって

いうんは必要性っていうことですけど、当然必要性、今2代目になっています。そこの杉

並区のごみ処理工場はですね、非常に都会のど真ん中、まさにど真ん中、それから今、デ

ンマークのですね、去年できたコペンヒルっていうとこがですね、ものすごく大きなスポ

ーツ施設になっておりまして、そこも都会に近いところ。6km、あんまり10kmも離れてい

ない、駅からコペンハーゲンの中央部ですね。私がちょうど行ったことはないんですが、

女房が行って、人形のあるところですね、なんや人魚姫の像が。そこの近くなんですね、

そこにある所なんか非常によくなってます。こういう施設だったらですね、迷惑施設いえ

ないと思いますけど、いわゆるですね、普通に考えたらごみ処理施設ちゅうのは、非常に

迷惑施設というようなことで、皆さんからですね自分の所には持ってきてくれるなという

反対が出てくると思んです。この反対という人間はですね、いわゆる当初ですね、当局が

候補地として選定した場所をですね、当該地元の人が事前に反対運動をしてですね、結

局、つまるところ、地元反対が少なそうな、いわゆる候補地決定ありきですね、貧乏くじ

あたるという形でですね、住民が思いを持つようなことです。少なくとも、普通、場所を

選定する場合ですね、最低でも4、5か所の場所の選定で、総合評価してですね、行うんで

すけど、この場合ですね、やってないとういことで、一番疑問に思ったのはですね、前
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回、この場所でですね、当局とお話した時にですね、技術的な面を全然勉強してないなと

思ったのは、断層の話でですね、上浦－西月ノ宮断層ということで質問をしたんですけ

ど、まったく知らなくてですね、断層ちゅうのは中央構造線のことしか知らなかったって

いうことで、まったく技術的な検討無しにですね、飯谷ありきだなと思った訳なんでござ

います。 

 

（司会） 

 ありがとうございました。 

 それでは続いて、ご発言ある方挙手をお願いいたします。 

 それでは、後ろの方、手が挙がりましたので、後ろ方お願いいたします。 

 

（市民） 

 市長さんにお聞きしたんですけども、候補地が何か所か挙がっているそうなんですが、

市長さんは、すべて見学さなったんでしょうか。私たちは、納得いかないままに、飯谷町

枇杷ノ久保っていうお話を聞いて、なぜそうなったのかが理解できていません。その候補

地について点数化して、なぜ枇杷ノ久保になったのか、点数化して私たちが理解できるよ

うな、表示を示していただきたいと思います。それは、可能でしょうか。不可能でしょう

か。 

 

（司会） 

ありがとうございます。候補地に関する質問ということでございます。 

次にご発言のある方、2列目の方お願いいたします。 

 

（市民） 

私もですね、そもそも、なぜ候補地がここにありきで、話し合いが行われるのかが一番

納得がいってないところです。あとですね、工場地帯みたいなのも徳島にもあると思うん

ですけれども、そこだと最初から道も広いし人も住んでないし、みたいなところがあるは

ずなのに、なぜ住宅街を通って農業地帯に設置しようとしているのか、まずそこが分かり

ません。 

あと、搬入の方法として、トラックありきで考えてらっしゃいますけど、鉄道だとか船

だとか、そういうのもすべて検討の上にこの場所にしたのか、そこらへんをお伺いしたい

と思います。以上です。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。候補地に関するご意見、また搬入方法等に関するご質問等でご

ざいます。 
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 他に、ご発言のある方は挙手をお願いいたします。特に、ご意見はございませんでしょ

うか。施設の必要性っていうことですので、減量化であったりですね、焼却以外の方法は

ないのかとか、さまざまご意見をいただいているんですけど、特にご発言のある方はいら

っしゃらないでしょうか。 

なければ、ここで一旦まとめさせていただきますけど、構いませんでしょうか。それで

は、ご意見がないようですので、事務局のほうから、まず回答をお願いいたします。 

 

（井坂室長） 

 まず、断層のお話について、この前に、前回ご指摘をいただいていたようで、我々も断

層については調べております。それでですね、ここでお答えさせていただきますと、一般

廃棄物処理施設の現在の最有力候補地の西方にですね、鮎喰川断層系の宮前断層という活

断層が存在するようなんですが、それについては最有力候補地から10ｋｍ程度離れている

ということでございます。あと、建設候補地の南東には、活断層の疑いがあるリニアメン

トが存在しますが、2ｋｍ程度離れているので問題はないと。あと、建設候補地内をとお

る活断層は存在しないということでですね、これは、徳島県で断層とかに一番詳しい方を

ということで、徳島大学の方に照会を掛けまして、村田明広教授をご紹介いただきまし

て、この方にお伺いをしておりますので、ご報告させていただきます。 

 あとですね、候補地の選定について質問があったんですが、もう以前から我々お応えし

ている、候補地の選定経緯、どんな項目で評価したのかということですけど、徳島市の候

補地を選定する際にはですね、市内全域から立地規制に掛かる地域として都市計画用途地

域等を除外してですね、施設立地が望ましくない地域として砂防三法や土砂災害防止法等

に該当する区域を除外しまして、その上で、施設立地が可能な地域を、住居等建物の立地

状況及び公園・緑地の立地状況を見まして、空き地があるかといった条件もつぶして6か

所の候補地を選定しております。これらの候補地を安全・安心の確保の観点、環境の配慮

の視点、あと計画的な財政運営の視点の22項目が評価・順位付けを行い、地域から1か所

の候補地を選定しております。22項目の評価項目についてはですね、各断層の位置関係で

あるとか、津波洪水河川の影響、その他の危険地域でないか、周辺人口との関係、教育施

設との位置関係、医療福祉施設との位置関係、文化施設・観光施設との位置関係、水道水

源との位置関係、環境への配慮の視点からは、道路混雑度、人口重心からの距離、他市町

からの距離、主要道路との接道状況、雨水の放流先の状況、環境配慮の視点からみた候補

地の現状として、計画的な財政運営の視点からは、造成工事の費用でありますとか、用水

の確保できるか、あと土地の地価、それと地区の人口密度、それと土地所有者数、並びに

現在の最終処分場である東部処分場、松茂の処分場との位置関係、あと東部環境事業所と

の位置関係、西部事業所との位置関係、これら22項目で評価をして総合的に判断しており

ます。さらに、徳島市で選んだ最有力候補地と小松島市から出てきた候補地をそれぞれ同

様にいろんな項目で比較・評価しまして、現在の飯谷町枇杷ノ久保を最有力候補地と選定
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したという経緯がございます。私からは以上でございます。 

 

（井内市民環境部長） 

 室長のほうから、候補地の選定について詳しく話をしたところでございますが、少しだ

け補足をさせて頂きますと、今申しましたような、項目ですね、客観的な項目で、ある一

定の項目に特化するようなことではございません。その項目について、それぞれですね、

数値化をしまして、その数値化をした分で、合計で順位付けをしたというところでござい

まして、現在の最有力候補地が決定したというところでございます。ただ、これにつきま

しては、現在の計画ということでございますので、本日につきましては、冒頭内藤市長が

申しましたようにですね、ここで進めるかどうかというようなことも含めましてですね、

フラットな状態でということですので、そのようなことでお願いしたいと思います。以上

です。 

 

（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） 

 皆さまから、いろいろ、さまざまなご意見を伺いました。1つは他の候補地について見

学に私自身が行ったのかどうかというご質問を頂きましたが、見学に関しては他の候補地

については行ってはおりません。今の最有力候補地の選定の仕方などについては、先ほど

事務局から説明があったような方法で決まったというふうに、経緯事態は聞いているとい

うような状況です。 

 皆さんから、いただいた意見も踏まえながら、先ほど部長も述べましたけれども、今フ

ラットの状況で臨んでいます。ここが最有力候補地ということは、これまでの経緯からな

っておりますけれども、私自身は皆さまのご意見を聞いて、きちんと5市町とも検討会議

というか連絡会議のほうでも話をさせていただきながら、今後も検討を進めたいと考えて

おります。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をご覧ください。 

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
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て掲載しておりますが、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

ってはいるんですが、新施設の場合は、0.04 g/㎥Nのところを0.01とするように計画をし

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、皆さんからご意見を伺います。 

できるだけ、発言をされていない方を優先しようと思っております。ご発言をされてい

ない方は、いらっしゃいますでしょうか。挙手をお願いいたします。 

一番端の方からお願いいたします。 

 

（市民） 

まず市長さん、ご当選おめでとうございます。 

私、丈六町に住んでおりますが、今回の計画には反対です。これを、はっきりと意思表

示をしたいと思います。この計画は、もともと、佐那河内村で持ち上がった計画ですよ

ね。違いますか。結局、佐那河内でこの施設を造るか否かっていうことは、村長選に巻き

込まれて、結局反対派の村長が当選しましたよね。住民が意思表示をした結果、佐那河内

村には造らないと、それでお鉢が丈六に回ってきた訳ですが、この施設を造るその対象地

域ですね、飯谷町、それからたくさんありますよね、ここに、丈六町、そこら辺り一帯の

ね、この対象の地域の方の世帯別にですね、賛否の意思表示を取っていただけないでしょ

うか。その上から勝手に決めて、「ここで造るよ」でなくて、この対象地域の世帯の意思

表示、賛否、住民投票これをやってくれることを切に希望します。 

それから、「安全だ安全だ」ということで、数値を挙げられておりますよね、これだけ

厳しく設置して造ると、それは想定内のことなんです。想定内。どっかで聞いたことがあ

るでしょう。自然界では想定外のことが起こるんです。ね今、想定外の時代で、こんだけ

日本は、苦しんでおります。いったい何を考えて、その安全だ安全だと、いうふうに主張

されるのでしょうか。不思議でしょうがありません。こういう施設を造っている方を知っ

ているんですけども、工事業者をね。結局、造ったはいいが、基準値を下回らないと、排

せつする物質がね、それで稼働停止になっている所もたくさんあります。現実に。あなた

方がおっしゃっているのは、机上の論理です、机上の。 

最後に、もう一度言いますけれども、そういうふうに造るというふうに決めるのであれ

ばね、対象地域の世帯、全世帯の賛否の意見を取って下さい。もしそれで、賛成が多けれ

ば、私もそれに従います。賛成を取らずに、施設の推進、建設推進を進めるのは、反対で

す。以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

（司会） 

ありがとうございます。 

それでは、次にご発言のある方、挙手をお願いいたします。 
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（市民） 

昨年のこの席で、事務局の方に3つ私から提案したと思っています。返事をしましょう

かと言っても、なかなか返事ができんだろうという発言をしたと思います。 

1つは、この勝浦川で、表面水で小松島の旧市内の辺り、それから徳島市は丈六をはじ

め新浜ぐらいまで、農業用水を井口の堰から取り入れております。それによって、昔から

農業をやってると。それを汚さんような方法で、あすこへ処理場を造りなさいというこ

と。そのためには、あすこで発生、作業に使う水も、それから雨水も一緒に、今の東部の

環境センター、あすこぐらいまで持っていって、そして、完全に浄化して放水するよう

に。私は、そういうんを出したと思います。 

2つ目は、煙について。排煙ですね、これをプラントを造るんであれば、煙のでないプ

ラントを造って下さいと。市長は、川内の火葬場に行ったことはありますか。今、火葬場

には煙突は無いですね。それによってね、火葬されております。ごみ処理も、煙突無しに

できるだろう。そうすることによって、大気汚染あるいは、そういうご不満のある方から

もですね、周辺からも受け入れられると。 

3つ目は、交通について。交通は、国道55号の勝浦川橋、あれから一旦、下に下がっ

て、そして河川敷の勝浦川右岸、堤外といいます、河川敷ね、進むのは、これは人を守る

ために。堤内に、我々は住んでおります。堤外を利用して、専用道路を造りなさい。そう

することによって、一般の交通のためになら。ただ一つ、牟岐線、鉄道の下のクリアラン

スがどうかと思われます。これは古い様式で造られておりますので、桁天が線路の上限部

っていう関係で。新しい橋は、全部桁下が堤防天、橋の所は必ず堤防が持ち上がって通

る。そういうふうな、新しい橋にしたら通る。しかしまあ、古い橋の下は、そういうクリ

アランスが無い場合がある。そこらはちょっと調査をしてみんと分からん。もう1つは、

勝浦川は一級河川に準ずる重要な川であります。国の管理をすべきところを、県が代替で

管理して。今、勝浦川を見てみると、なんやこれはというふうな竹林と大木が生えたよう

な状態です。これを、切り開くのは大変だろうと思いますが、あそこへ道を付けて、専用

道路です。 

この3つを出したんです。 

 

（司会） 

ありがとうございます。 

それでは、他にご発言のある方いらっしゃいませんでしょうか。それでは、後ろの方、

手を挙げて下さってますので、お願いいたします。 

 

（市民） 

平成31年1月26日の説明会資料というのを私、手元にコピーを持っておりますが、大気
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測定結果というのが出ております。調査されましたのが、平成29年7月6日、9月25日、12

月13日、そして平成30年3月15日の4日間なんですね。これ偶然この日を無作為に選んだと

か、あるいは何か根拠があって選んだのかは分かりませんが、まったく問題はありませ

ん。ありませんといいますか、私自身もないと思っております。と、いいますのが、この

4日間について、気象の面から検討しましたところ、地上天気図、それから850hPa天気

図、さらに気象台の観測原簿を取り寄せまして、精査しましたところ、ま、一目見て問題

ないというのが分かりました。で、今後のことなんですが、一般的に環境調査では、季節

ごとに1週間程度調査することが多いんですね。つまり、春・夏・秋・冬、各1週間、つま

り年間に4週間調査する訳なんですが、本来ならば、これをやった後に、最終決定地を選

ぶのが本筋と思うんですが、非常にお金が掛かります。それは、私もよく分かります。し

たがって、本末転倒ではありますが、最後に行うというのが一般的であり、ということは

理解しております。そこで、申し上げたいのは、1週間やる訳ですが、これはコンサルタ

ント会社あるいは気象会社に依頼して調査してもらうことになると思います。この場合、

依頼主であります市の求める内容どおりの結果が報告されてくると思います。それは、な

ぜかといいますと、向こう1週間ならそれはどういうデータが取れるかというのは、予測

可能だからです。したがって、枇杷ノ久保に建設することに、なんら問題はないというデ

ータが返ってくると思います。根拠は、今言ったように予測できるということです。さら

に、丁寧な調査をされる場合には、風洞実験を行います。風洞実験というのは、会場にい

らしゃる方の中には、ご存知ない方もおられると思いますので、簡単に説明しますと、地

形を縮尺して、ミニチュアの地形を作って、それをトンネルのような風洞の中に入れて、

大型扇風機で送るということなんですね。強い風だと、公害は発生いたしません。通常、

だいたい5・6ｍぐらいの風を送るということになりますが、これを、1ｍにしても、まず

公害は発生しない。どうして断言できるかといいますとね、地形の縮尺に対して、風洞の

高さは2ｍぐらいあります。そうしますと、その高さというのは、上空何ｍに匹敵するか

ってことなんですね。数千ｍ、時には成層圏まで達する、その高さで風を送ったら、そり

ゃ公害は起こりません。一番問題なのは、接地逆転層なんです。低い所、50ｍ～300ｍ辺

りに、低い所で発生する逆転層が問題なんです。私、枇杷ノ久保に設置した場合に、必ず

この接地逆転層による公害が発生すると確信いたします。なぜかというと、科学的な根拠

があってのことです。それは、野焼きによる煙です。煙は風の動きを可視化してくれる訳

なんですね。分かりますね。つまり、接地逆転層によって、煙は非常に低いところを循環

する。で、地上との間を循環する訳なんです。ですから、その風洞実験のデータを市長さ

んが見られた場合もですね、そういうカラクリといってはなんですが、内容があるという

ことを意識していただきたい。したがって、私は枇杷ノ久保は最悪のところだと思ってお

ります。これはもう、盆地状の所というのは、接地逆転層が起きやすい。これはもう、気

象では定説のことでございます。それから、最後に短く一言だけ。水源地のこともお考え

いただきたいのです。自分が利用している水道、水源地の傍に焼却場を造られた方々のお
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気持ち思んばかっていただきたいと思う訳でございます。以上です。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

それでは時間となりますので、事務局のほうで回答をお願いいたします。 

 

（井坂室長） 

ただいまご指摘いただきました、環境影響調査の件でございますが、接地逆転層の影響

のつきましては、今後ですね、環境影響評価を実施するとしましたら、接地逆転層ついて

はバルーンを上げて、風向きの調査も含めてするということでございます。私からは以上

です。 

 

（井内市民環境部長） 

施設の安全面につきまして、ご質問をいただきました。想定していないことが起きた場

合の安全対策についてということだったと思います。確かに、以前の集中豪雨とかです

ね、大規模自然災害におきまして、甚大な被害が起きるということは事実でございます。

そのようなことに対しまして、どういうふうな対策とっていくかというのは、非常に重要

な問題だと考えております。いろいろなことを考えながらですね、安全対策をしっかりと

やっていく必要があるというふうに考えております。以上でございます。 

 

（司会） 

それでは、続いて市長の方から発言をお願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

引き続き、皆さまから、さまざまなご意見を伺いました。新しいごみ処理施設の建設に

関して、皆さまが環境に影響が出るんじゃないかという不安な声を持っていることも、よ

く分かりました。ここに建設するという話は、今回フラットという話をしておりますの

で、どこに建設するにいたしましても、環境影響評価という調査はきちっと徳島市はやっ

ていく予定にしております。その上で、しっかり、先ほどいろんなご意見も出ましたけれ

ども、事前調査を行うべきだというふうに、私自身も考えております。もちろん、皆さ

ん、徳島市に関係している方々、すべての安心のためにもこの事前調査を行った数値につ

きましては、きっちりと情報公開していく必要があるというふうに考えております。今

回、環境に与える影響について、さまざまなご意見をいただきましたけれども、そういっ

たご意見を踏まえまして検討を進めていきたいと思います。私からは以上です。 

 

テーマ③（新施設の計画について） 
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（司会） 

それでは次に、③ですね、新施設の計画について、ご意見をお伺いします。 

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地として進

めてまいりました。この計画では、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。これ以

外にも既に基本計画では、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伺いたいと思います。できるだけ、これまで発言をされて

いない方を優先したいと思っております。ご意見のある方は、挙手をお願いいたします。 

それでは、3列目の方、お願いいたします。 

 

（市民） 

このたびですね、コロナ禍による新しい生活様式、また徳島市の財政状況が悪い、また

気候変動の中での施設整備ということで、大きく2つ意見をさせていただきます。すべ

て、市長の先見性、勇気、意志による英断が必要と考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

まず、1つ目なんですけれども、処理方法・規模のことで、香川県三豊市におきまし

て、トンネルコンポスト方式というものが採用されております。主に、ヨーロッパで採用

されておる、ごみを燃やさない方式でございます。二酸化炭素の抑制、構造がまたオーガ

方式に比べてシンプルいうようなメリットがございます。仮に、三豊市のようにですね、

民設民営ということができれば、建設コスト分は浮くと予想されますので、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。ちなみに、ホームページによります

が、今回の計画の5分の1の三豊市ですと、建設費16億円、敷地面積1万㎡、1ｔ当たり2.4

万円ということでございますので、5倍したとしてもですね、今回より安くできるのでは

ないでしょうか。ただ単純比較という訳にもいかないと思いますが、検討することは十分

に価値があるんではないかと考えております。また、ただ日本では1つしかないと思いま

すので、また基本計画時には、この方式っていうのはなかったと思います。ですので、ま

た、これを採用・検討するにあたっては、やはり市長のご決断っていうのが大きく重要な

ことではないかと考えます。 

2つ目ですが、現行のオーガ方式とする場合なんですけれども、今、建設後の10年先の

人口であったり、ごみ量で計算していると思いますが、50年後の人口・ごみ処理量の規模

でできないでしょうか。といいますのも、処理施設は20年後に大規模改修又は廃止が検討

となっておりますが、現状を見ますと、だいたい40年使っておると、いうことになりま

す。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ります。20年先に、も

う一度444億円投資するとは考えられませんし、50年先まで燃やし続けて、地球の平均気

温の上昇であるとか、気候変動というものを考えますと、どうなんでしょうかと。市長
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が、ご決断いただいて、建設までの10年間で、3Ｒを一層推進していただいて、生ごみを

減らす減量する方針、仕組みを作っていただいて、まずそれを市民参加で、ぜひやってい

きましょうというところでございます。また、それぐらいをしなければですね、国全体、

徳島市もそうですが、借金でありますとか、子や孫のことを考えると、未来の方に申し訳

がたたないのではないかと考えます。また、このような施策を徳島市が今することで、徳

島市が日本で、また世界で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

して今施設でですね、老朽化の施設を延命に取り組んでいる職員の皆さんのためにも、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たいと思

います。ですので、可能でありましたら、市長のほうにですね、検討につきまして、お返

事をいただけたらと思います。 

 

（司会） 

ご提言ありがとうございます。 

他に、ご意見のある方は、挙手をお願いいたします。次、黄色の方、お願いいたしま

す。 

 

（市民） 

飯谷・多家良、八多の住民との意見交換会を終えて、市長はごみ焼却施設が広域である

というお考えでしょうか。広域であるべきだというお考えでしょうか。私は、この1年

間、地元の皆とごみ焼却施設、いやごみ問題について、一から勉強してきました。同時

に、政治や選挙の大切さも身に染みて感じてきました。選挙で市長を選びました。今は、

市長自身も勉強するために、一時中断されたのだと考えています。遠藤さんの強引なやり

方が地元住民の怒りを買って、地元住民のNoを出しています。騒ぐ理由は、同じやり方で

やってほしくないです。最終的に地元の理解を得られないと、市長が判断した時に、計画

の白紙撤回はあるのかどうか、この意見交換会、市長にお会いできるこの会でお聞きした

いと思い参りました。よろしくお願いします。 

 

（司会） 

ありがとうございます。 

他に、ご発言いらっしゃいますでしょうか。 

 

（市民） 

1つだけです。いろいろこういう会、意見交換会とか行政どうしでしたりとか、いろい

ろ説明があると思うんですけど、最終的な市長としての決断ですね、市長が最終的に決断

を下すと思うんですが、それが何月何日という回答は言いませんけれども、だいたい、い

つぐらいまでには、するのかというのか、それを知らしてほしい。教えてほしい。以上で
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す。 

 

（司会） 

ありがとうございます。 

他に、ご意見のある方、後ろの方お願いいたします。 

 

（市民） 

2点です。 

去年の説明会ちゅうか報告会のところで質問等があるんですが、そのお答えに対して、

特段、時間の問題もあるんで反論がでませんし、再質問もありませんが、皆さま方の結論

を、全面的に信頼するということではないと、いうことをご承知おきいただきたい。私

は、中間処理施設は最終的に必要不可欠な施設だと思っております。ですが、なぜ今、こ

こなの、ていう結論というか方法、決断に至った、そちら様の今日までの説明では納得し

ておりません。それが1点目。 

もう1点、基本的に迷惑施設を造ろうとなさっておられますが、もう少し突っ込んでい

うと、迷惑施設でないものを考えたらどんなんですかね。極論ですが、例えば、中心市街

地再開発、IR構想を持ち上げて、観光客だの、いろんなお客さんが来ます。その方たちが

出すごみがあります。したがって中心部で処理する、公害が出ない施設なんですから、そ

ういうことも可能ではないんですか。少なくとも、迷惑施設を造ろうという発想はやめて

いただきたいというふうに思っています。以上。 

 

（司会） 

ありがとうございます。 

他にご意見が無ければ、事務局のほうから説明しようと思うんですがございませんか。

前列の方、お願いいたします。 

 

（市民） 

1つテクニカルな問題で恐縮なんですけど、これ、ごみ発電はなさらないんですか。世

界の潮流、これからできるやつ、いずれもですね、先ほど説明したデンマーク・コペンハ

ーゲン首都にあるですね。なにもど真ん中、ものすごく迷惑施設でないスポーツ施設と

か、スキー場とか、クライミングができる施設で、凄いやつを造ってますし、これも先ほ

ど言ったんですけども、杉並、高井戸のところのど真ん中、井の頭線の線路際に、こんな

大きな施設造っとります。迷惑施設、私が一番最初に言った迷惑施設だからっていうのも

あります。迷惑施設でないものを造ったらいいのと、ごみ、海洋投棄だとかなんとか非常

にごみがですね、溢れております。不法投棄の起きる原因は、やっぱり難しい作業、プラ

スチックごみになりますんで、プラスチックごみですね。この頃最近技術の進歩しまし



15 
 

て、高温で焼ければですね、スウェーデンはずっといまだに、中国がもうごみ処分しきれ

なくなってですね、ごみの輸入止めたんですけど、スウェーデンはまだやっとります。す

べて、ごみ発電・焼却発電しとります。しかし、今度の計画はですね、まったくしてない

と。最近の大きな、ちょうど30万ぐらいの都市になるんですか。20何万ですけど6市町で

すから。それぐらいの規模だったら十分発電してですね、一番コスト安いですから。火力

発電の石炭・石油より安いし、当然太陽光よりもこのごみ発電の方ですね、単価安い訳で

す。それをやらなっていうのが、ちょっと不思議だと思いました。以上です。 

 

（司会） 

ありがとうございます。 

それでは、ここで切らしていただきまして、事務局の方から発言をお願いいたします。 

 

（井坂室長） 

まず、最後にご質問いただきました、ごみ発電をしないかというご質問ですが、この

度、設置しようとしていたこの基本計画で、計画ではですね、これまでのように、燃やせ

るごみを単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をする熱回収

施設とするものです。これは、5市町を含めた6市町で広域整備することによって、6市町

のすべてのごみを、燃やせるごみを有効利用することができると考えております。それ

で、発電量としましては、計画では年間、発電量でどれぐらい、ごみ処理施設で世帯を賄

えるかといいますと、計画では10,720世帯分の電気を、ごみ処理施設の発電で賄えると。

世帯数でいうと分かりにくいかもしれないので、ここら辺の世帯でいうと、多家良地区と

勝占地区を合わせて、1万ぐらいですので、勝占・多家良地区すべての世帯の消費電力を

カバーできるぐらいの発電がこのごみ処理施設でできるという計画となっております。 

あとですね、■■さんの方から、ご提言をいただいたですね、トンネルコンポスト方式

とかですね、あとバイオガス化施設、メタンガスを回収するバイオガス化施設でございま

すとか、別の日に出されたんですね、リンを回収するような複合施設、資源循環型処理方

式いうのも、提案いただいたことがあるんですが、その中で、バイオガス施設は、うちは

検討いたしました。それは、これまでに他の自治体においても数例導入実績があるという

ことで、検討いたしましたが、そのバイオガス化施設については、二酸化炭素削減の効果

であるとかですね、維持管理費用の面から、やはり現在想定しているストーカ方式で、ご

みを燃やして電気に変えて、熱回収により整備した方が効率がよいということで、導入し

ないこととしたものです。あと、先ほどのトンネルコンポスト方式ですとかね、導入経緯

が少ないという状況でございます。現計画ではですね、関係市町村から搬入される一般廃

棄物中間処理施設、搬入されるごみすべてをですね、この施設で担うという唯一の施設と

なる計画でありますことから、将来に渡って安定した処理ができる施設の整備が求められ

ているところでございます。ですので、なかなか新しい処理方式を徳島市がぽんと飛びつ
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いて導入というのは、なかなか難しいのかなと話しているところです。私からは以上で

す。 

 

（井内市民環境部長） 

ごみの処理の仕方で、広域でなければなかなか大変だということで、いただきました分

につきまして、今この計画で現在の計画で進めさしていただいている広域処理ということ

でございますけども、法律上は、一般廃棄物につきましては、それぞれ市町村の責務とい

うことになっておりまして、それぞれのごみを適切に処理することが求められておりま

す。それぞれの市町村に求められております。ただですね、それぞれ市町村、それぞれ事

情のありまして、今回のケースでいいますと、それぞれごみの処理施設古くなってるよう

なところが徳島市はじめ近隣市町村ございます。そのような場合に、広域でということに

つきましては、これは国のほうもですね、能率的な運営を図るためにということで、広域

ということを推進しているところでございます。同じような課題を持つというようなとこ

ろで、状況がありますので、今回もこのケースにつきましては広域の方法を選択している

ところでございます。以上でございます。 

 

（司会） 

続いて、市長からお願いします。 

 

（内藤徳島市長） 

皆さま方から、さまざまなご意見いただきました。三豊のトンネルコンポスト方式の話

だったりだとか、ごみの減量の話もいただきました。私自身も、三豊のトンネルコンポス

ト方式については、皆さま方からご意見多々いただいているところでありますので、勉強

もいたしました。10年先の人口、50年先の人口と、先ほども人口の話もありまして、そう

いうところも見据えて、ごみの減量の話を考えたらどうかというご意見あったと思うんで

すけれども、もちろん徳島市につきましては、やはりそこら辺の、ごみの減量の啓発部分

であったり、という部分が今まで不十分であったのではないかと、私自身も、少し考えて

いる部分がありますので、皆さまのごみの減量、みんなで考えていくような機会っていう

ものを、もう少し作れたらいいんじゃないかなというふうに個人的に思っております。

で、広域の話であったりだとか、白紙撤回の話というのは先ほど少し部長からもありまし

たけれども、あと市長の決断がいつまでという話もございましたけれども、今までの経緯

としまして、他の5市町とともに広域で進めてきたという経緯がございますので、私だけ

の決断で、どうこうという話を今、どう考えているのかということも、今の段階で言える

ような状況ではありません。で、議会の議決などもありますし、そういったことも含め

て、今皆さま方のご意見、貴重なご意見をお聞きしているような状況だということをご理

解いただければと思います。もちろん、反対意見もございますし、進めてくれというよう
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な発言もございます。そういったことを踏まえて検討をしていきたいと思っている段階で

すので、それをご理解いただければと思います。私からは以上です。 

 

（司会） 

それでは最後に、これまでの3つのテーマ以外の点について、ご意見をお伺いしようと

思っております。これまで、発言のされてない方、できるだけたくさんの方からですね、

ご発言をお聞きしたいと思っております。ご意見のある方は、挙手をお願いいたします。

２列目の方、お願いします。 

 

（市民） 

平成29年ですね5月の一番最初の、この説明会の時に、次回からでいいので議事録を配

ってくれというふうにお願いしました。で、配りますということですね。最初の1回、2回

目、3回目ぐらいは配って頂いたんですけども、それ以後、なしのつぶてですね。ネット

で見てくれ、ちゅうふうに井坂さんおっしゃたですけども、ネットの無い人もおるんです

よ。それを見越して私頼んだんですね。やっぱり一回約束したことは、守っていかなあか

んのですね、違いますか。いくら市のほうが、これは大丈夫だとか、なんとかかんとか言

ったって、約束守らんのでは、説得力ないですよね、井坂さんどうですか。返事して下さ

いよ。 

 

（司会） 

まとめて、回答させていただいておりますので、ありがとうございます。 

3列目の方、お願いします。 

 

（市民） 

2つあります。 

まず1点目なんですけども、ストーカ方式で炉が3つと聞いてます。1つ壊れても大丈夫

だという話です。が、1つだけ壊れた場合は大丈夫だと思いますが、3つ同時に壊れる場合

もあります。そしたら、徳島県の人口の約半分の世帯のごみが滞留します。これはもう、

徳島市だけでございません。徳島県の一大事になります。で、危険は分散すべきだと思っ

てます。ですから、当然、国の補助金もありますので、小さな市町村は単独で無理なのは

分かります。ですけども、県の半分のごみを、我々、飯谷・丈六・多家良地区には持って

来ないでほしい。だから、するんであれば徳島市だけ単独でやってくれ。それが、まず1

つですね。 

熊本の、球磨川の氾濫がありましたよね。勝浦川の、これは、やいもすると、あります

から。あって、橋が道路が壊れれば、さっきと同じように、34万人のごみが、どかんとま

とまって滞留します。そしたら、もう衛生の問題ではございません。ですから、焼却場を
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造るんであれば、分散して2つ3つは造れと、北島も小松島も一緒に。そうした時に、もし

石井の焼却場が壊れた時は、徳島市が一時カバーしますと。徳島市の焼却場がやばい時

は、小松島・松茂の焼却場がカバーしますというふうに、スポーツでもそうですよね、野

球でセカンドゴロが飛びました。ファンブルしました、ショートがカバー、センターがカ

バーに入りますよね。これ、カバーに入れません。市町が。ですから、するんであれば分

散でお願いしたい。以上です。 
 

（司会） 

ありがとうございました。 

他に、ご意見のある方いらっしゃりませんでしょうか。後ろの方、お願いします。 

 

（市民） 

先日、公開質問状を各市長のほうにお送りしたところ、徳島市に事務委託をしている

と、皆さんお答えいただきました。それについて、先ほど市長さんは、これから各市長と

相談しながらやっていくとおっしゃてましたけれども、私はこの文章をいただいた、いた

だいた文章を見た限りでは、徳島市に事務委託をしているので、私たちには関係ないよ、

その市町は関係ないしか取れないんですよね。予算444億円、配分されてますけれども、

この各市町の負担金、これはどのようになって決められたんでしょうか。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

他に、ご意見のある方、いらっしゃいませんでしょうか。時間も、残りわずかとなって

おります。せっかくの機会ですので、ご意見・ご質問のある方は、お願いいたします。 

 

（市民） 

2回目であれなんですけども、若干、周辺環境対策と若干ずれるかも分かりませんし、

今回こちらの地区で造るのが前提になるんかも分かんないんですけど、そもそも今回選定

された理由、安全とかね、その辺があったと思います。今リスク分散でありますとか、あ

と国のほうも広域を進めてますということがある中でですね、今回、仮にごみ処理施設が

できた場合、火災とかそういったリスクも背負うと思います。ただ、ハザードマップとか

ね、千年に一度のマップ等を見ておると、徳島市の消防署って、1階は浸かるような形に

なっておりますので、そういったところで、もし万が一するんであれば、こちらのほうに

広域の消防とかいう制度も利用してですね、こちらのほうに浸からない消防署なりを造っ

てはいかがでしょうかという提案でございます。以上です。 

 

（司会） 
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ありがとうございます。 

他に、ご意見のある方は、いらっしゃらないでしょうか。なければ、このあたりで切ら

していただけたらと思うんですが構いませんか。 

それでは、ご意見ないようですので事務局の方から一言お願いいたします。 

 

（井坂室長） 

先ほど、■■さんの方からご指摘いただきました議事録の開示については、私ども議事

録を開示すると説明しましたが、一度開示して、その後開示できていないのは、実際現実

でございます。改めて、情報開示の在り方についてしっかり検討して、できるだけ情報公

開についてはできるように考えていきたいと思っております。 

それと、6市町の負担金は、どう決められたかというご質問についてお答えさせていた

だきます。それにつきましては、6市町ですね、まず平成28年度に協議をいたしまして、

その中で負担はこうしようということで、協定書を取り交わしてということでございま

す。私からは以上です。 

 

（井内市民環境部長） 

私のほうからは、安全面ということで、先ほどからもこのごみ処理施設は、やはり大規

模な事業費、大規模な施設、どこに造るにおきましても、やってくるということで、やは

り自然災害とかあるぶんにつきましては技術管理をしっかりとしていかないと、というふ

うに思っておりますので、その辺りの対応につきましても、できるだけ考えてやっていく

べきだというふうに考えております。以上です。 

 

（司会） 

それでは、そろそろ少し早いのですが、ご質問も無いようですので、最後に本日の意見

交換会全体を踏まえまして、市長からご発言をお願いします。 

 

（内藤徳島市長） 

本日は、大変お忙しい中、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、皆さまからさまざまなご意見を仰せいただきまして、本当にありがと

うございました。本日、先ほど広域でなく単独でしてほしいだったりだとか、いろんなご

意見いただきました。本日の意見交換会でいただいたご意見とか配布しているアンケート

のご意見など、これに関しましても他の5市町の首長さんとも協議させていただきます。

そういったご意見など参考にさせていただきながら、今後の事業の進め方につきましても

判断をしてまいりたいと思っております。本日は貴重なご意見いただきまして、本当にあ

りがとうございました。そして、まだ言い足りないだとかこの場であまり発言しずらいと

かいろんなことがあったと思いますので、皆さまにお渡ししたアンケート、出口でも回収
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しておりますし、コミセンなども回収しておりますので、またご意見いただければと思い

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、退出ですけれども、出口に近い方から順に密にならないようにご退出いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

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。

お気を付けてお帰りください。 

閉会 

 


