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会 議 記 録 

 

高松市附属機関等の設置、運営に関する要綱の規定により、次のとおり会議記録を公表しま

す。 

会 議 名 第 1回次期ごみ処理施設整備検討委員会 

開催日時 令和２年１０月２日(金)１３時～１５時１５分 

開催場所 四番丁スクエア 1階第１会議室（WEB会議） 

議    題 

(１) 会議開催の公開・非公開についての検討について 

(２) 高松市のごみ処理における現状と課題について 

(３) 次期ごみ処理施設整備基本構想の目的と検討項目（案） 

(４) 次期ごみ処理施設の理念・基本方針（案） 

公開の区分   ■ 公開  □ 一部公開  □ 非公開 

上記理由 － 

出席委員 荒井委員長、古川職務代理者、川本委員、山中委員、藤本委員 

傍 聴 者     １人  （定員 ３人） 

担当課及び連絡

先 

環境施設対策課事業係 

087－839-2102 

   会議の経過及び結果 

委員長の選任 

委員の互選により、委員長に荒井委員が選出された。また、委員長により、古川

委員が職務代理者に指名された。 

 

委員会スケジュールの紹介について 

委員長）都道府県の広域化や集約化については、平成 31 年に環境省が通知を出して

いる。香川県もそのことについて検討していると思うが、現在の香川県との関係

性はどのようになっているか。 

事務局）香川県が来年度に向けて、広域化計画策定の準備にかかっている。今年度

８月に説明会があり、県の広域化計画と整合をとりながら、香川県内のブロック

の中で、各自治体と協議をしてまいりたい。 

委員長）県との関係は進行しているということで理解した。 

委員）現在、傍聴人はいるか。 

事務局）傍聴者は１名。 

委員長）この映像と音声が傍聴者に聞こえているということか。 

事務局）そのとおりである。 

委員）会議の非公開への対応について、今回は非公開部分がないということか。 

事務局）議題１会議の公開・非公開でこの会議について諮りたい。 
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議題 

(１) 会議開催の公開・非公開についての検討について 

委員長）会議の非公開については、近隣自治体との広域処理協議、整備用地の選定、

契約に関する情報等となるが、開示することによって市、あるいは住民の間に不

利益を与えたり混乱をもたらす情報、公正な意見議論を妨げる場合の項目は非公

開とするという内容であるが、よろしいか。 

事務局の説明を了承し、今後、公開・非公開については、必要があるときは、本

委員会に諮って手続きをとることとする。 

委員）本日の会議には傍聴人が 1 名いるとのことだが、本日の議論には非公開事項

が含まれていないという理解でよいか。 

事務局）本日の議論には非公開事項はない。 

 

(２) 高松市のごみ処理における現状と課題について 

委員）ごみの量、高松市のごみの排出量が H22、23 年頃と、令和元年度では減少し

ているが、人口的には大きな減少ではない、人口の減少に対して、ごみ排出量の

減少が大きい要因はあるのか。 

南部 CC はガス化溶融炉であり、スラグが生成される施設である。スラグは道

路路盤材等に使用されていると思うが、それなりに、埋立処分地への負荷を減ら

すことになると思う。南部 CC がガス化溶融になったのは、最終処分場への負荷

を減らすのが狙いだったと思うが、それでも最終処分地がひっ迫しているという

状況になってきているという理解でいいのか。それともガス化溶融炉が当初期待

していたほどの（残渣量の減少をもたらす）効果を示さなかったということなの

か。そもそも、スラグは有効利用できていたのか。  

広域化の計画に絡めて、民間活用の議論もあると思うが、民間施設は産業廃棄

物と一般廃棄物も処理できるような民間に担ってもらいたいと考えての計画なの

か。 

南部 CC にダイオキシンの分解装置が導入されていたと思うが、これが今でも

稼働しているのか。 

事務局）ごみ量については、御指摘のとおり、人口減少以上にごみ量の減り方が大

きいことについて、可燃ごみ、破砕ごみは、ほぼ横ばいであり、大きな要因とし

ては、資源ごみの減少が大きい。紙類、特に新聞雑誌類の減少、電子化により、紙

の新聞や雑誌類の減少が進んでいることが大きい要因となっている。 

ガス化溶融炉のスラグの関係については、平成 16 年度頃は、全国的に導入する

自治体が多かった。スラグについては、路盤材やコンクリート骨材として使える

見込みがあった。ところが、コンクリート会社での骨材に有害物質が含まれてい
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たといった偽装事件があり、それを機に利用が減っていったという経緯がある。  

有効に使われているのは、東部溶融が用いている方式のスラグぐらいのもので

あって、南部 CC のスラグについては、大部分は、浚渫土と混ぜて陶の最終処分

場の覆土として使用している。これにより、花崗土の覆土量が減少する。 

民間業者の利用については、綾川町に民間の規模の大きな一般廃棄物処理施設

がある。西部の大規模改修の際にも本市のごみの一部を委託している。最近の傾

向として、災害廃棄物等、突発的な廃棄物が発生した時等に民間施設の利用も検

討が必要だと考えている。 

南部 CC のダイオキシンの分解装置については、溶融飛灰を加熱して、ダイオ

キシンを低減させる装置があったが、現在は、溶融飛灰全量を直島の民間施設に

搬入し、資源化しているため、南部 CC の分解装置は現在は利用していない。 

委員）スラグを使用しての、循環型社会の手本のような姿は思ったほど描けなかっ

たが、ある意味反省があるのか。 

また、民間の施設は災害廃棄物が大量に出たとき、平時ではないときの利用を

考えているということでよいか。 

事務局）スラグが有効利用できなかった補足説明であるが、平成 18 年にスラグの

JIS 化制度が始まったが、南部 CC のスラグは JIS 化に対応していなかった。その

ため、有効利用が難しくなった。 

また、南部 CC の埋立地には、西部 CC から発生する主灰を埋めており、南部

CC から発生するスラグは埋立をしておらず、陶最終処分場に埋立をしている。ゆ

えに、南部 CC の最終処分場のひっ迫は西部 CC の主灰によるものであり、南部

CC のガス化溶融炉が残渣減少の期待に添えなかったというものではない。 

事務局）資源ごみについては、民間事業者に中間処理を委託しており、その割合に

ついては、缶、瓶、ペットボトルで、民間 5 割、市 5 割、プラスチック包装につ

いては、民間 6 割、市 4 割、紙、布についてはほとんど民間に搬入している。ご

み処理施設のメンテナンス工事による休止中などの代替施設としても民間施設の

利用を検討している。 

委員長）環境省も民間施設の活用を促す通知を出している。資源ごみを民間施設に

持ち込む方式が多い。 

委員）南部 CC 最終処分場の残余容量について、埋立容量の軽微変更ができれば

47,000 ㎥の残余容量が確保できるとあるが、この容量は処分場の全体容量の 1 割

に相当する量である。この軽微な変更はどのような方法になるか。 

また、南部 CC の残余年数を求める計算式において、埋立実績量の 110％の埋

立量予測で計算しているが、これは災害廃棄物を加味しているという理解でよい

か。高松市は災害廃棄物処理計画を作成しているが、災害廃棄物処理計画で見込

まれている南海トラフ地震Ｌ１の災害廃棄物発生予測量と比較すると 110％とい
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う数値は非常に少ない量ではないのか。災害廃棄物を考慮するのであれば、高松

市の災害廃棄物処理計画との関係性はどのようになっているか。 

委員長）1 点目は軽微変更の軽微とは何かということ。 

災害廃棄物を見込んで埋立量を 110％としているが、災害廃棄物はもっと多く

なるのではないかとの主旨の質問だった。 

事務局）処分場の軽微変更については、設置の際に県知事の許可を必要としている。

省令に定められた、軽微な変更の場合は県知事の許可が不要となっており、その

省令の軽微な変更の定義が 10％を超えないものとなっているものである。県への

届出のみで対応が可能となる。南部 CC 埋立処分場では現在の施設で嵩上げをす

ることにより容量増が可能と考えている。 

事務局）災害廃棄物を見込んでの 110％の埋立量については、今後精査したい。 

委員）南海トラフ地震Ｌ1 の時に高松市が想定している廃棄物の発生量 15 万 2 千ト

ンとなっている。いずれにしても、残余容量は非常にひっ迫しているという理解

でいいか。 

委員長）災害廃棄物処理計画をたてる時に、現実にあった計画にする必要があるが、

実際に市町村が作る計画には処理能力あるいは埋立容量に 10％上乗せすること

が多い。従来は、災害廃棄物発生量を想定し、例えば 3 年間や５年間で処理する

ような処理能力を決めていたが、最近では 10％を単純に上乗せすることが多い。

ただ、それでは処理しきれないので、災害廃棄物処理計画の策定の際には、仮設

のことを含めて検討していかなければならない。 

事務局）災害廃棄物総量予測については、再度確認し、数字については精査したい。 

委員）最終的には本委員会での審議内容を基本構想や基本計画で取りまとめること

になると思うが、その時には、高松市の災害廃棄物処理計画との関連性や整合性

のあるものとしてほしい。 

事務局）今後、災害廃棄物処理計画や処理方法についても、検討しながら構想を策定

していきたい。 

委員）西部 CC が令和 14 年に稼働終了となるとのことだが、その経緯や根拠は何

か。 

また、中間処理施設の一般的な耐用年数や寿命はどの程度なのか。老朽化の程

度がどの程度なのか。西部 CC の跡地利用は既に決まっているのか。西部 CC が

令和 14 年度に稼働を終了することが、近隣住民との間で協議できているのか。西

部 CC は再度の延命措置はないのか。 

事務局）令和 14 年度で西部 CC は稼働後 45 年が経過することになる。平成 25 年 9

月に西部 CC の基幹的設備改良工事（延命化工事）の協議を地元住民と行った際

に、令和 14 年まで稼働することを決定した。 

また、一般的な廃棄物処理施設の耐用年数は新規建設後 30 年~35 年、長寿命化
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の改良後は 15 年が一般的な耐用年数である。西部 CC の老朽度合いは、令和 14

年度には稼働後 45 年を経過することになるので、老朽化しているということにな

る。西部 CC の跡地利用については、地元協議会との協議に基づき、令和 11 年か

ら跡地利用の協議を開始することになっている。 

西部 CC の稼働終了と近隣住民との協議については、繰り返しになるが、平成

25 年 9 月に協議をしており、西部 CC の更なる延命措置はない。 

委員長）老朽化の程度は生活の変化とともに、ごみの質が変化しているので、40 年

以上前の施設では、処理が対応できなくなるケースがある。延命化で例えれば 100

年持たせるということもできなくはないのだろうけれど、ごみ質にあった処理が

できなくなっていく。 

委員）南部 CC も恐らくは 1 度は延命措置をとると思うが、延命措置後の稼働期間

や稼働終了時期は決まっているのか。 

事務局）南部 CC の延命化も一つの選択肢ではあるが、その場合は、基本的には延

命措置後 15 年間が稼働期間だと考えている。 

委員）さぬき市、東かがわ市、三木町のごみ処理について、2 市 1 町の最終処分場は

ないのか。２市 1 町に最終処分場がない場合、広域化になったとすれば、高松市

の最終処分場が２市 1 町の最終処分場の役割も果たすのか。 

南部 CC 最終処分場、陶最終処分場は高松市と綾川町の廃棄物の最終処分場と

いう理解でよいか。 

事務局）さぬき市、東かがわ市、三木町の最終処分場はない。２市 1 町のごみ処理

施設はシャフト炉という特殊な溶融炉を用いている。発生する飛灰は民間に受入

委託をしており、溶融スラグは民間に売却、リサイクル施設の不適物は、溶融炉

で溶融するため、残渣は発生しない。 

南部 CC 最終処分場は西部 CC の焼却施設で発生した焼却灰（主灰）を埋立て

いる。陶は南部 CC で発生した溶融スラグ及び南部 CC、西部 CC 破砕不適物を埋

め立てている。 

委員長）シャフト炉は鉄の溶鉱炉と同じようなものである。すべてをスラグ化し、

飛灰は資源化しているということである。 

委員）高松市、綾川町のごみ処理方式も最終処分場が不要な方式にしていく考えか。 

事務局）現在、方向性は決定していないが、最終処分場を新たに整備するとしても

相当な時間を要することから、処理残渣の少ない施設、処理残渣を有効に活用で

きる施設などの検討をしたい。 

委員長）スラグ化する以外にも最近はセメントの原材料にするという資源化の道も

ある。 

委員）災害廃棄物の処理や保管などの課題もこの検討委員会の中で考えていくべき

ことなのか、民間委託などの方式で検討していくべきことなのか。 
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委員長）災害廃棄物の処理、保管の問題もこの委員会で考えていくべき問題なのか、

すなわち、次期ごみ施設整備の際に考慮すべき事項であるのかという質問である。 

事務局）新たな施設整備の構想であるので、長期的な視点が必要であり、災害廃棄

物の処理計画も踏まえて現実的なものにしていく必要がある。 

委員）香川県ごみ処理広域化計画では将来的に様々な広域化計画パターンが示され

ている。どのパターンを前提にして考えていくべきなのか。それとも前提にして

考えなくてもよいものなのか。将来的に民間活用も前提にしていくのか、広域化

せず、集約化のことを考えていくのか等、そのあたりの考え方によって、この委

員会の議論が変わっていくので、そのあたりの考え方を示してほしい。 

委員長）広域化、集約化の議論をどのように行っていくかの説明を。 

事務局）香川県においてごみ処理広域化計画の議論が今スタートしたところである。

示された案が 3 パターンある。本市としては、第 1 ブロックにおいて 1 施設とい

うことは搬入に対して無理があるのではないかと、施設をどういった位置に整備

するのか、非常に時間がかかる。第 1 ブロックでは 2 施設体制が望ましいのでは

ないかとの意見を香川県には回答している。 

そのような中で、広域化の協議は、今後長期的な視点で進めていく必要はある

が、今回の構想、すなわち令和 15 年度以降のごみ処理施設については、当面は現

実的な協議から始めていきたいと考えており、これから第１ブロックを構成する

３市２町で協議を継続していこうと考えており、その中の 1 案として、本市のご

み処理施設を集約化して第１ブロック内施設での（東部溶融）との相互支援、ま

た民間委託の委託割合の変更などを検討したいと考えている。 

委員長）今回の検討委員会の協議と香川県の広域化計画が同時並行的に進んでいく

ということになるであろうと考えている。 

委員）資料上は集約化の次に広域化ということになっているが、当面は集約化の議

論を行い、広域化（案）についてはあまり考えなくてよいか。 

事務局）資料の作りで矢印が誤った表現になっていた。同時並行的に議論すべき事

項であり、広域化・集約化の検討については、次回の検討委員会までには提示し

たいと考えている。 

委員）集約化の中にも民間活用のスキームがあるということでよいのか。 

事務局）そのとおり。 

委員長）現在も民間活用をしていると説明はあったが、広域化の相互支援に関して、

災害廃棄物の処理などは第 1 ブロックはもとより、全県や四国内での相互支援の

話が必要になってくる。相互支援や民間活用は集約化を行っても、ゼロとはなら

ないということでよいか。 

事務局）そのとおり。 

委員）資料の集約化の中に民間活用を記載しなくてよいのか。 
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事務局）資料の修正を行う。 

委員長）1 人 1 日あたりのごみ排出量が平成 28 年度で 578ｇであり、令和 14 年度

では、498g となっているが、これはごみのリサイクルが非常に進んでいる市町村

しか実現できない数字だと思うが、これからも様々なリサイクル施策を展開して

いくということでよいか。 

事務局）前回、収集区分を設定した平成 12 年から 20 年近く経っていること、プラ

スチック資源の一括収集の方針が国から示されたことから、ごみの収集体制、リ

サイクル、ごみの収集区分の見直し等を含めて実行性ある施策を展開していきた

いと考えている。 

 

(３) 次期ごみ処理施設整備基本構想策定の目的と検討項目（案） 

委員長）委員会の主な仕事の中に、焼却施設、破砕施設、選別施設について、最も効

率的な、整備手段となるよう各種検討を行い、施設整備基本構想を取りまとめる

とある。併せて建設候補地を選定するものであるとある。 

委員）この委員会の目的は基本構想と基本計画の検討でよいか。また、委員会の大

きな任務として建設候補地の選定があるが、建設候補地の複数案の選定し、優先

順位を付与するのは委員会の仕事であり、選定は高松市が行うとあるが、建設候

補地の複数案の選定は高松市が行うという意味なのか、それとも候補地の最終決

定は高松市が行うという意味なのか。 

事務局）当該委員会においては、令和 2 年、令和 3 年で基本構想策定、令和 4 年度

で基本計画策定を行う。 

建設候補地の選定については、複数案の選定方法については、次回には提示す

るが、建設候補地の比較評価方式を決定したあと、高松市において建設候補地を

複数案提示し、それをネガティブマップ、ポジティブマップに落とし込み、その

優先順位を付与していくが、そのプロセスが正しいかどうかを審議いただく。 

委員長）選定の評価基準を委員会が決めるということでよいか。 

事務局）本市において建設候補地を複数案選定し、様々な要件を勘案し、優先順位

をつけていく、そのプロセスが適正かどうか、意見を伺うことになる。 

委員）どこが 1 番になるか、どこを 1 番にするかを決定するのは、本委員会か高松

市なのか。 

事務局）最終の候補地の決定は高松市が行う。 

委員）委員会としては検討結果を提案するという認識でよいか。 

事務局）よろしくお願いしたい。 

委員長）委員会を進めながらということもあるとは思うが、まずはネガティブマッ

プ、ポジティブマップを作成し、その中で、立地や住民の理解度等を評価してい

く、そのあたりは色々と委員会で審議し、最終的な決定は高松市が行うというこ
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とだと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

(４) 次期ごみ処理施設整備の理念・基本方針（案） 

委員）施設整備の理念・基本方針について、今日の現状の説明の中で、最終処分場

がひっ迫しているといった印象を受けたが、そのような中で理念・基本方針につ

いて委員会として優先順位をつけていく必要があるのではないか、また、高松市

として優先順位付けのベースがあるのか。 

事務局）基本理念・基本方針を作成する上で他の自治体の考え方も参考にし 5 項目

を選定した、その中で、本市において優先順位の高いものから掲載している。 

最終処分場がひっ迫していることは一つの課題ではあるので、残渣の処理の仕

方は大きな課題である。その中で安全、安心、安定した施設を整備することが大

切だと考えている。 

委員）環境保全に配慮した施設に入ると思うが、SDGｓといったキーワードを入れ

る必要があるのではないか。昨今の社会情勢も踏まえたキーワードを入れてほし

い。 

事務局）SDGｓについては、本市の様々な計画の中にも反映されているため、検討

したい。 

委員）○○委員と同じで SDGｓのワードを入れるべきである。香川県においても高

松市においても環境基本計画の中で SDGｓを反映した内容となっており、それを

用いた施策も打ち出されている。ぜひ今回の理念においても盛り込んでほしい。

広域化、集約化についも理念・基本方針に入れた方が良いと考える。 

事務局）広域化、集約化のフレーズはないが、長期間にわたる安定稼働、経済性や

効率性に配慮したライフサイクルコストの適正化という意味から、広域化・集約

化にも取り組んでいきたいと考えている。 

委員長）安全安心安定した施設の中のごみ量・ごみ質変動あるいは経済性を考慮し

た施設で広域化・集約化を検討するということで、これからの委員会の中で議論

を深めたらと思う。 

委員）基本方針の中に「市民」という言葉が出てくるが、交流人口や関係人口とい

う言葉もあるが、市民ではない人もごみを捨てる。住民という言葉をつかえるの

か。また、地域振興については、ごみ処理施設での地域振興とはどのようなイメ

ージがあるのか。 

事務局）1 点目の市民については、市民に限定している訳ではない。その意味は住民

であり、表現については検討したい。地域振興については、ごみ処理施設関連で

はこれまでも、温浴施設や高齢者向けの福祉施設や環境学習施設などがあるが、

新たな価値を創出する施設ということが国の方から提案もされおり、他自治体の

事例も参考に新たな価値をもたらす施設を検討していきたい。 
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委員長）市民については、環境省も外国人を含んだごみの排出量と純粋な市民との

2 分類で統計を発表している。 

また、環境省は地域に新たな価値を創出する廃棄物処理施設という呼び方をし

ている。清掃施設を核として産業振興ができないかを考えている。例えば、エネ

ルギーを使って農林水産業に活用するなど。地域地域で産業が立地できるか課題

は多いが地域振興ができる施設にしていければと考えている。総花的ではあるけ

れども、必要なところには目を配っているなという印象である。 

これから委員会で検討していく中で、これらを踏まえお互いに議論ができたら

と思う。 

基本構想の理念・基本方針（案）については宿題は出ているが、本委員会で了

承したいと思う。 

 

その他について 

委員長）次回委員会は来年２月頃で、日程調整は別途行うということ、Ｗｅｂ会議

とするかは今後決めるということである。以上で本日の会は終了する。 

 

 


