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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 2回次期ごみ処理施設整備検討委員会 

開催日時 令和 3年 2月 17日(水)10時～11時 50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) 施設整備に関する検討項目（案） 

(２) 建設候補地の選定方法と比較評価項目（案） 

(３) ごみ処理体制（広域化・集約化）（案） 

公開の区分   □ 公開  ■ 一部公開  □ 非公開 

上記理由 
（３）については、高松市次期ごみ処理施設整備検討委員会設置要

綱第 8条に基づき非公開 

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 ５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 

〇会議の公開、非公開について 

事務局）本日の会議の公開、非公開についてであるが、議題１施設整備に関する検

討項目については公開、議題２建設候補地の選定方法と比較評価項目についても

公開としたい。また、第 1 回次期ごみ処理施設整備検討委員会で「近隣自治体と

の広域処理協議等の検討については、高松市情報公開条例第 7 条第 4 号に基づき、

非公開とすることが決定されているため、議題３ごみ処理体制については非公開

としたい。 

委員長）議題のうち、施設整備に関する検討項目と建設候補地の選定方法と比較評価項

目については、公開、ごみ処理体制については非公開との説明があったが、意見が

ある方はどうぞ。 

［意見なし］ 

委員長）特に御意見が無いようですので、事務局の提案を了承し、議論を進めたい。 

事務局）議題（１）の説明の前に、昨年１０月２日に開催した第１回検討委員会に

おいて、施設整備の理念・基本方針（案）について提示し御意見をいただいた。議

題のごみ処理体制の考え方により、施設整備の理念・基本方針策定に影響がある

ため、ごみ処理体制について整理する第３回検討委員会に提示をさせていただき

たい。 
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議題 

(１)施設整備に関する検討項目について 

議題（１）について事務局から説明 

委員）1 点目は、施設整備に関する検討項目の選定理由についてだが、なぜこの資料

に提示している項目だけを選定したのか。また、比較対象ができれば、他都市や

過去の高松市の検討項目も教えてほしい。 

2 点目は施設の建築方法、例えば地盤との関係から可能でない建築方法の提示

や、近隣との建築トラブルを防止するために推奨される建築方法など、建築項目

についての評価項目も入れた方が良いのではないかと考えているが、そのことに

ついてどのように考えるか。 

３点目は災害廃棄物処理計画について、地震以外に風水害に関する災害につい

ても災害廃棄物処理体制に含まれるのか。 

委員長）質問内容を確認すると、検討項目の選んだ理由と比較対象があればその提

示、建築計画の考え、災害廃棄物処理計画について、地震以外の災害も含まれる

のかといった質問だった。 

事務局）まず 1 点目の選定理由については、全国の地方公共団体の清掃事業で調査

研究されている公益社団法人全国都市清掃会議において発行されている「ごみ処

理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」をベースとしており、他都市の事例

も参考としている。 

本市の過去の事例としては、平成 8 年 3 月策定の高松市南部クリーンセンター

の基本構想において、施設規模、計画ごみ質、処理方式、炉数、公害防止計画、施

設構成、配置計画、余熱利用、財政計画、焼却残渣等の検討をしている。 

他都市の事例としては、福島市、宇都宮市、川口市、福井市、枚方市、宝塚市な

どの基本構想では、施設規模、計画ごみ質、処理方式、環境保全、余熱利用計画、

最終処分の方針等を検討しており、また災害廃棄物対応の検討を実施している市

もあり、それらを参考に今回の検討項目を提示させていただいている。 

次に 2 点目の施設の建築方法については、現時点では、基本構想策定のための

検討段階であり、詳細な検討は行わず、建設候補地が段々と絞られていき、その

中において、想定震度や液状化マップを考慮する予定である。基本構想を令和 3

年度末までに策定し、その後令和 4 年基本計画において建設地が決定後、基本設

計までには、地盤調査を行い、設計に反映する予定である。 

3 点目の災害廃棄物処理計画については、南海トラフ地震等における災害廃棄

物対策を計画しており、大規模水害における処理については、廃棄物の発生量、

災害の規模、地域を個別に測定することが困難等の理由から地震を想定した災害

廃棄物処理計画となっている。 

委員）災害廃棄物処理計画について、地震についてのみで、風水害は対象外という
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のであれば、改めて、風水害での廃棄物が出た場合も計画に含めるべきではない

か。香川県の環境審議会ではそのような要請が出てくると思う。このことの評価

も項目に含めていた方が良いと考える。 

平成 8 年 3 月の過去の高松市の評価項目と比較して今回、新たに入れた評価項

目があれば、教えてほしい。時代によって評価項目も変化してくると思う。 

また、少し分かりづらかったのが、地盤については、（基本計画が）出来上がる

頃に検討するということだったが、出来上がる頃に検討する評価項目と出来上が

る前から検討する評価項目の基準は何かあるのか。 

委員長）質問内容を確認すると廃棄物処理計画に風水害についても対象とすべきと

いった指摘、過去の高松市の計画から新しく加わった項目があればその項目の教

示、地盤についての評価する時期による基準の違いの 3 点だった。 

事務局）検討項目の中で新たに加わったものは防災機能について検討していくとい

う項目、地域への価値を創出していくという項目、災害廃棄物の処理という項目、

この 3 点が新たに加わった項目である。 

地盤の調査の関係については、実際に設計に入る前段で地盤調査が必要であり、

建設地がある程度目途が立たないと設計ができない。このため設計の前段階で地

盤調査を行うことになる。候補地が複数ある時点ですべての地盤を調査するのは

難しい。一定程度候補地が決定してから、地盤調査を行い、設計に反映していく。 

委員長）1 点目については、災害・防災関係と地域への価値の創出が新たに加わっ

た。建設地が具体的に決まらないと具体的な地盤調査や地域への価値の創出もな

かなか取組ができないと思う。 

事務局）災害廃棄物処理計画は、地震をベースに計画が策定されているが、風水害

についてもこの計画を応用することとしている。 

委員長）風水害においても、非常に大きな災害廃棄物処理となるので、単純に震災

だけに限定するのではなく、情報を収集して対応していけば良いと思う。 

委員）ありがとうございます。 

委員）施設の構造的な問題、選定した場所の周辺環境への影響については、この委

員会で議論するのではなく、この委員会で定めた建設予定地において、別の審議

会で議論をしていく。周辺環境への影響については、環境影響評価をする必要が

あるが、その調査内容については、高松市の別の審議会で議論して、環境面から

の是非について議論していく。構造的なもの、例えば、選定した建設予定地の地

盤的な問題などは、建設予定地の地盤に応じた建物構造を設計し、別の審議会で

議論し承認をするものと考えている。委員会が検討すべきことは、施設整備に関

する主な検討項目を指標として、今後選定していくことだと考えている。この委

員会の権限範囲についての質問である。 

委員長）この委員会の権限範囲はどこまでなのか、例えば、環境アセスメントは別
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の審議会が行うのか、この線引きを明らかにしてほしい。 

事務局）委員がおっしゃったとおりであり、環境アセスメントや地盤調査は別途行

う予定であり、その個別の内容については、本市で判断していくものである。こ

の委員会でお願いしていることは全体の構想、構想段階では、将来のごみ処理方

式の選定方法が適切であるか、将来のごみ量を予測し、適切な施設規模の決定、

現状と将来の残渣の処理方針等、災害対応がどのような形で織り込まれているの

か、といった大きな観点の議論を基本構想に反映していきたいと考えている。 

委員長）基本的には、基本構想、基本計画、事業者の選定といったプロセスを踏ん

でいくものと思うが、今回の委員会の中では、基本構想、つまり、施設のあるべ

き方向性を議論していくということになると思う。それに基づいて基本計画を策

定し、事業者を選定していく。事業者選定については、法律の定めにより事業者

選定基準に基づき、選定する。こういった内容確認で事務局、よろしいか。 

事務局）はい。 

委員長）今回の委員会では基本的な方向性、施設の絵姿を作る。令和 4 年度に基本

計画を作成、令和 5 年度以降に事業者を選定していくといった流れになると考え

ている。●●委員も質問がございますか。 

委員）将来的な人口減少に伴ってのごみ処理量の変更に対応する施設規模の確認だ

ったが、先ほど事務局からの説明があったので、質問は大丈夫である。 

委員長）人口減少があり、ごみ量がどうなるといった観点も重要である。検討項目

の１で施設規模を決めていくが、この中で人口動態をどのように予測していくか

が重要な論点になる。施設規模を検討する中で、人口減少問題を考えていきたい。 

検討内容の説明があったため、議題 1 については了承することとしたい。 

 

議題 

(２) 建設候補地の選定方法と比較評価項目について 

議題（２）について事務局から説明 

委員長）まず、候補地選定の考え方について、事務局から候補地選定の流れの説明

があった。それによると、まずネガティブマップとして建設することが適当では

ない地域を特定し、最初からその場所を外すことを考えている。つまりは、住居、

医療施設、学校、等が多数分布する場所は最初から対象地域から外すということ。 

次に、外した場所以外の場所から、３ヘクタール以上で、例えば急傾斜地や一

般企業が立地している等、建設が適当ではない場所を外し、20 箇所程度の候補地

を事務局で抽出する。20 箇所の中から 1 次評価として、5～10 候補地程度に絞り

込む。 

次に、2 次評価として、小規模分布地としての住居、医療施設、学校等の施設と

の距離、電力接続の容易性、ごみ収集車の収集運搬距離などの項目で 3 候補地程
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度に絞り込む。その中で順位付けをしていく。そして最終的に建設候補地を決定

する。 

このような流れで選定していくが、そもそもの除外地域を設定していないと建

設可能な土地が判別できないので、法律を根拠とした、都市計画、土地利用規制、

保全地区、自然環境保全地区等の重要な地域については除外地域として候補地か

ら外したマップを基に 20 箇所程度の候補地を抽出し、最終的には 3 候補地程度

に絞り込んでいく。 

委員）質問に入る前に、事務局からこの会合に先立ち、事前の質問を募っていたた

め、質問文を提出している。事前質問については、事務局から回答や説明がある

のか。 

事務局）事前に質問を募っており、いただいた質問に対して回答させていただく。 

●●委員の質問ですが、焼却施設の立地のあり方として、温暖化防止への積極

的な寄与を重要な指標とすると、回収された熱の有効活用策として、熱利用施設

各種に対する地域的な熱供給等が適正に行える立地を想定することも重要なあり

方ではないかと思われる。そのような視点に立つと、資料 2 ページに示されたネ

ガティブマップの考え方の場合、そのような可能性を排除することになるのでは

ないか。つまり、都心またはそれに近い場所における地域熱供給に熱が有効利用

されることが計画として可能となるならば、その可能性を排除するべきでないと

思う。 

  従来同様に、選定の考え方において除外を前提にすると、人のあまり住んでい

ない遠隔地的な立地で迷惑施設という位置づけから脱却できないのではないかと

思われる。環境学習施設という側面からもアクセスの悪い立地にならないように

すべきと思うがいかがか。といった質問をいただいている。 

委員）少し補足をする。資料 3 ページの表 1 除外区域設定に用いる法令計画等の資

料を見ていると、行政に日々携わっていると色々な法令の中で、物事を進めると

いうのは当たり前のことではあるのだろうけれども、都市計画法に代表されるこ

のような法令に沿っていったときに、かなり制約があるのではないか。様々な先

進施設を見てきた立場からすると、例えば東京都武蔵野市では、市役所の隣に焼

却施設が立地していたり、他の都市では、熱を農業用途で大規模なハウス栽培等

に活用するなどの施設があり、出口側というか、出来上がった施設を見ている立

場からすると、どのような法令の規制を通過し出来上がったのか、分からない部

分があるが、本日の資料を見ていると、そういったことがすべて排除されてしま

うのではないかと思われてしまうので、そうではないんだということがあれば、

説明をいただきたい。 

委員長）非常に重要な論点である。事務局から説明を願いたい。 

事務局）脱炭素社会推進の中、ごみ処理施設の余熱の有効活用については、脱炭素
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に大きく貢献する重要課題と認識している。国の整備方針においても、ごみ処理

施設整備にあたり、地域への価値の創出について、検討するよう示されており、

本市の施設整備においても地域特性に応じて検討すべきものと認識している。今

後の検討過程において、一般廃棄物の処理と、地域産業、公共施設等との連携等

について、種々の検討が必要である。 

候補地の除外にあたっては、まず、居住系、商業系用途等、既に建物等が立地

する等、居住者や事業者への影響が大きい場所については除外するものである。 

特定用途制限地域というものもあるが、この地域を除外地域に含めると、建設可

能な地域が制限されることから、この地域は除外地域に含めず、ある程度広く選

択できるように市街地周辺部の可能性を残すような形で除外地域の設定をしてい

る。 

法令の規制によってすべてを排除しようといった考えではない。地域に適合す

る有効な余熱活用を検討してまいりたい。 

委員長）現在、環境省では、熱を利用する、あるいは、廃棄物処理施設を中心にして

そこに新しい産業を創ることに取り組んでおり、資源循環共生圏づくりを全面に

出している。あまり、人里離れた場所に建設することは適当でないとも思うので、

●●委員の指摘の主旨に合せた形で今後、取り組んでいければ良いと考えている。 

委員）農用地区の境界から内部 200 メートルを超える範囲を候補地として抽出しな

いように設定しているが、この 200 メートルの根拠は何か。場所選定の評価項目

として、道路状況、例えば片側 1 車線である、2 車線であるといった項目も評価

項目に入れた方がいいのではないか、また水路や地下水の状況も評価項目に入れ

るべきではないのか。 

委員長）農用地についての 200 メートルの制限根拠と評価項目に道路状況や、水路、

地下水などの周辺環境について配慮すべき指標が必要ではないかといった指摘で

ある。 

事務局）農用地区域の境界から内部 200 メートルの設定についてだが、農用地区域

の縁辺部であれば農用地区除外、農地転用の可能性があるため、境界から 200 メ

ートルの縁辺部を設定している。 

土地の評価において道路状況、水路、地下水の評価項目については、道路、ご

みの収集運搬、インフラの整備状況などを 1 次、2 次評価で設定したいと考えて

いる。地下水については、水源涵養の観点から保安林を除外区域に設定しており、

評価上一定程度配慮している。水質への影響については、建設地が決定すれば、

環境アセスメントを行い、影響評価を行っていく。 

また施設稼働時には、通常、ごみ処理施設内に水処理施設を設け、処理をした

上で下水道に接続するなど、排水対策は十分に行う。候補地抽出段階では御指摘

のような詳細な検討までは行わない。 
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委員長）栃木県足利市や熊本市では、ごみ処理施設に隣接する畑のビニールハウス

に余熱を供給している。農用地であっても、規制が厳しくない所であれば、隣接

農用地への貢献などができる。これから、用地選定を行っていくわけであるが、

要所要所で、途中経過を報告してもらって、各委員に意見を求めるということは

してもらえるのか。 

事務局）今後抽出作業を行っていく。抽出した部分がどういった所か、1 次評価、2

次評価で採点をし、説明をさせていただきたい。 

委員長）委員として意見を述べる機会を確保してもらえるといったことでよいか。 

事務局）そのとおりである。 

委員）農用地の 200 メートルの基準は高松市独自の基準であるのか、全国的な基準

であるのか。 

事務局）法的根拠や、全国的な基準があるわけではない。農用地区域の境界線の縁

辺部が農用地区域の除外をしやすいということから、境界線から内部 200 メート

ルを設定させていただいている。 

委員長）いかがですか。 

委員）わかりました。ありがとうございます。 

委員）確認であるが、1 次評価、2 次評価、総合評価を含めて、この委員会としてど

こまでを事務局が行い、どこまで委員会の委員の意見が反映されるのか、今のお

話だと、1 次評価、2 次評価について、採点項目も含めて、事務局の方で行うもの

かと思うが、総合評価についても順位付けまで、事務局の方で行うのか。 

委員長）今の質問については、評価項目を決める時に委員が関与できるのかできな

いのか、採点を行う際に委員が関与できるのかできないのか、1 次評価、2 次評

価、総合評価と段階を追って委員が関与できるのかできないのかということであ

る。 

事務局）1 次評価、2 次評価の各項目については、また委員にお示しをして意見をい

ただく予定にしている。採点については、本市で一度評価・採点をし、経過や理

由を説明させていただき、意見を伺いたいと考えている。 

また、総合評価については、最終的に 3 候補地程度に絞り込み、順位付けをす

る予定であるが、順位付けの根拠などを説明し、意見をいただこうと考えている。 

委員長）評価項目については、委員に意見を伺うということである。評価について

は、事務局で事務的な作業は行うが、結果については、委員の意見を聴取すると

いうことだと思うが、●●委員いかがですか。 

委員）大丈夫である。 

委員長）軌道修正する機会はまだまだあるので議題 2 についても異議なしというこ

とでよろしいか。 

［意見なし］ 
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委員長）それでは了承する。 

 

 

 

 


