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開会 

（司会） 

 渋野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。 

 まずはじめに、事務局から注意事項をお伝えするんですけれど、その前に本日報道関係

の方がいらしておりまして、発言をされる場合には首から下を撮影をされるということで

聞いております。また遠目に全景を撮るということでございますので、少しは小さくは顔

が写る可能性もございます。お顔が写るのがもし都合が悪いという方いらっしゃいました

ら、挙手をお願いいたします。特に問題ございませんでしょうかね。それと本日出席の方

が大変少のうございますので前の方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のでよろしくお願いいたします。 

 それでは注意事項をいくつかお伝えいたします。 

 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いたします。 

 本日の資料4ページ、裏面の最終ページですけれども、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していただきますようお願

いします。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、順番を守って発言していただきますようお願いします。 

 また、多くの方のご意見を伺うため、長くても3分以内でお願いしたいと思っておりま

す。 

 

（市民） 

 何をぬかっしょんなおら。 

 

（司会） 

 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してください。 
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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の件でございます。本日報

道で皆さんご存知と思うんですけれども、昨夜20時徳島県内で11例目、徳島市内で5人目

の感染者が確認されたということでございまして、20代男性の会社員ということでござい

ました。その後、この夕方ですね、さらにこの方の同僚の方が感染をしたということの発

表がなされております。コロナウイルス感染症対策といたしまして、席の間隔は1ｍ空け

ておりますが、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。 

 3点目ですが、大変暑い中ですが、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

ンなど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、ご退出の

上、ご自宅で休み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） 
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 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。 

 

（原田環境整備室長補佐） 

 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、ご承知のとおり平成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お話

ができていないと感じておりまして、本日は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
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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を伺

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

ご意見を伺います。 

 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、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、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。 

 

（市民） 

 はよ始めてください。 

 

（司会） 

 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。それでは前列の方お願いします。 

 

（市民） 

 ■■と申します。はじめにね、この会の今日のテーマですね、対話というそういうこと

からお話しさせてもらいます。今世間では多くの市民が新型コロナウイルスの感染拡大を

心配する中、内藤市長が意見交換7月23日から25日の間で5回開催されると報道されまし

た。しかし、7月23日飯谷町で意見交換が開催したその模様を聞いたところ、事前の広報

チラシの内容にはごみ処理の施設について、テーマごとに市長との意見交換を予定してい

ますとあるにもかかわらず会場では今日配られたチラシのように③意見交換、意見に対し

て事務局が回答しますなどと、市長との意見交換会とはまったく呼べない内容が書かれて

おり、その書かれていたとおりに進行したと聞きました。 

 今のように、会が始まって7時半から始まってほぼ15分程度事務局が時間を費やしてお

ります。このような会は意見交換会とは呼べず、市長が出席した単なる説明会です。市民

が各々聞きたい内容に市長が答えそういう形が本来の意見交換会であり、環境整備室が作

成したテーマに沿って職員が時間を浪費するためだけの一方的に説明するやり方であれば

市長が同席する必要はありません。徳島市の全市民は真の対話を望んでいるのであり、こ
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れまでどおりの説明会では納得できないのです。各行政、国、県、市町村は共に住民自治

の上に成り立っています。多くの住民の意思に反する決定は違法です。よくお考え下さ

い。 

 ここで質問ですけど、内藤市長はごみ問題の現状を現地も見聞きして、意見交換会へ臨

まれているんですから、今の市長の見解を市民に聞いていただくべきではないですか。 

 笑っていらっしゃる。一問一答で答えてもらえる。市長との交換会ですね、対話ですや

ん。言えば、市長が答えないで事務局が答えるっておかしいんじゃないですか。私は市長

の意見を聞きたいんです。 

 

（司会） 

 回答につきましては、事務局も回答いたしますし、市長もご回答させていただいており

ますのでその形で進めさせていただきたいと思っております。 

 

（市民） 

 それとね、じゃあ答えないんなら2問目。内藤市長、意見交換、今は対話をする自信と

知識がないのでしょうかお答えください。これも答えられない。じゃあ次の人に回します

わ、答えがないようですから。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございました。会のやり方等についてのご意見ということでございま

す。 

 

（市民） 

 批判じゃ。 

 

（司会） 

 他にご意見ございませんでしょうか。最初のテーマにつきましては、新施設の必要性と

いうことでございます。本日大変参加の方が少のうございますので、できるだけこちらの

ほうからご意見なかなか出にくいかもしれませんので、それぞれ振らしていただこうかな

と思っております。質問なければ、そのままパスしていただいてもよろしいですけど、ま

ず白いシャツの方特にございませんか。よろしいですか。なければ、お隣の方いかがです

か。 

 

（市民） 

 時間の浪費だろう。手挙げてもうたらええだろう。 
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（司会） 

 特にご意見ないでしょうか。 

 

（市民） 

 はい、ないなら質問します。 

 

（司会） 

 なければ、最前列の方にもう一度伺いたいんですけれど、他にご意見ないでしょうか

ね。 

 

（市民） 

 時間の浪費やで、ないんやったら。 

 

（司会） 

 2列目の青の男性の方、特にございませんか、いいですか。後ろの黒のシャツの方いか

がですか。 

 

（市民） 

 時間使うなよ。 

 

（司会） 

じゃあ緑の方お願いいたします。 

 

（市民） 

 渋野町伊予王子から参りました■■と申します。①のだけの質問なんですよね、私の興

味があるのは③なんで、できたらそっちの方に時間を割いていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

（司会） 

 それでは、③の時間をというご意見をいただいております。先ほどの会の運営の方法に

つきましてもその他の項目で時間を設けているのですが、新施設の必要性についてご意見

なければですね、この辺りでまとめさせていただく、区切らせていただくのですが、特に

ございませんでしょうか。なければ事務局のほうから回答お願いできますか。 

 

（井内市民環境部長） 

 新施設の必要性ということでございますけども、また、会の進行の仕方ということでご
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質問いただきましたので、それにつきまして回答させていただきたいと思っております。

冒頭で司会のほうからも話ありましたけども、市長が地元のほうに出向いてできる限り多

くの方の生の声を聞かしていただきたいということでございますので、こういうような進

行をさせていただいてるところでございます。ご理解賜りますようよろしくお願いいたし

ます。私からは以上でございます。 

 

（司会） 

 では、市長から一言お願いいたします。 

 

（内藤徳島市長） 

 いろいろなご意見あるかと思うんですけれども、今回のこの会に関してはフラットな立

場で皆さんの意見を聞くというふうな形で臨ませていただいております。そういったこと

も5市町との連絡会議で私は発言させていただいて、他の首長さんにもそういった形で話

を聞いてきてくださいというような形で、今回臨ませていただいております。ということ

をご理解いただければと思います。私からは以上です。 

 

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いたします。平成31年3月に制定をした、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掲載をしておりますが、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、皆さんからのご意見をお伺いい

たします。 

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。ご意見のある方は挙

手をお願いいたします。 

 まず、白の方、手を挙げていただいております。 

 

（市民） 

 お世話になります。多家良町から参りました■■と申します。今の件についてですけれ

ども、環境に与える影響ということです。今度新しくできる施設は、環境基準は守られて

建てられるものだという主張でありますけれども、この飯谷町枇杷ノ久保には既に産業廃
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棄物の処理場があります。そこのダイオキシン濃度とかはご存知でしょうか。把握されて

おりますでしょうか。先日視察に行って参りまして、社長さんと意見交換をさせていただ

きました。それまでPRTR法をホームページでダイオキシン濃度が公開されております。今

まで、この平成28年度でこの計画発表なってから、それまでは、800とか600とかいう数値

がホームページ上で公開されていました。この話が公開されたのち50とか100とか少し下

がったんです。ですけど、昨年2019年度のデータではまた200という数値に上がっており

ます。そういうことを社長さんに伺ったんですけれど、そのホームページの数字の存在自

体、承知しておりませんでした。このように私たちはこの地元は既に廃棄物処理に関する

役割を十分果たしております。被害も受けております。そういうところに改めてこういう

広域の大規模な施設を持ってくるのは非常にやめていただきたいと考えております。そう

いった産業廃棄物処理場に対する認識はおありでしょうかお伺いします。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。産業廃棄物等に関する認識というご意見いただいており

ます。他にご意見のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 今前列のお二人の方が手を挙げていただいておりまして、もし、初めての方がなけれ

ば、ちょっと確認なんですけれども、後ろの方でご意見のある方はいらっしゃいませんで

しょうか。特になければ前の方を指名さていただくのですが、ございませんか。それでは

前列の方お願いいたします。 

 

（市民） 

 2回目ですけどよろしくお願いします。この8ページの14番、⒁を見てください。これを

読み上げます。 

 現在までの説明会では、有害排気ガス類の排出基準は（排出ガスの吐出想定速度も示さ

ないままにppm等で）記述されております。これでは煙突から1秒間に排出される排気ガス

全体積の内、ある特定有害物質の濃度は、全体積の内の1㎥の中に何ppm含まれているかが

分かるだけで、1秒間に排出される、先ほどの何ppm、何㎎とか何ナノとかいうのはありま

すけど、1秒間に排出されるある特定有害物質の総重量は1秒間に排出される体積がわから

なければ計算できませんし、年間排出総重量も当然わかりません。徳島市の説明は一方的

で信用できないのです。徳島市の説明では、ただ単に1㎥当たりに占める有害物質の割合

（ppm等）でしかないのです。徳島市は基本計画においてごみ組成調査を行っているので

平均的ごみを燃やした場合の有害物質ごとの年間総排出量を予測値として公表するべきで

す。ダイオキシンを例にとると0.1ng-TEQ/㎥N、これは記号でして今ちょっと覚えてませ

んけど、0.2㎏/年等と表記されるべきと考えます。なぜなら、ダイオキシンによる一人当

たりの致死量は0.04㎎とのことです。日本の総人口を1億2千万人だとすると5㎏あれば日

本人のすべてが死亡する致死量に相当するとのことです。疑問があれば計算、検証してみ
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てください。 

 PRTR法にも対象となる事業者として20番一般廃棄物処理業、21番産業廃棄物処理業と記

載があります。■■の平成29年度の届出数値、大気への放出量22㎎-TEQ/年を信用すると

して、私はこれを信用してないですが、22㎎を0.04で割ると550人が死ぬ致死量に相当し

ます。廃棄した重量290㎎-TEQ/年を信用して、これを0.04で割ると7,250人が年間で死亡

する重量となります。これが大気中に放出された重量を致死量で除した値と廃棄した重量

と致死量で除した値で、それぞれ年間550人が急性中毒で死亡する重量と年間7,250人が急

性中毒で死亡する重量です。ダイオキシン類はごく微量でも人体に長く留まり、発がん性

が高く、人体の様々な場所に異常な症状をもたらします。ここから質問です。ごみ焼却施

設から石炭火力発電所よりも多くのCO2を排出すると聞いておりますが、温暖化物質CO2等

を含むすべての排出ガスを対象として年間の総排出重量、各有害化学物質ごとの総排出重

量も併記して、説明していただけますか。ご回答ください。内藤市長これ今見たもんが理

解できるなら回答ください。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。それではお隣の方お願いします。 

 

（市民） 

 ■■です。私も新施設の重要性、必要性は感じます。でも枇杷ノ久保には反対をしま

す。それで、この新施設の運営は公設民営なんでしょうか。それと鳴門市の処理場で焼却

施設で、数値を間違って、誤って出して市民の不安が起きることがありました。公設民営

となれば責任をもって徳島市が造ったとしてもあとの民間業者が5年、10年、15年と稼働

させていく中でどんな変化をさせるか運営の仕方、最初のような気持ちでずっと継続的な

ことがなるか。例えば、その処理水なども勝浦川への放流はないとなっておりますが、想

像なんですが、施設の中で地下への浸透をもって河川への放流はないというようなことが

まかりとおるのであればこれは非常にまずいことだと思いますので。そういった、枇杷ノ

久保では反対なんですが、海の近くのマリンピアとか論田とかは、たちまちいい候補地に

なんるんではないかと思っていますが。このことちょっとお願いします、聞きたいです。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。他にご意見なければここで区切らせていただこうと思い

ますがこれまで発言のない方特にご質問ないでしょうか。お１人手が挙がりましたので後

ろの方お願いいたします。 

 

（市民） 

 渋野町から来ました■■です。この表にある法基準値、自主規制値、東部環境事業所と
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か西部環境事業所の数値と比較するとかなり低い感じには書いてますが、これが新施設の

目標、基準値と定められていると思うんですが、このとおり仮に新施設ができたとしてこ

の数値以下、この書いとう数値以下でずっと運営することがほんとに可能なんでしょう

か。それが聞きたいです。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。この規制値が達成できるのかというご質問でございま

す。他にこういった環境に与える影響についてご質問等、ご意見のある方いらっしゃいま

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れども。 

 最後もう一度お願いします。 

 

（市民） 

 3回目です。東部、西部も■■も煙突から白く出てるものはみな水蒸気だと。このあい

だ7月14日ですか、井坂さんに聞いたら、こんなん安全ですよ、今度の施設は絶対安全で

す。これしか言わないね、あなたは。そんなことはない。今質問がありましたけど、この

説明会、今までの説明会に出てる値すべて私は信用できないと思います。大阪の淀です

か。0.0000007、0が7つぐらい並んでますよね、そんなの信用できませんよ。国の規制値

は0.1だとそれより以下にしますと。それを言うなら、今、■■さんから質問ありました

けど。最新の、淀が最新なら、0が7つ並んで7が。建つとそういうとこよりも少なくする

というならわかるけど、0.0000007か知らんけど、その横に0.1の基準があって国の基準よ

りも厳しくしますと書いてあるだけでそんなの信用できると思う。井坂さんの言う「煙突

から出ているすべて白い煙は■■さん水蒸気です。」そんなこと小学生でも信用しないと

思いますよ。内藤さんそんなこと信じるの。あなたはそんな馬鹿じゃないでしょう。そう

信じたいんですけどいかがでしょうか。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。水蒸気等の疑問というふうなご意見でございました。そ

れではここで区切らせていただきたいと思います。事務局の方から回答を順にお願いいた

します。 

 

（市民） 

 なんで内藤さんが回答しないの、今日は市長との対話でしょ。 

 

（司会） 

 大声を出すのはお控えいただけますでしょうか。順に回答させていただきますので。 
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（市民） 

 今日は市長との対話でしょ。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 これまでにですね調査してきたことに対するご質問等につきましては事務局のほうから

回答させていただきたいと思います。ご了承ください。 

 

（市民） 

 今までの説明と一緒じゃないか、それじゃあ。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 まず、ダイオキシンの排出量、隣接する施設の排出量について■■さんの方からご質問

をいただきました。それでですね、隣接する民間の施設の状況、施設のダイオキシンの法

基準値っていうのがですねダイオキシン類こちら資料2ページのダイオキシン類と同じ単

位をng-TEQ/㎥Nの単位の分で回答させていただきますが、隣接民間施設につきましては法

基準値は5になっています。実際、測定結果というのが、私手元に数値をもっております

が1.5ということで基準値は守られております。この1.5という排出数値をですね、これが

平成30年8月22日に測定したものですが、この数値を基にですね1年間の排出量を換算した

PRTR法に基づいて総排出量を換算した場合、平成30年の数値は260になるということでご

ざいます。ですので、国の排出基準は守られているということでございます。それと現在

この2ページ載せております資料のような環境保全目標値新施設の基準は守られるかとい

うご質問もいただいております。実際技術もどんどん進歩しておりますし、規模が大きく

なって、なればなるほどしっかりした設備投資もできるということで、法基準値をさらに

上回る、低い自主規制値を設けて運転ができるものと考えております。実際、ダイオキシ

ンの数値もですね、法基準値と自主規制値しかこの資料には載せれてないんですが。例え

ば、現在の東部環境事業所を例にしますと法基準値が5、自主規制値が1となっております

が、実際平成30年度の実績では0.0029という数値で運転ができております。あくまでこの

自主規制値というのは、ごみを焼却する中で、いろんなごみの状態、ごみの量によって排

出する数値っていうのは、瞬間的に変わっておりますが、どんなに悪い条件であってもこ

の数値は超えないという条件で、これを超えるような数値が出ると、施設の運転を止める

という数値がこの自主規制値でございます。実際の運転というのは先ほども申しましたよ

うに東部環境事業所で言いますとダイオキシン類、1であるところを0.0029で運転できて

いる。西部の環境事業所でいいますと1であるところを0.002という数値で運転できている

というような現在の施設の状況でございますのでご安心いただけたらと思います。 

 

（市民） 
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 井坂さん、法規制値は淀の場合0.1以下になっとるぞ、今、1っちゅうたけど。0.1違う

か。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 私からは以上です。 

 

（司会） 

 緑の方。 

 

（市民） 

 ■■と申します。私は渋野青果物出荷組合、地元の組合長をさしていただいておりま

す。それで出荷組合の組合長は、オートマチックに徳島市の果樹産地協議会の構成メンバ

ーを務めております。でもって、ここで言いたいのは金谷の■■さんに続いてなんですが

枇杷ノ久保の民間の焼却施設ではあるんですが、私はみかん農家でもありますし、飯谷の

みかん農家が煙突の近くでみかんの苗木を植えたんですがすべて枯れてしまいましたと。

これは枇杷ノ久保の処理施設の話なんですがこれとは関係ないんですけどね。徳島市内の

果樹農家のためにならんことは、私はここで一言申し上げないと役でないと思いまして、

付け加えさせていただきました。ありがとうございます。 

 

（司会） 

 すみません。個別にご質問でしたら、後でさせていただきますけれども。 

 

（井内市民環境部長） 

 新施設の影響でございます、環境に与える影響についてご説明させていただきます。環

境保全目標っていうのが、やはり一番重要なことでございまいて、自主規制値というのを

こちらのほうで設定させていただいております。施設を維持していく上で、ずっとやって

いく上でこの値が守られるのかどうかということなんですが、先ほど室長からもご説明あ

りましたように、この自主規制値を守っていくということでございまして、守れるような

形で老朽化に対しても、いろんな手だてをしていくということでございます。 

 

（市民） 

 数値の改ざんか。 

 

（司会） 

 今、白のシャツの方から整備室長の回答に関するご意見ということでございます。 
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（市民） 

 井坂さんが今お答えいただきまして、既存の名前も言いますけど、■■の200という

PRTR法で公開されている数値も基準値以内であるという話ですけれども、社長さんの答弁

でもそのようになっておりました。ただ、私が今問題にしたいのは全国のダイオキシン濃

度、そのホームページPRTR法で環境省の作っているホームページで見ることができます。

比較した時に非常に高いんです。で、入田町にも■■という産業廃棄物の処理場がありま

す。そこの数値は40ぐらいまで、多くて40ぐらいまでで止まっています。東部環境事業所

とか西部環境事業などは一桁です。0.いくつという様な数値もあります。でも■■に関し

てはずば抜けて、飛び抜けて高い数値なんです。その原因もある程度分かってきたという

か、そういうことも見えてまいりました。ですので、そういうふうな所に持ってこられ

る、そういう認識をもってこの話を考えていただきたいという要望です。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございました。整備室長よろしいですか。それでは、市長のほうから

一言回答お願いします。 

 

（内藤徳島市長） 

 皆さま方からのご意見をいろいろお聞きしまして、皆さま全体的に環境に与える影響で

あったりとか、果樹に与える影響だったりとか、今のこの施設の話ではないですけれど、

今の運転されている業者さんのダイオキシンンとかいろんなものに対する不安があるとい

う声を承りました。で、やはりそういったことも踏まえて5市町の首長さんにも、もちろ

ん今のご意見をお伝えいたしますし、そういったことも踏まえて今後どうしていくかって

いうことを検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

 

テーマ③（新施設の計画について） 

（司会） 

 それでは次に、③新施設の計画について、ご意見を伺いたいと思います。 

 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す。 

 これ以外にも既に基本計画では、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

ない方ぜひともせっかくの機会でございますので、ご発言をお願いしたいと思っておりま

す。ご意見のある方挙手をお願いいたします。 

 もうすでに発言のある方挙手があがりましたけど、他にいないでしょうか。なければ、
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今、手を挙げていただいてる方を指名しようと思うんですが、それではお願いいたしま

す。 

 

（市民） 

 ■■です。よろしくお願いします。施設整備計画についてでありますけど、一昨年の年

末あたりから、パブリックコメントを実施されました。そして聞くところによりますと、

10とか20集まってくるのが一般的だと聞いております。それが今回は500以上のパブリッ

クコメントが集まったということです。そうして、市のホームページとかで若干箇条書き

でどういった内容があったかということは私も記憶に有ります。ですけれども地元のこう

いった説明会の場でどういったパブリックコメントがあったかという具体的な内容につい

ての説明は受けてないと記憶しております。そして、最も重要なパブリックコメントの一

つとして昨年の2月ですけれども、広域ごみ処理問題を考える市民連絡会というグループ

の方の一般公募で、市民会議に■■さんという方が入っておられました。その方が出され

た資源循環型処理方式、処理計画というのを提案いたしました。市役所のほうで、会議室

で主だった市、環境部の役員さん方集まっていただいて、専門家が作り上げた綿密なるコ

スト計算によります、計画書です。その場でいらしたのは井坂さんのみです。現在、その

前におられる中で。ですから、井坂さんにお聞きいたします。その時の議事録も読ませて

いただきました。その資源循環型処理方式、処理計画というものは、一番にメリットは重

金属類有害物質である亜鉛とか、スズとかクロム、砒素そういったものが塗料の中に入っ

ておりますので焼却灰の中に含まれております。それを取り出してそして資源として再利

用していくという考え方であります。 

それともう一つは、厨芥類、し尿汚泥、下水汚泥も発酵処理して、メタン発酵処理をし

て、そしてメタンガスを取り出し発電するという考え方です。そしてその残さからリンを

取り出します。そして肥料として再利用していくという提案をしております。その場合、

井坂さんが答えておられる中に発酵処理、バイオ発酵処理をしたとしても排出される二酸

化炭素ですね、温室効果ガスの量は混合処理方式、今提出されている混合焼却方式と二酸

化炭素の排出量は変わらない。それで。あー時間が、続けてもよろしいでしょうか。 

 

（司会） 

 できるだけ簡潔でお願いします。 

 

（市民） 

 すみません。そして、ここでは発電をします、この現計画では。それで発電所で出る二

酸化炭素の排出量を抑制できるので、この混合焼却方式がベストだと考えておるという井

坂さんの答弁があります。で、昨年の小集団の集会の場でも、ある女の方が下宮井ですけ

れども、発酵処理をするような、燃やさない、発酵処理をするような処理の仕方は考えな
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いんですかという質問に対しても、井坂さんが、その時井坂さんは担当でしたので答えて

おりますけれども、同じように燃やしても処理をしても最終的に出る二酸化炭素の量は一

緒ですので、発電をするこの現計画の方が環境にやさしいというような答弁をされており

ます。しかしですね、すいません時間が長く、メタンガスを取り出します。そしてメタン

ガスで発電をします。ですから発電をやはりこの発酵処理、メタンガス発酵処理でも発電

はできます。おまけにですね、メタンガスでの発電は売電価格が39円です。この現計画の

ストーカ炉での熱での発電単価は17円です。倍以上高くなっております。再生エネルギー

のFIT法というのがあって時限立法ですけれども非常に高く、倍以上に高く買っていただ

けます。結果としてですね建設費はさほど変わりませんけれども、若干資源循環型の方が

安いんですけども運営費、ランニングコストが年間6億以上安くつきます。20年間稼働し

たとすれば130億円以上のコストが安くなります。こういうすばらしい未来に向けて最先

端の技術が提案されているのにもかかわらず施設整備を、どういう施設整備をしますかと

いう私達に対する質問、説明の中でそういった意見があったということは知らされていま

せん。私はこの春にそれを初めて知りました、そういう事実があったことを。市長には私

のこの意見を聞いていただいて考えていただきたいと思うんです。で、井坂さんは私のこ

の意見に対してどういうふうに答えられるかをお聞きしたいです。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。他に初めてご発言いただく方はいらっしゃいませんでし

ょうか。 

 

（市民） 

 ■■です。今回の意見交換会、渋野町以外も傍聴させていただいたんですが、やはり飯

谷町以外の候補地の公表についてたくさん意見がありました。前市長の時代は候補地は、

他の候補地は公表しないということで、議員にもどこかということは情報がありません。

これまでの説明会と違うところは内藤市長が市長選の時に掲げた市民との7つの約束の中

で私自身が地元に出向いて現計画に関するあらゆる情報を開示して住民の声を聞きますと

言っています。他の候補地を公表してもらえないと、どうして飯谷が選ばれたのか納得で

きないという意見もこの意見交換会でたくさんあがっています。でも、もちろん情報公開

に積極的な内藤市長に期待をして投票した方もたくさんおられます。で、やはりこの質問

に対してですね、市長がまったくお答えがないというのは私もすごく残念に思いました。

公表、今できないのならできないとか、検討をしているとか、公表をするかしないかもま

だ考えていないとか何か市長の言葉でお答えをいただきたいと思います。この情報公開を

していきたいというこの約束についてもどういうふうに考えているのか教えていただきた

いと思います。以上です。 
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（司会） 

 はい、ありがとうございます。他に今まで発言をされていない方ご意見ございませんで

しょうか。なければ、前列の方、手が挙がってますので、指名させていただいてかまいま

せんでしょうか。それでは緑の方お願いします。 

 

（市民） 

 たびたびすみません。私は以前徳島県廃棄物問題ネットワークの会員でありました。先

ほど■■さんの資源循環型処理方式はすばらしい、いろんな意味でいいお話なんだなあと

思いましたので、廃棄物問題ネットワークもかなり力のある組織であります。であればこ

の現計画を反対するという非常にせつないんですが、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置いてですね、■■さんがお話しされた方式をとられたら市民の納

得、そういったもののパーセントが上がるんではないかというふうに考えます。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。他になければ、ここで区切らせていただこうと思います

が。じゃあ最後、お願いします。 

 

（市民） 

 すみません、4回目です。今、■■さんと■■さんから徳島県廃棄物ネットワークの話

が出ましたが、そこの主催者は■■さんであり、この人の背後には■■の■■さんがおら

れましてなんでも焼くべきだと、焼いてリンを回収すべきだと、その中で■■さんが言わ

れたように市民会議に参加されてる方は、この文書にも書いてありますが、市民会議が

「新施設に期待すること」という文書を提出した人がこの中から選出されて、その県廃棄

物ネットワークから選出された方もその提出をされている方の一人です。私は大きい声で

言いたいのは飯谷町枇杷ノ久保には決して広域ごみは作らさないんだと。今のお話もトン

ネル方式の、■■さんが唱えていた話もすべて焼却、ごめんなさい、ガスなんか取った後

の、残さをペレット化して違う会社で燃料化するというペレット方式、ガスを取った後の

残さをペレットとして再燃焼さすと。これは井坂さんの言われている燃焼方式とほとんど

変わらない。私は今のお二人の発言に疑問を呈する一人です。それに関して私は一言いい

たかったのと、ついでに言わしてもらいますね。内藤市長は新聞の7月14日の総合紙面に

市長市民と意見交換この記事で事業の進め方について市長自ら地元住民の意見を聞いて判

断すると記述されていることをご存知でしょうか。この表現者は新聞社側であり、市長の

発言と異なる可能性は十分あると思れますが、この表現は進める、退くではなく、進め方

であり、この表現が間違いでなく、内藤市長の真意であるならば、意見交換会との位置づ

けもパフォーマンスであると言わざるを得ません。 

 問3-1です。また、内藤氏は今後も6市町の枠組みで進める方針を確認したと新聞紙面に
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記載がありますが、全出席者の首長には現計画は規定路線どおり進めますと確約・合意が

あったのでしょうか。お答えください。答えないね。 

 問3-2。内藤市長の言う意見交換会や対話は一部の報道等によると市長のパフォーマン

スであり、市長選挙に絡み、裏側でうごめく闇の集団などとのしがらみにより、白紙撤回

の選択はあり得ない、とする意見も聞かれるのですが。各ごみプラント企業やコンサルタ

ント会社、廃棄物処理企業・関連企業などとの面識・お付き合いがあればすべてお教えく

ださい。言えますか。言えない。 

 次行きます。3-3内藤市長は現在のお気持ちとして現計画を白紙撤回する可能性を少し

でもお持ちでしょうか。それとも白紙撤回などあり得ないとお思いなのでしょうか。お答

えください。 

 まだ、あるな。新聞19日の記事には徳島市の保育園整備縮小に関して2名の大学教授の

考え方と編集後記が記載されておりますが、広域ごみ施設建設計画においても、反対意見

の人と賛成意見の人との対話、議論の場が提供されないまま今日に至っております。協議

会や連合協議、飯谷町ごみ対策協議会は大多数の住民を除外した形で最近まで非公開で開

催され、遠藤市長、環境部、整備室とともに現計画を推進してきたのです。ここには対話

を行う場もお互いの主張を戦わす議論の場もともに設置されて来なかったのです。4月の

市長選で内藤氏が公約の一丁目一番地掲げて来たのが市民との対話だったと新聞に記載さ

れ、徳島市長の公約が揺らぎはじめており、市民の不信感が募っている。また対話の政治

姿勢が揺らいでいることも批判されています。内藤市長は遠藤氏を批判して当選したので

すから今後はごみ問題以外でも反対する団体・個人とも積極的に対話、議論を重ね、ごみ

処理に関しては産廃、一般に関わらず将来像、理想像を掲げ、ともに世界に誇れるごみ処

理を見据え考えていただきたいのです。これ最後です。内藤市長は国内で一番若い女性市

長として世界に誇れるごみ処理を市民とともに目指すお考えはお持ちでありませんか。お

答えください。 

 

（司会） 

 ありがとうございます。それでは、ここで切らせていただきます。まず、事務局から順

に回答お願いします。補足有りますか。お願いします。 

 

（市民） 

 たびたびすみません。■■さんの話に■■さんの後ろに■■の■■さんが全部焼却だと

いう話、これは当たってはない。はずれてるとは言いません。でも■■は豊島の問題、そ

れから豊島で産廃の処理をしました。大阪の能勢でごみの処理をきちんとやりました。■

■の能力は高いと思います。 

 

（司会） 
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 はい、ありがとうございます。事務局のほうから順に回答お願いいたします。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 先ほど、■■さん、■■さんのほうからご提案、ご提案というかご意見、ご提案のあり

ました資源循環型ごみ処理方式のことについてまずは私、徳島市の見解を述べさせていた

だきます。 

少しその前に経緯を申しますと、資源循環型ごみ処理方式を提案していただいたってい

うのは、平成29年のですね5月私どもが現在作っている施設整備基本計画の柱となる項目

を皆さんに、この場であるとか、ご説明にあがりました。そして、その後地元の方以外の

有識者のご意見を聞きたいということで市民会議を立ち上げまして、その委員さんからご

意見をいただいていたところですね、資源循環型ごみ処理方式ということで、生ごみであ

るとか発酵されたもの、発酵したものからまずメタンガスを取り出して、そしてなおかつ

その残さから現在日本が輸入に頼っているリンを回収するという計画でございました。こ

の計画について私どもも見せていただいて、いろいろ考えたんですけれども、これですね

うまくいけば本当にいい計画かもしれません。ただ、徳島市が今度整備しようと、基本計

画でしていた施設というのはですね、関係6市町から搬入される一般廃棄物の中間処理を

すべてこちらの施設で担うという施設でございます。ですので、将来に渡ってまずは安定

的に処理できる施設、施設の整備というのが求められるところであります。実際資源循環

型ごみ処理方式っていうのはですね、全国でこの方式を取り入れて運転している自治体と

いうのはどこにもございません。そういった施設を徳島市で初めてこの施設でするってい

うのはちょっと難しいと考えた次第でございます。 

それとですね、もう1点バイオガス化施設についてもお話をいただきましたが、バイオ

ガス化施設につきましては、生ごみを発酵させてそこからメタンガスを取り出すというも

のですが、それについては全国の自治体でも数例導入実績がございます。このため私ども

も実際本当にそちらの方が最新のやり方なんであればこちらを導入しようということで、

検討もしたんですが、実際ですね今回基本計画で作った熱回収施設っていうのはですねご

みを燃やして発電を行います。で、発電量が増えれば増えるほど電力会社が消費する石炭

とかを燃やす、化石燃料を燃やす量が減るということでCO2の排出量を抑制できるという考

えのもと、バイオガス化施設と両方検討したんですけど、やはりバイオガス化施設で生ご

みを発酵させてまずメタンガスを取り出す。そこでメタンガスは取れるんですが、そのあ

と残る残さ、メタンガス化施設から出た残り物を今度は熱回収施設に入れて燃やすわけな

んです。その時にですね、やはり熱回収施設に入れたものが、そのまま投入するより燃え

にくい、発電の量も落ちるということで発電の量を考えてもやはり、現在考えているスト

ーカ方式ということで燃やせるごみをいっぺんに入れてしまって燃やして電気に変えてた

ほうが効率がいいという結果になったものでございます。私からの説明は以上です。 
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（司会） 

 補足の質問ということでしたら。 

 

（市民） 

 ■■さんの話とか、今、■■さんの話、■■さんの話がありましたけど、どちらにして

も枇杷ノ久保で広域ごみを燃やした後、それと並行してそういうバイオガスとか、リンを

取り出す、そういう話だと思いますので、私は最初から各市町村が各々自分のところで処

理をするべき、広域ごみはすべきではないという立場で、なおかつできる限り内藤さんに

求めたいのはごみは最初から燃えるごみとして燃やすのではなく燃やさず、燃やさざるえ

ないごみ、最終的に家庭から出る厨芥類そういうものもある程度きれいに収集して、ここ

には今の燃えるごみの収集方法は駄目ですから、まとめてきれいな生ごみといいますか、

プラスチック類が混じらないように収集方法を替えていただいて、みんなも協力して替え

ていただいて、それを収集したものは焼かずに堆肥にするとか、企業から一杯そういう厨

芥類的に出る食料品の余りですね、廃棄しないといけないようなもの、パン屑であるとか

そういうものは堆肥にするのはもったいないかもしれないけど、その前に収集をちゃんと

して肥料にする。そういうことすると焼却しなけりゃいけない量っていうのは少なくなる

わけですよね。そういう意味で今論議がある広域ごみ処理をいかにするかということで認

める話ではなく各自治体が各々、各その自治体でどうごみの減量に努めるか、そしてその

ごみをどう処理すべきかそこから始めていただきたい。これが私の願いでありますので、

今の収集方法の中でリンを取り出す。そういう広域ありきの話ではないところで私は議論

をするべきだ、市長にはそれを心から求めます。これで終わります。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。回答事務局のほうからお願いします。 

 

（井内市民環境部長） 

 私のほうからは今後の事業の進め方ということでご説明させていただきたいと思いま

す。 

 

（市民） 

 進めるな。 

 

（井内市民環境部長） 

 テーマ③に書かせていただいてるように、今現在の計画でございますけども、この現在

の計画につきましては28年11月に枇杷ノ久保を最有力候補地として決定した後、計画を立

てたものでございますけども、本日、冒頭に市長がフラットな形でとご説明させていただ
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きましたとおり、その現在の計画で進めておりました環境影響評価、基本設計等をはじ

め、現に進めておりました3つの事業を一時中断をしましてどちらの立場でもないという

ような状況で地元の方の生の声を聞きに来らしていただいているところでございまして、

今後の事業の進め方につきましてはこの意見踏まえまして方向性を決定していくというこ

とになると考えておりますのでご理解を賜りますようよろしくお願いします。私からは以

上になります。 

 

（市民） 

 部長の発言に関連して言わして、お願いします。 

 

（司会） 

 時間の関係もありますので、じゃあ一言簡潔にお願いします。 

 

（市民） 

 部長今ね、進め方言いましたけど、私指摘したように「進め方」じゃ困るんです。退く

可能性があるんだったら進退を考えるというふうな内容のある表現にしてもらいたい。つ

いでに、他の5町の人からなぜ5町以外の人はここに参加できないんかと聞いてくれとなん

で私たちは除けられるんやとごみ問題には十分関心があるんだということで3点聞いてほ

しい。情報公開で徳島市にこのごみ問題っていうのはいろいろ情報公開求めるとみな黒塗

りだと。今まで遠藤市長の配下では、対応ではこういうことが多々あるんですけど、これ

をどう考えるか。徳島市は今後情報公開はメモ1枚に渡るまで市の職員が作ってでも協議

すると、公開するという考えがあるかどうかと。選挙戦では約2年間この事業を凍結する

と、ある場所で内藤市長自身が話したと、今凍結するという話、環境影響評価を凍結する

というだけでなしに事業を一旦止めるという話が2年間という話を私は聞いておりますの

でぜひそれを今日は明確に聞いて帰りたいと思いますのでこれも住民からの要望です。あ

と。 

 

（司会） 

 簡潔にお願いいたします。 

 

（市民） 

 ダブりますけど反対、賛成の意見交換をする場所が多家良行政地区以外ではないと今後

これどう考えているかこの3点よろしくお願いします。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。じゃあ、時間の関係もございますので、事務局のほうか
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らよろしいでしょうか。一言だけじゃあ。 

 

（市民） 

 先ほど部長さんのほうから、進め方についてのお話がございました。今回5町で1時間半

の説明を持たれましたが、今後の第2回目はあるんか。それと、私個人としては他の4町の

住民の方が、どういった意見をお持ちなのか私は存じませんので合同といいますか、施設

の広さには問題があると思うんですけども、聞きたいと思います。それと4町に関係のな

い方も税金を払いますし、恩恵も被るかそれは知りません。来るなっていう意見もあると

思いますから、それはそういった意見交換会を持たれたらいいと思います。それと付け加

えまして、最終的な進め方の1つの前の段階としての地元の同意ですね、これはどんな場

面で誰と交わして、協定書なり交わして、同意となりましたとなるんか。多家良の協議会

の中におかれます対策協議会の中にはごみは儲かるんじゃ、なんで反対してんねん、ごみ

を持ってきたらあんたらちゃあんとええことあんねんでって、いう方がきちんと場所をと

って対策協議会の中でお話を進めていってると私は十分聞きました。地元同意というのは

住民の誰をもって同意を得たとなるんですか、それを聞きたいです 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。もう一度事務局から大丈夫でしょうか。 

 

（井内市民環境部長） 

 それでは2点ほどお答えをさせていただきたいと思います。まず、次回の意見交換会の

ような開催についてでございますが、今回のこのような形でですね、市長来らしていただ

きまして生の声を聞かせていただいということでございまして、この中での意見が限られ

た時間でございましたのでアンケートというのも取っておりますので、それらアンケート

も踏まえましてですね、今後どんなような形で開催できるかも踏まえましてですね、検討

していきたいというふうに考えております。1点でございます。 

2点目につきまして、進め方ということでいただいておりますけども、進め方といいま

すか、この方向性の決定ということにつきましてですね、それぞれ今回いただきました意

見を踏まえまして、この事業をどういうふうに、どういうふうな形の方向にもっていくか

ということを、検討していきたいと、決定していきたいということでございますので、ご

理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

 それでは市長のほうから発言をお願いします。 

 

（内藤徳島市長） 
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 皆さま方からさまざまなご意見をいただきました。やはりいろんな方とお話を聞いたほ

うがいいんじゃないかとかそういったご意見もありましたけれども、やはり事務局側とも

きちんとお話をして今後、皆さんから出たご意見であったりとか、もちろんアンケートだ

ったりとか、もちろんこの場で発言しずらかったという方もいらっしゃるでしょうし、こ

この場に来れなかったという方もいらっしゃると思いますので、そういった方々のアンケ

ートとかも踏まえて、検討していきたいなというふうに考えております。 

 

（司会） 

 それでは、残り時間も少なくなってまいりました。最後の時間でですね、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ようと思います。この会場にお集まりの

皆さまお一人お一人に、それぞれにお考えがあるかと思います。一言ずつでも結構です。

できるだけ今まで発言をされてない方を優先しようと思います。ご発言をお願いしたいと

思います。前の方挙手いただきましたけれど、他になければ今お二人なんですけど、他に

ございませんか。なければ後ろの方から、お願いします。 

 

（市民） 

 井坂さんからお答えいただきましてありがとうございます。それで井坂さんのお答えで

はまだ全国的に資源循環型処理方式は取り入れられてないとそういった理由があって、な

かなか取り入れにくいっていう意見だと思います。現在日本では沖縄県の浦添市で1か所

でも資源循環型をやってるんですけど、リンを取り出すということはやってないそうで

す。ですから、日本初ということになります、これを取り入れましたら。市長、お聞きい

ただきたいんですけれども。ですから、この資源循環型処理方式、ぜひ勉強していただい

て、どういうことなのかって聞いていただいて、考えていただけたら、豊島のあの産廃を

平成17年度にもう処理完了しています。資源も再利用できるように実績を上げておりま

す。もう確立された技術だと聞いておりますので、ぜひ勉強していただいて、全国に先駆

けた事例となるようなことをやっていただきたいと期待をいたします。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございました。他に今までご発言いただいてない方でいらっしゃいま

せんでしょうか。じゃあ後ろの方お願いします。2回目となりますがお願いします。 

 

（市民） 

 すいません。1点だけ確認させていただきたいんですが、先ほど井坂室長の方から発電

でリサイクルをしていくというお話しがあったんですが、議会の方で質問の答弁でこれま

で今度の新しい施設は発電目的ではないと。生ごみにつきましても、今、バイオガスとか

堆肥とか燃やさない処理方法ありますので、そういった将来的に生ごみを燃やさない方向
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でいきたいというのは本会議の方でご答弁いただいています。ちょっと誤解を、発電目的

というように聞こえてしまいましたので、やっぱりこの方向性に変わりはないのか、市長

は代わりましたけれどもこの方向で行くということに変わりはないのか確認をさせていた

だきたいと思います。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。あと、ご意見なければ最後前の方にいこうと思います

が、よろしいでしょうか。じゃあ、すいません後ろの方、手挙げましたので。 

 

（市民） 

 道路の件なんですけれども、候補地上流に橋梁を新設すると書かれています。川は勝浦

川で国の管理かと思います。道路については、徳島上那賀線は県道でないかなというふう

に思っております。これに橋を架けるというのは市道として橋を架けるのか、県道として

橋をかけるのか、そういう協議というか、すり合わせというか、それができておるのかど

うかということです。それが1点。 

2点目は事業費です。事業費が445億円ということですけど。各自治体の負担金は201億

円その差額の244億円はどこから賄うのかと。で、徳島市は91億円負担するということだ

けれども、この91億円の財源は何なのかと、市税でいくのか、国の補助金とか負担金と

か、または起債とかそんなんでいくのか。その445億円の財源の内訳を教えてほしいと思

います。 

 

（司会） 

 はい、ありがとうございます。最後。 

 

（市民） 

 2点ほどね。今の建設計画をね、やめていただける。僕は広域ごみを大反対の立場でみ

んな物申してます。今までの説明会の中で建設計画の中に、巨大なため池が密かに計画、

すみません8ページにあります、計画、図表示されています。現在、四国を始めとして、

南海・東南海地震、その連動なども心配される中、ため池は台風や集中豪雨などでも土手

の決壊が心配されています。計画池は土石流の危険渓流でもあり、普段の降雨などでも貯

留せず、そのまま流すのが安全です。 

 質問20でね、このような地形になぜため池を計画するのでしょうか。ご回答ください。 

 質問21で、巨大なため池の計画は■■に必要な施設を徳島市が便宜を図る目的で建設を

計画しているのでしょうか。という2問ですね。 

 他にちょっと移りますが、先ほど渡邊亜由美市議はこの会場に来るのは2回目だと、他

の会場にも出て、ここにも2回目出たというのは、この徳島市が計画したこの意見交換会
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で1回でおやめください、多数回出るのはおやめくださいという文言が確かにあったと思

うんですけど、渡邊亜由美さんは議員としてどこでも何回でも出てるんでしょうか、それ

を事務局の方にお聞きしたい。最後に質問25でありますがこれ9ページにあります。渡邊

亜由美市議は■■元市議の議席を引き継ぐ形で当選し、現在2期目でありますが、2期目を

目指したチラシには■■元市議が渡邊を応援する言葉として、「私が大事にしてきた弱い

ものの立場で、地域の声を市議会にという立場を引き継いで、議員としてがんばっていま

すから、ご支援お願いします」という文言があったんですよ。でも、当選当時から■■元

議員の言いなりで、多くの地域住民を陥れる行為を続けているのです、任意団体の一部委

員からの意向を反映する立場で、地域住民の声を無視して議会で発言しているとも言えま

す。最近までの共産党徳島市議団の5名は加戸悟団長の下、遠藤元市長の与党として。 

 

（司会） 

 すみません、テーマと関係のないことについてやめていただけますでしょうか。 

 

（市民） 

 二人三脚でこの現計画を推進してきたことをご存知でしょうか。 

 

（司会） 

すみません、テーマと関係のないことについてはご発言をおやめいただけませんか。 

 

（市民） 

 広域のことですから。 

 

（司会） 

 それでは、ここで区切らしていただきたいと思います。渡邊市議につきましては、市民

としての参加は今日が初めてということでございまして、あくまで昨日までは傍聴席でご

ざいます。それでは事務局の方から回答お願いします。 

 

（市民） 

 多家良行政地区以外の人が参加していいんですか。誰が認めたんでしょうか。 

 

（井坂環境施設整備室長） 

 搬入出ルート、橋を架けるっていうご質問に回答させていただきたいと思います。ま

ず、勝浦川については、2級河川ということで県の管理ということです。そこに架けると

いう橋について、これまで県と協議してきた中では、勝浦川の右岸のほう県道16号線が通

っております。左岸のほうが県道212号線が通っておりますが、実際あの場所に県道と県
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道を結ぶ橋は県道としては必要はないということでして、市で橋を設置するということに

なっております。市が設置した後、県道として引き取ってくるかどうかはまだ今後協議を

していかなければならないというような状況でございます。それとですね、445億円の財

源の内訳でございますが、これは建設費の中で、熱回収施設、リサイクルセンター、それ

に造成工事費、搬入出ルート整備費の合計でございまして、あくまで用地の取得であった

り、電気、水道引込工事、周辺環境整備等の費用は未計上のもので、445億円いうことで

ございますが、このうち熱回収施設の整備については国の補助金が、一部、1/2おりて、

あと残りの部分が1/3おりるというような国の補助金がございます。それとですね、施設

を整備する際に徳島市が市債を発行します。市債を発行しますと、その市債を発行したも

のの中から国のほうから交付税措置でいくらか返って来る部分がある。そういうものを考

慮しますと445億の内、各自治体の負担総額っていうのは、残りは実質は約201億円で済

む。それを6市町が協定書で定めたルールで負担しあいますと徳島市の負担額は91億円に

なると。この91億円というのは徳島市が市債を発行して、市債で発行したとかを含めての

91億。すべて一般財源ということではありません。 

あと、■■さんの方からですね、発電する施設なので発電が目的になってるのではない

かというご質問をいただきましたが、もちろん、我々としましてもまず発生抑制ですね、

３R推進していかなければならないということで、まずはごみの発生抑制を推進してい

く。さらに再使用、リユースを推進する。それもできないものは、再生利用、リサイクル

なんですが、まずはその中でも熱回収に回すんじゃなくて、マテリアルリサイクルを推進

していくと。それもできないものだけを熱回収、サーマルリサイクルに回して熱を回収し

て発電するというような考え方です。あくまで、それ以外の方法でリデュース、リユー

ス、マテリアルリサイクルをまずは推進していくと考えているところでございます。私か

らは以上です。 

 

（市民） 

 内藤さん、2年間の話、回答ください。 

 

（井内市民環境部長） 

 私の方からは、現在の計画の情報の公開のことについて説明をさせていただきたいと思

います。今現在の計画についてですね、情報公開できるものは情報公開しているという認

識でございます。ただ、情報公開している中ででも、市民の方々に分かりにくいとか、情

報量が少ないとかいうふうなことにつきましてはですね、今後検討いかなければならない

ことであるのかなというふうに認識しておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願

いします。 

 

（市民） 
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 徳島市の情報公開条例にも違反しているじゃないか。 

 

（司会） 

 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します。 

 

（市民） 

 回答がない、市長から。逃げるのか。 

 

（司会） 

 大声での発言はおやめください。 

 

（市民） 

 じゃあ回答くださいよ。 

 

（内藤徳島市長） 

 本日、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。環境に対する不安だったりとか、農業に対することであったりとか、資源循環型の処

理方式であったりとか、いろんなものに対しての勉強をしてくださいというご意見であっ

たり、そういったご意見を深く受け止めます。そして、一時中断の期間ですけれども、そ

れは未定となっております。 

 

（市民） 

 2年間と言っただろう。 

 

（司会） 

 大声を出すのはやめてください。 

 

（内藤徳島市長） 

 本日の意見交換会でいただいたご意見や配布しているアンケートのご意見を参考にさせ

ていただきながら、今後の事業の進め方について判断してまいりたいと思います。 

 

（市民） 

 「進め方」じゃいけないんだよ。 

 

（内藤徳島市長） 
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 ありがとうございました。 

 

（市民） 

 こんなのが対話か。 

 

（司会） 

 それでは時間が少し過ぎてしまいましたが、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、おいで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 

 


