
 

応募地の評価方法について（案） 
 

 

1. 最終的な評価の公表について 

各応募地の評価結果については、選定要件に基づく「採点結果」と、建設候補地の適性に関わる懸念

事項等をまとめた「講評」を併せ、視点ごとに総合評価を行う。（総合評価Ａ，Ｂなど） 

なお、選定委員会における評価結果を公表する際には、応募地の所在に関する情報（地区名等）は伏

せることとし、管理者会議終了後、管理者会議により最終決定した建設候補地のみ所在に関する情報を

公表する。 

 

2. 配点について 

各評価項目への配点は、各視点または各評価項目に重要度を設け、その重要度に応じて配点を行うこ

とを検討していたが、視点によって評価項目数が異なること、最終的な評価にて講評を併せた評価を行

うことなどを考慮し、各評価項目に一律に配点することとする。 

 

視点 No. 評価項目 
配点 
（案） 

視点 No. 評価項目 
配点 
（案） 

安
全
・
安
心
の
確
保 

1 活断層との関係 ３ 

計
画
的
な
財
政
運
営 

13 敷地面積 ３ 

2 地盤の軟弱強度 ３ 14 敷地の形状 ３ 

3 災害関連法の指定の有無 ３ 15 障害物の有無 ３ 

4 その他危険地域の設定の有無 ３ 16 造成費及び用役整備費 ３ 

5 住宅との位置関係 ３ 17 用地取得費 ３ 

6 教育・医療福祉施設との位置関係 ３ 18 道路整備費 ３ 

環
境
へ
の
配
慮 

7 農業振興地域指定状況 ３ 19 収集運搬効率 ３ 

8 都市計画区域の指定状況 ３ 
合
意
形
成 

20 土地所有者 ３ 

9 道路混雑度 ３ 21 地域における合意状況 ３ 

10 地域性緑地等の指定状況 ３ 22 近隣市までの距離 ３ 

11 重要な動植物等の生息状況 ３ 

合計 66 
12 指定文化財、埋蔵文化財の有無 ３ 

※合計点（満点）が 100点とならないが、最終的には一般の方にも理解されやすい 100点満点となるように換算する。 

 例：60点×100／66＝91点 
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3. 評価方法について 

各応募地の評価は非公開で行う。具体的な評価方法は、①各委員が評価について意見しやすい、②予

定している２回の選定委員会で評価が可能、という点を踏まえ、以下２案のいずれかとする。 

 

＜案Ａ：各委員による評価＞ 

①各委員が選定要件の考え方に基づいて評価し、②選定委員会における協議を経て、③必要に応じ

て各委員で見直しを行い、④点数については全委員の点数を評価項目別に平均し、合計点と講評を踏

まえた評価を選定委員会の評価結果とする。 

※評価の際に使用する資料は、非公開のため当日配布・当日回収とする。なお、短時間の資料閲覧で判断していた

だくのは難しいと想定されるため、参考として事務局の評価案を提示する。 

 

＜案Ｂ：事務局案をベースとした採点＞ 

①事務局が選定委員会に評価案を提出し、それをたたき台として②選定委員会による協議、および

③各委員からのご意見を基に評価案を修正し、④最終的な選定委員会の評価結果とする。 

 



選定要件（評価項目、評価基準）（案）
１．資格判定審査（一次審査） 下線 ：修正箇所

＜判定方法＞ ・建設候補地としての基本条件を満たしている場合は「適」、満たしていない場合は「不適」とする。

・「不適」が１つでも該当した場合は、事業遂行が不可能もしくは著しく遅滞するおそれがあるため、適正評価審査（二次審査）の対象から除外する。

国定公園（自然公園法）

県立自然公園（自然公園法）

保安林（森林法）

史跡・名勝・天然記念物（文化財保護法）

鳥獣特別保護区（鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律）

保存樹（都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律）

２．適正評価審査（二次審査）
＜評価方法＞ ・評価基準に基づき、基本的に３段階で建設候補地としての適正を評価し、点数化する。 ：予め定めた評価基準によって評価する項目

：評価基準は定めるが、選定委員会の議論を踏まえて評価する項目

：各種指定等の有無を確認して評価する項目

備考

Ａ Ｃ （評価基準資料）

1

断層のずれが発生した場合、断層の隣接地の構造物等
に多大な被害が生じるため、敷地内に活断層が存在し
ない方を優先する。

活断層から
6km以上

離れている

敷地内に活断
層が存在する

活断層分布については、「新編日本の活断層 分布と資
料（東京大学出版会）」、「近畿の活断層（東京大学出
版会）」、「活断層データベース（産業技術総合研究
所）」による。
活断層からの距離については、「大震災に学ぶ―阪
神・淡路大震災調査研究委員会報告書 第2編(土木学
会）」による。

2

地質図調査等により、軟弱地盤ではない方を優先する。

軟弱地盤
ではない

軟弱地盤であ
り、支持力確保
のため大規模な

対策が必要

「5万分の1都道府県土地分類基本調査表層地質図」、
「沖積層等厚線図（滋賀県地域防災計画）」による。

3

以下の指定地区に指定されていない方を優先する。
　　急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、
　　地すべり防止区域、河川保全区域、
　　山腹崩壊危険地区、土砂流出危険区域、
　　崩壊土砂流出危険地区、災害危険区域、
　　重要水防区域

指定されて
いない

指定されており
影響が大きい

指定の有無、立地条件（崖の有無等）を踏まえ、各委員
の意見により評価する。

4

以下の指定地区に指定されていない方を優先する。
　　浸水想定地域、地すべり危険箇所、
　　土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域、
　　土砂災害特別警戒区域

指定されて
いない

指定されており
影響が大きい

指定の有無、立地条件（崖の有無等）を踏まえ、各委員
の意見により評価する。

5

敷地境界から直近の住宅までの直線距離が遠い方を優
先する。

100mより遠い 50m以下

「騒音規制法　特定工場等において発生する騒音の規
制に関する基準」における備考（「学校・保育所・病院・
特別養護老人ホーム等の周囲概ね50mの区域内にお
ける当該基準は、それぞれ5dBを減じた値とする）によ
る。

6

教育・医療福祉施設（小学校・中学校・養護学校、病
院、診療所、幼稚園、保育園、児童館、子育てセン
ター、福祉センター、高齢者養護施設）への来館・通学
等に対して予想される影響の小さい方を優先する。

影響はない 影響が大きい

立地条件（通学路との重複等）と距離を踏まえ、各委員
の意見により評価する。

7
農用地区域に指定されていない方を優先する。

指定されて
いない

農用地区域に
指定されている

「農業振興地域の整備に関する法律」、「滋賀県農業振
興地域整備計画（農用地利用計画）」による。

8
住宅系の用途地域、商業系の用途地域を避け、工業系
の用途地域や市街化調整区域等を優先する。

工業系の用途
地域に指定

住宅系、商業系
の用途地域に

指定

各市町都市計画による。

9
原則、施設整備による交通量の増加後の混雑度が低い
方を優先するが、立地条件上の課題の内容を踏まえ、
総合的に判断する。

混雑度
1.25未満

混雑度
1.75以上

「道路の交通容量（日本道路協会）」による。なお、必要
に応じて立地条件上の課題について各委員の意見を
考慮する。

10

以下の指定地区に指定されていない方を優先する。
　　緑地環境保全地域、風致地区、緑地保全地区

緑地環境保全地域については「滋賀県自然環境保護
条例」、風致地区及び緑地保全地区については各市
町都市計画による。

11

重要な動植物等の生息域（鳥獣保護区、希少動植物の
保護区等）がない方を優先する。

「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」に
おける「生育・生息地保護区」及び「守りたい育てたい
湖国の自然100選」の指定区域、「鳥獣保護法」に基づ
く「鳥獣保護区」による。

12
文化財関係法等の指定がない方を優先する。 文化財保護法及び滋賀県文化財保護条例にもとづく

指定状況による。

13
施設の配置に向けて、応募条件である４ha以上の敷地
面積を優先する。

４ha以上
５ha以下

Ａ評価より著しく
小さい／大きい

応募地の面積を踏まえ、各委員の意見により評価す
る。

14
100m×100mの四角形の配置が容易な敷地を優先す
る。

配置は充分に
可能

配置は困難
応募地の形状を踏まえ、各委員の意見により評価す
る。

15

施設建設に支障のある障害物がない方を優先する。

敷地内に障害
物がない

敷地内に
障害物があり、
施設の配置に
制限が生じる

応募地の各委員の意見により評価する。

16

概算造成費、用役（電気・用水・排水）整備費（概算）が
安価な方を優先する。

造成費：敷地内の平地確保に要する造成費
電気整備費：引き込みに要する負担金等
用水整備費：引き込みに要する整備費
排水整備費：放流水路への接続に要する整備費

17
取得予定面積と用地単価から用地取得概算費用を算定
し、安価な方を優先する。

用地取得費：路線価

18
応募地の道路整備費用（概算）が安価な方を優先する。 道路整備費：取付道路、必要な拡幅等の整備費

19
収集運搬効率がよい（各構成市町の人口重心との距離
及び人口比率を考慮した値が小さい）方を優先する。

収集運搬距離：各構成市町との人口重心から応募地へ
の距離に、組合における各構成市町の人口割合を乗
じ、その合計を算出

20
土地所有者が少ない方を優先する。 土地所有者の人数

21
応募時提出書類の区（自治会）総会議事録における賛
同者の割合が高い方を優先する。

各地区の総会における出席者中の賛同者の割合

22
敷地境界から組合圏域に隣接する近隣市までの距離が
遠い方を優先する。 6kmより遠い 3km以内

「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（環境省）」
の「煙突排ガスによる影響の調査対象地域設定例」に
よる。

色なしセル

青色セル

黄色セル

点数＝配点×最も短い応募地の収集運搬距離÷
当該応募地の収集運搬距離

点数＝配点×最も安価な応募地の道路整備費÷
当該応募地の道路整備費

用地取得費

配置はほぼ可能

敷地内に
障害物があり、
施設の配置に
配慮が必要

道路整備費

障害物の有無

合
意
形
成

近隣市までの距離

土地所有者
点数＝配点×最も少ない応募地の土地所有者数

÷当該応募地の土地所有者数

地域における合意状況

3kmより遠く
6ｋｍ以内

点数＝配点×当該応募地の賛同者割合÷最も高
い応募地の賛同者割合

計
画
的
な
財
政
運
営
の
視
点

収集運搬効率

指定されていない

造成費及び用役整備費

指定文化財、埋蔵文化財の有無

点数＝配点×最も安価な応募地の用地取得費÷
当該応募地の用地取得費

敷地面積

敷地の形状

点数＝配点×最も安価な応募地の造成・用役整備
費÷当該応募地の造成・用役整備費

Ａ評価よりやや
小さい／大きい

教育・医療福祉施設との位置関係

50mより遠く、
100m以下

農業振興地域に
指定されている

用途指定なし

指定されている

指定されている

指定されていない

混雑度
1.25～1.75未満

指定されていない 指定されている

Ｂ

都市計画区域の指定状況

安
全
・
安
心
の
確
保
の
視
点

環
境
へ
の
配
慮
の
視
点

道路混雑度

地域性緑地等の指定状況

災害関連法の指定の有無

その他危険地域の設定の有無

重要な動植物等の生息状況

住宅との位置関係

活断層との関係

軟弱地盤だが、
支持力の確保は

可能

敷地内に活断層
は存在しない

が、6km以内に
存在する

評価項目

農業振興地域指定状況

指定されている
が

影響は軽微

指定されている
が

影響は軽微

影響は軽微

評価の考え方
評価基準

設定根拠判定基準

適：以下に挙げる指定等が存在しない。
不適：以下に挙げる指定等が存在する。

撤去や移設が困難、かつ法規制の解除にあたって国の許可が必要であり、事業
スケジュールが遅延する恐れがあるため。
※以下は対象区域内に存在しない、もしくは国有地であるため非該当とする。
　・国立公園
　・国有林
　・歴史的風土特別保存地域
　・伝統的建造物群保存地区
　・原生自然環境保全区域

地盤の軟弱強度

視点

判定項目

No.

法規定の有無
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各評価項目における評価の考え方（案） 

 

1.1 評価方法 

(1) 評価パターン 

① 予め定めた評価基準によって評価する項目 

法規制や一定の基準等を根拠に評価基準を定め、応募地の状況を評価基準に当てはめて得

点を決定する。 

数値で表わせる項目については、計算式に各応募地の値を代入して得点を算出する。その

場合は、最も優れた応募地を満点とし、優れた応募地との乖離によって得点を決定する方法

と、ある一定の値は同程度とみなして３段階評価をする方法が考えられる。 

 

② 評価基準は定めるが、選定委員会の議論を踏まえて評価する項目 

予め評価基準を明確に定めることが難しく、実際の応募地の状況等から判断することが望

ましい評価項目について、選定委員会における議論を踏まえて得点を決定する。 

 

③ 各種指定等の有無を確認して評価する項目 

応募地に各種指定等があるかを確認し、評価を行う。 

評価は指定なし、指定ありの２択となる。 

 

 

1.2 各評価項目の評価方法（案） 

(1) 活断層との関係 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

断層のずれが発生した場合、断層の隣接地の構造物等に多大な被害が生じるため、敷地内に

活断層が存在しない方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

敷地内に活断層が存在する場合は、地震対策の強化や施設を活断層から離すなど、施設整備

に制限が発生するため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 活断層から６km 以上離れている 
「日本の活断層」、「近畿の活断層」、「滋賀県地域

防災計画」、「活断層データベース」に記載されてい

る活断層と敷地までの直線距離を計測し、評価基準に

当てはめる。 

Ｂ 
地内に活断層は存在しないが、６

km 以内に存在する 

Ｃ 敷地内に活断層が存在する 

評価基準の根拠：建物の全壊率が活断層から６km を境に急激に減少することが報告されているこ

とから、活断層までの直線距離が６km以上であるかどうかを評価基準とした。 

出典：大震災に学ぶ（阪神淡路大震災調査研究委員会報告書第２編,1998） 
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（例） 

  

 

 

 

 

 

出典：滋賀県地域防災計画 

 

(2) 地盤の軟弱強度 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

地質図調査等により、軟弱地盤ではない方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

軟弱地盤は地震時に液状化するおそれがあるとともに、施設整備にあたって不等沈下対策が

必要となるため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 軟弱地盤ではない 
「５万分の１都道府県土地分類基本調査表層地質

図」、「沖積層等厚線図（滋賀県地域防災計画）」

において、応募地が沖積層とされていない場合はＡ

とする。応募地が沖積層とされている場合は、「沖

積層等厚線図」において、沖積層が 30ｍよりも浅い

場合（第２種地盤）はＢ、沖積層が 30ｍよりも深い

場合（第３種地盤）はＣとする。 

Ｂ 
軟弱地盤だが、支持力の確保は

可能 

Ｃ 
軟弱地盤であり、支持力確保の

ため大規模な対策が必要 

評価基準の根拠：「地盤が著しく軟弱な区域を定める基準」として、第３種地盤（腐植土、泥土

その他これらに類するもので大部分が構成されている沖積層(盛土がある場合

においてはこれを含む。)で、その深さがおおむね三十メートル以上のもの、

沼沢、泥海等を埋め立てた地盤の深さがおおむね三メートル以上であり、かつ、

これらで埋め立てられてからおおむね三十年経過していないもの又は地盤周

期等についての調査若しくは研究の結果に基づき、これらと同程度の地盤周期

を有すると認められるもの）が挙げられているため。 

出典：昭和 55年建設省告示 第 1793号 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：５万分の１都道府県土地分類基本調査表層地質図、滋賀県地域防災計画 

「沖積層等厚線図」によって沖積層の厚さを調べ、 

30ｍよりも浅い場合はＢ、沖積層が 30ｍよりも深い 

場合はＣとする。 

応募地① 

敷地内に活断層が存在 

→Ｃ評価 

応募地② 

敷地から活断層までの直線距離が６km以内 

→Ｂ評価 

活断層 

距離を計測 

沖積層：評価 Ｂ 

 or Ｃ 

沖積層以外： 

評価Ａ 



 

(3) 災害関連法の指定の有無 評価パターン：②評価基準は定めるが、選定委員会の議論を踏ま

えて評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべり防止区域、河川保全区域、山腹崩壊危険地区、

土砂流出危険区域、崩壊土砂流出危険地区、災害危険区域、重要水防区域に指定されていない

方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

関連法等にて指定されている自然災害の危険性が高い区域は、安全性を確保するための対策

が必要であるため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 指定されていない 「滋賀県防災マップ」において、上記の指定状況を確認

する。 

「滋賀県防災マップ」に掲載されていない指定（河川

保全区域など）については、滋賀県庁に問い合わせる

など、個別に確認する。 

Ｂ 指定されているが影響は軽微 

Ｃ 指定されており影響が大きい 

（例） 

 

出典：滋賀県防災マップ 

 

 

(4) その他危険地域の設定の有無 評価パターン：②評価基準は定めるが、選定委員会の議論を

踏まえて評価する項目 

 

＜評価の考え方＞ 

浸水想定地域、地すべり危険箇所、土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警

戒区域に指定されていない方を優先する。 

 



 

＜設定根拠等＞ 

関連法等にて指定されている自然災害の危険性が高い区域は、安全性を確保するための対策

が必要であるため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 指定されていない 「滋賀県防災マップ」において、上記の指定状況を

確認する。「滋賀県防災マップ」に掲載されていな

い指定（河川保全区域など）については、滋賀県庁

に問い合わせるなど、個別に確認する。 

Ｂ 指定されているが影響は軽微 

Ｃ 指定されており影響が大きい 

 

※参考 評価パターン①予め定めた評価基準によって評価する項目（案） 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 指定されていない 
「滋賀県防災マップ」において、上記の指定状況

を確認する。「滋賀県防災マップ」に掲載されて

いない指定（河川保全区域など）については、

滋賀県庁に問い合わせるなど、個別に確認する。 

Ｂ 
土砂災害特別警戒区域以外の区域

に指定されている 

Ｃ 
土砂災害特別警戒区域に指定され

ている 

評価基準の根拠：土砂災害特別警戒区域に指定されている場合は建築基準法施行令第 80 条の３

が適用され、国土交通大臣が定める構造方法を用いる等といった建築制限を受

けるため。（滋賀県でのヒアリングより） 

 

 

出典：滋賀県防災マップ 

 

 

(5) 住宅との位置関係 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

敷地境界から直近の住宅までの直線距離が遠い方を優先する。 

 

 



 

＜設定根拠等＞ 

施設整備時及び稼働時における騒音・振動等の影響や、ごみ処理施設に対する住民感情に配

慮するため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 100ｍより遠い 
「国土地理院地図」などを利用して、直近の住宅ま

での直線距離を計測し、評価基準にあてはめる。 
Ｂ 50ｍより遠く、100ｍ以下 

Ｃ 50ｍ以下 

評価基準の根拠：騒音規制法に基づく「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」

（昭和 43 年 11 月 27 日：厚生省・建設省告示１号）において、「学校・保育

所・病院・特別養護老人ホーム等の周囲概ね 50ｍの区域内における当該基準は、

それぞれ５dBを減じた値とする」とされていることから、最も低いＣ判定を「50

ｍ以内」としている。なお、計画標準（案）（建設省,昭和 35 年）では、ごみ

焼却場の計画においては「附近 300 メートル以内に学校、病院、住宅群または

公園がないこと」とされているが、50年以上前の資料であるため、今回は評価

基準として採用していない。 

参考：「都市計画マニュアルⅡ都市施設 ６供給処理施設編」 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 教育・医療福祉施設との位置関係 評価パターン：②評価基準は定めるが、選定委員会の議

論を踏まえて評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

教育・医療福祉施設（小学校・中学校・養護学校、病院、診療所、幼稚園、保育園、児童館、

子育てセンター、福祉センター、高齢者養護施設）への来館・通学等に対して予想される影響

の小さい方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

施設整備時及び稼働時における騒音・振動や来館・通学者等に対する搬出入車両の影響に配

慮するため。 



 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 影響はない 「国土地理院地図」などを利用して、直近の教育・医療

福祉施設までの直線距離を計測する。また、通学路等と

の位置関係を確認し、影響を検討する。 

Ｂ 影響は軽微 

Ｃ 影響が大きい 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 農業振興地域指定状況 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

農用地区域に指定されていない方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

総合的な農業の振興を目指し、農用地等として利用を確保すべき土地と定められているため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 指定されていない 
各市町の「農用地利用計画図」や「土地利用計画

図」などにおいて、上記の指定状況を確認する。 
Ｂ 農業振興地域に指定されている 

Ｃ 農用地区域に指定されている 

評価基準の根拠：農用地区域に指定した土地は、原則としてその用途以外の目的に使用すること

はできないため。（農業以外の用途に利用する場合は、除外申請が必要） 

出典：農業振興地域の整備に関する法律 

（例） 

 

 

 

 

 

 

図面作成に使用：一宮市 HP 

 

農用地区域→C評価 

指定なし→A評価 



 

(8) 都市計画区域の指定状況 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

住宅系の用途地域、商業系の用途地域を避け、工業系の用途地域や市街化調整区域等を優先

する。 

 

＜設定根拠等＞ 

法令に係る許認可等に伴い、事業スケジュールが遅延するおそれがあるため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 工業系の用途地域に指定 
各市町の「土地利用計画図」などにおいて、用

途指定を確認する。 
Ｂ 用途指定なし 

Ｃ 住宅系、商業系の用途地域に指定 

評価基準の根拠：「都市計画運用指針」において、ごみ焼却場の立地について、市街化区域が指

定されている区域においては、工業系用途地域に設置することが望ましいとさ

れているため。 

参考：都市計画運用指針 第 8版（国土交通省） 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

図面作成に使用：諏訪市都市計画図 

 

 

(9) 道路混雑度 評価パターン：②評価基準は定めるが、選定委員会の議論を踏まえて評価する

項目 

＜評価の考え方＞ 

原則、施設整備による交通量の増加後の混雑度が低い方を優先するが、立地条件上の課題の

内容を踏まえ、総合的に判断する。 

 

＜設定根拠等＞ 

施設周辺道路の混雑度は、施設整備後もなるべく小さい方が望ましいため。 

 

 

 

 

 

準住居地域→C評価 

用途指定なし→B評価 



 

混雑度 交通状況の推定 
評価基準 

（参考） 

1.0未満 
昼間 12 時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行で

きる。渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。 
Ａ 

1.0～1.25未満 
昼間12時間のうち道路が混雑する可能性のある時間が1～2時間

ある。何時間も混雑が連続するという可能性は非常に小さい。 

1.25～1.75未満 

ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯

が加速度的に増加する可能性の高い状態。ピーク時のみから、日

中の連続的混雑への過渡状態と考えられる。 

Ｂ 

1.75以上 
道路が飽和していない時間がほとんどなくなる。慢性的混雑状態

を呈する。 
Ｃ 

評価基準の根拠・出典：道路の交通容量（日本道路協会,1984） 

 

判断基準・方法 

施設に出入りする車両（パッカー車ほか）の台数を算出し、それを現状の交通量に加えた「周

辺道路の混雑度」を、上表の「混雑度の解釈」にあてはめ、それぞれの応募地毎に評価する。 

施設に出入りする車両台数の算出方法は、現在の焼却施設への搬入車両数のデータを利用する。

また、現状の交通量は交通センサス（H22）のデータを使用する。 

 

 

(10) 地域性緑地等の指定状況 評価パターン：③各種指定等の有無を確認して評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

緑地環境保全地域、風致地区、緑地保全地区に指定されていない方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

自然環境保全や森林機能の維持・活用、鳥獣保護に向けて保守していくことが望ましい土地

であることから、配慮が必要なため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 
指定されていない 

各市町の「都市計画図」などによって、上記の指定状況を

確認する。 
Ｂ 

指定されている 
Ｃ 

 

 

(11) 重要な動植物等の生息状況 評価パターン：③各種指定等の有無を確認して評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

重要な動植物等の生息域（鳥獣保護区、希少動植物の保護区等）がない方を優先する。 

 

 

 



 

＜設定根拠等＞ 

自然環境保全や森林機能の維持・活用、鳥獣保護に向けて保守していくことが望ましい土地

であることから、配慮が必要なため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 
指定されていない 

「鳥獣保護法」において「鳥獣保護区」として指定されて

いる区域および「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関

する条例」において「守りたい育てたい湖国の自然 100選」、

「生息・生育地保護区」として指定されている区域に該当

しているかを確認する。 

Ｂ 

指定されている 
Ｃ 

評価基準の根拠：環境省レッドリストおよび滋賀県レッドデータブックの掲載種（貴重種など）

の生息分布域を判断基準に盛り込むことを検討したが、上記の資料では貴重種

などの生息分布域を図示しておらず（自治体名で記載）、応募地が生息域に該

当しているかを正確には判断できないことから、判断基準から除外した。 

（例） 

 

 

 

 

 

出典：狩猟者必携（平成 27年度 滋賀県） 

 

(12) 指定文化財、埋蔵文化財の有無 評価パターン：③各種指定等の有無を確認して評価する項

目 

＜評価の考え方＞ 

文化財関係法等の指定がない方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

地域の歴史・文化を継承していくために、将来にわたって保守していくことが望ましいため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 
指定されていない 各市町の埋蔵文化財情報（例：彦根市文化財情報など）におい

て遺跡などに指定されている区域に該当しているかを確認す

る。 

Ｂ 

指定されている 
Ｃ 

（例） 

 

 

 

 

 

 

出典：彦根市 HP 

応募地① 

用途指定なし→B評価 

指定されていない 

→Ａ評価 

指定されている 

→Ｃ評価 

埋蔵文化財 

指定されている 

指定されていない 

鳥獣保護区 



 

(13) 敷地面積 評価パターン：②評価基準は定めるが、選定委員会の議論を踏まえて評価する項

目 

＜評価の考え方＞ 

施設の配置に向けて、応募条件である４ha以上の敷地面積を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

施設配置に十分な敷地面積を確保することで、多様な施設配置や緑地帯など自然を取り入れ

た環境整備が可能となるため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ ４ha以上５ha以下 

応募地の面積を確認し評価基準に当てはめる。（公募要項：

おおむね４haから５haの土地が確保できる見込みがあるこ

と。） 

Ｂ 
Ａ評価よりやや小さい／

大きい 

Ｃ 
Ａ評価より著しく小さい

／大きい 

評価基準の根拠：彦根愛知犬上地域ごみ処理施設建設候補地公募要項では、「応募の条件」を「お

おむね４ha から５ha の土地が確保できる見込みがあること。ただし、４ha 未

満であっても当該地の周辺環境や同意状況によっては応募が可能ですので、各

市町担当課または行政組合にご相談ください。」としている。 

 

(14) 敷地の形状 評価パターン：②評価基準は定めるが、選定委員会の議論を踏まえて評価する

項目 

＜評価の考え方＞ 

100m×100mの四角形の配置が容易な敷地を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

施設配置への制限により、建設費が増加するおそれがあるため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 配置は充分に可能 現時点の想定において概ね必要とされる施設面積から、

100m×100mの四角形の配置が容易であるかを目安とす

る。 

Ｂ 配置はほぼ可能 

Ｃ 配置は困難 

（例） 

 

 

 

 

 

 

100ｍ×100ｍ 応募地② 

配置が困難→C評価 

応募地① 

配置は充分に可能→A評価 



 

(15) 障害物の有無 評価パターン：②評価基準は定めるが、選定委員会の議論を踏まえて評価す

る項目 

＜評価の考え方＞ 

施設建設に支障のある障害物がない方を優先する。 

＜設定根拠等＞ 

障害物がある場合、施設配置や建設時に支障があるおそれがあるため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 敷地内に障害物がない 

障害物の種類や形状などを考慮し、個別に判断をする。 

障害物の例：鉄塔、送電線など 

Ｂ 
敷地内に障害物があり、施設の

配置に考慮が必要 

Ｃ 
敷地内に障害物があり、施設の

配置に制限が生じる 

（例） 

       
 

 

写真引用：http://60tetto-homerun.at.webry.info/ 

 

(16) 造成費及び用役整備費 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

概算造成費、用役（電気・用水・排水）整備費（概算）が安価な方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

施設建設を進める上で、造成費及び用役整備費は安価な方が望ましいため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

点数＝配点×最も安価な応募地の造

成・用役整備費÷当該応募地の造

成・用役整備費 

以下の造成費及び用役整備費を合計し、左記の式に

当てはめる。 

造 成 費：敷地内の平地確保に要する造成費 

電気整備費：引き込みに要する負担金等 

用水整備費：引き込みに要する整備費 

排水整備費：放流水路への接続に要する整備費 

 

 

敷地内に障害物があり、影響が大きい 
→Ｃ評価 

敷地内に障害物があるが影響は軽微 
→Ｂ評価 

http://60tetto-homerun.at.webry.info/


 

(17) 用地取得費 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

取得予定面積と用地単価から用地取得概算費用を算定し、安価な方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

施設建設を進める上で、土地取得費は安価な方が望ましいため。 

評価 評価基準 判断基準・方法 

点数＝配点×最も安価な応募地の用地取得概

算費用÷当該応募地の用地取得概算費

用 

路線価を基に用地取得概算費用を算定し、左

記の式に当てはめる。 

 

(18) 道路整備費 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

応募地の道路整備費用（概算）が安価な方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

施設建設を進める上で、道路整備費は安価な方が望ましいため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

点数＝配点×最も安価な応募地の道路整備費

÷当該応募地の道路整備費 

取付道路、必要な拡幅等の整備費基に道路整

備費を算定し、左記の式に当てはめる。 

 

(19) 収集運搬効率 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

収集運搬効率がよい（各構成市町の人口重心との直線距離及び人口比率を考慮した値が小さ

い）方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

ごみ収集運搬経費は安価な方が望ましいため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 

点数＝配点×

最も値が小さ

い応募地の値

÷当該応募地

の値 

以下の式によって収集運搬効率を算出し、左記の式に代入する。 

なお、収集運搬効率の値は小さいほど効率が良いことを表わす。 

（応募地から彦根市の人口重心までの直線距離）×（人口割合）+

（応募地から多賀町の人口重心までの直線距離）×（人口割合）+

（豊郷町・・）×（人口割合）+・・・ 

 

※人口割合 

各市町の人口/１市４町の人口の合計 

 参考：各市町の人口 

彦根市：約 11万人、多賀町：約 8000 人、豊郷町：約 7000人、 

愛荘町：約 2万人、甲良町：約 8000 人 

Ｂ 

Ｃ 



 

（例） 

候補地名 自治体名 
人口重心までの直線距

離 
（km） 

人口割合 
（概算） 

収集運搬効率 

応募地① 

彦根市 8 11/16 5.5 

多賀町 16 1/16 1 

豊郷町 16 1/16 1 

愛荘町 32 2/16 4 

甲良町 16 1/16 1 

合計 12.5 

応募地② 

彦根市 32 11/16 22 

多賀町 16 1/16 1 

豊郷町 16 1/16 1 

愛荘町 8 2/16 1 

甲良町 16 1/16 1 

合計 26 

収集運搬効率の最小値が応募地①の 12.5、最大値が応募地②の 26で、配点が 4点の場合、 

  4×12.5÷26＝1.9  となり、 

応募地①の得点は 4点、応募地②の評価は 1.9点となる。 

 

(20) 土地所有者 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

土地所有者が少ない方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

土地所有者数が少ないと、土地購入等の各種手続き等が容易となる。特に共同名義の土地や

所有者が亡くなられている場合、また各種権利設定等のある土地は取得が非常に煩雑となり、

事業スケジュールに影響が出るおそれがあるため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

点数＝配点×最も少ない応募地の土地所有者数

÷当該応募地の土地所有者数 
土地所有者数を左記の式に代入して算出する。 

（例） 

最も少ない応募地①の土地所有者数が 10（人）、応募地②の土地所有者数が 16（人）、配

点が 4点であった場合、 

 4×10÷16＝2.5  となり、 

応募地①の得点は 4点、応募地②の評価は 2.5点となる。 

 

 

(21) 地域における合意状況 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

応募時提出書類の区（自治会）総会議事録における賛同者の割合が高い方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

地域における合意形成は事業実施に不可欠であるため。 



 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

点数＝配点×当該応募地の賛同者の割合（％）

÷最も賛同者の割合が多い応募地の賛同

者割合（％） 

賛同者の割合を左記の式に代入して算出する。 

（例） 

最も賛同者の割合が多い応募地の賛同者割合が 80（％）、応募地①の賛同者割合が 55（％）、

配点が 4点であった場合、応募地①の評価は 

 4×55÷80＝2.75 より、2.75点となる。 

賛同者割合の定義：賛同者（委任、白紙投票等は含まない）÷議決権のある出席者 

 

 

(22) 近隣市までの距離 評価パターン：①予め定めた評価基準によって評価する項目 

＜評価の考え方＞ 

敷地境界から組合圏域に隣接する近隣市までの直線距離が遠い方を優先する。 

 

＜設定根拠等＞ 

組合圏域と隣接する市についても、周辺地域として配慮が必要なため。 

 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ ６kmより遠い 
「国土地理院地図」などを利用して、直近の市境までの直

線距離を計測し、評価基準にあてはめる。 
Ｂ ３kmより遠く６km 以内 

Ｃ ３km以内 

評価基準の根拠：「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（環境省）」では、煙突実体高を 59

ｍとした場合の煙突排ガスによる影響の調査対象地域を、煙突を中心とした半

径６kmの円としている。また、その半径は煙突排ガス最大着地濃度出現予想距

離の概ね２倍を見込んで設定されているため、６km 以上をＡ評価とし、６km

の半分である３kmをＢ評価とＣ評価の境とした。 

 

出典：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（環境省,平成 18年） 

 

 



 

評価基準設定の考え方（案） 

 

各評価項目に配分された点数の付け方については、評価の透明性を確保（見える化）するため、基本

的には評価の考え方や基準を定め、相対評価と絶対評価の併用によって行う。 

 

(1) 相対評価 

各応募地における数値の差を直接的に反映させる評価項目（費用、合意状況等）については、以

下の式を使用し、最も優れた応募地が満点となる相対評価を基本とする。 

 

＜数値が大きいほど高評価となる項目＞（例：応募から住宅までの距離 など） 

点数＝配点×当該応募地の数値÷最も優れた応募地の数値 

 

＜数値が小さいほど高評価となる項目＞（例：用地取得費 など） 

点数＝配点×最も優れた応募地の数値÷当該応募地の数値 

 

また、各応募地の値を一定範囲で区切る（評価基準を設ける）ことにより、段階評価とすること

も可能である。この場合、上記の式を使用した評価よりも大まかな評価となり、評価基準の境目で

点数が大きく変わる可能性がある。 

 

＜例：最大値と最小値の差を等分して段階評価とする方法＞ 

最大値 60、最小値１で、値が大きいほど高得点となる３段階評価を行う場合 

評価 評価内容 評価基準 

Ａ 非常に優れている 40 以上～60 

Ｂ 優れている 20 以上～40 未満 

Ｃ 普通 １～20未満 

 

(2) 絶対評価 

各種規制等によって評価基準が設定できる評価項目や、数値で程度を表すことが不可能なもの、

数値の優劣を必ずしも反映させる必要のないもの（建設候補地としての適性を判断するもの）につ

いては、段階的な基準を設けた絶対評価を基本とする。 

設定する評価基準は、他市事例でも最も多く利用されており、根拠を持った設定が比較的容易で

一般の方にも理解されやすい３段階評価を基本とする。 

 

＜例：３段階（最も下位の評価であっても０点とはしない場合）＞ 

評価 評価内容 得点 
（項目の配点が 

３点の場合） 

Ａ 非常に優れている  配点×100％ 3 点 

Ｂ 優れている  配点×66.6％ 2 点 

Ｃ 普通  配点×33.3％ 1 点 
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＜例：３段階（最も下位の評価を０点とする場合）＞ 

評価 評価内容 得点 
（項目の配点が 

３点の場合） 

Ａ 優れている  配点×100％ 3点 

Ｂ 普通  配点× 50％ 1.5点 

Ｃ 劣っている  配点×  0％ 0点 

 

（その他の多段階評価） 

４段階評価は、中央値が存在しないため各応募地の得点に一定の差がつきやすいが、良くも

悪くもない場合にも「やや優れている」「やや劣っている」のどちらかに分類する必要がある。 

５段階評価は、詳細な採点が可能となるが、評価基準の設定に多くの労力を要する。 

 

＜例：４段階（最も下位の評価であっても０点とはしない場合）＞ 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている 配点×100％ 

Ｂ 優れている 配点× 75％ 

Ｃ やや劣っている 配点× 50％ 

Ｄ 劣っている 配点× 25％ 

 

＜例：５段階（最も下位の評価であっても０点とはしない場合）＞ 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている 配点×100％ 

Ｂ やや優れている 配点× 80％ 

Ｃ 普通 配点× 60％ 

Ｄ やや劣っている 配点× 40％ 

Ｅ 劣っている 配点× 20％ 

 

  



 

(3) 評価方法（絶対評価、相対評価）の選択 

何らかの数値を比較する評価項目（距離等）については、最も優れた応募地が満点となる「相対

評価」と、設定した基準に当てはめて評価する「絶対評価」のどちらも適用することが可能である。 

その場合、相対評価とするか絶対評価とするかで、点数が変わる可能性がある。 

 

（例） 住宅との位置関係 

評価の考え方：敷地境界から直近の住宅までの距離が遠い方を優先する。 

 

 

＜絶対評価とする場合＞ 

評価 評価基準 判断基準・方法 

Ａ 100ｍより遠い 
「国土地理院地図」などを利用して、直近の住宅

までの距離を計測し、評価基準にあてはめる。 
Ｂ 50ｍより遠く、100ｍ以下 

Ｃ 50ｍ以下 

評価基準の根拠：騒音規制法に基づく「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」

（昭和 43 年 11 月 27 日：厚生省・建設省告示１号）において、「学校・保育

所・病院・特別養護老人ホーム等の周囲概ね 50ｍの区域内における当該基準は、

それぞれ 5dBを減じた値とする」とされていることから、最も低いＣ判定を「50

ｍ以内」としている。 

なお、計画標準（案）（建設省,昭和 35年）では、ごみ焼却場の計画におい

ては「附近 300メートル以内に学校、病院、住宅群または公園がないこと」と

されているが、50年以上前の資料であるため、今回は評価基準として採用して

いない。 

参考：「都市計画マニュアルⅡ都市施設 6供給処理施設編」 

 

＜相対評価とする場合＞ 

評価 評価基準 判断基準・方法 

点数＝配点×当該応募地の敷地境界から直近の住宅までの距離（ｍ） 

÷最も敷地境界から直近の住宅までの距離が遠い候補地（ｍ） 

 



 

＜採点結果＞（配点３点の場合） 

○絶対評価 

応募地①（直近の住宅までの距離：100ｍ）の評価：３点 

応募地②（直近の住宅までの距離：300ｍ）の評価：３点 

 

○相対評価（応募地②が最も敷地境界から直近の住宅までの距離が遠い応募地とする） 

応募地①（直近の住宅までの距離：100ｍ）の評価：１点 

応募地②（直近の住宅までの距離：300ｍ）の評価：３点 

 

 

各項目にどの評価方法を適用するかについては、事務局案を基に委員会に諮り、最終決定する。 

なお、選定委員会の目的は「新ごみ処理施設としての適性について、応募地を順位づけること」

であるが、最終的に候補地を決定するのは管理者会議であり、選定委員会が報告する評価通りとは

ならない可能性がある。よって、当該応募地が「ある一定の基準を満たしているかどうか」を判断

すべき項目については、相対評価によって応募地間に差をつけるよりも、絶対評価が適していると

考えられる。 

上記の例では、応募地①は満たすことが望ましい基準として考えられる 50ｍをクリアしており、

決して適正が低いわけではないにも関わらず、点数が１点しか与えられず、評価が低くなる。その

ような事態を生じさせることは望ましくないと考える。 

 



 

 

彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設建設候補地公募に係る全体説明会 

報告書 

日 時 平成 27年 11月 15日（日）午前 10時 00分～午後 12時 00分 

場 所 豊栄のさと 文化ホール 

参 加 者 40名（うち報道関係者 1名） 

出 席 者 

彦根愛知犬上広域行政組合 管理者 

事務局 （4人） 

コンサルタント （4人） 

次 第 

1 開会 

2 管理者あいさつ 

3 内容 

(1) 先進のごみ処理施設のＤＶＤ紹介（丹波市クリーンセンター） 

(2) 「候補地としての応募方法について」および「地域振興策（まちづくり事業）

について」 

(3) 質疑応答 

(4) 先進のごみ処理施設のＤＶＤ紹介（中部清掃組合） 

 

説明会内容 

1 開会 

 

2 管理者あいさつ 

 大久保管理者より開会のあいさつ 

 

3 内容 

 (1) 先進のごみ処理施設のＤＶＤ紹介（丹波市クリーンセンター） 

  丹波市クリーンセンター 愛称「クリーンパーク丹波」のＤＶＤを上映 

 

 (2) 「候補地としての応募方法について」および「地域振興策（まちづくり事業）について」 

  パワーポイントを用い、説明 

  概要は以下のとおり 

 

(3) 質疑応答 

  概要は以下のとおり 

 

(4) 先進のごみ処理施設のＤＶＤ紹介（中部清掃組合） 

日野町にある中部清掃組合・日野清掃センター「クリーンわたむき」のＤＶＤを上映 
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説明内容（概要） 

3 内容 

 (2) 「候補地としての応募方法について」および「地域振興策（まちづくり事業）について」 

 

・公募に至った経緯…過去に 2 箇所候補地があったが、地盤軟弱や住民の方から同意を得られなかったた

め、手法を見直した。 

・1市 4町のごみ処理施設の現状…彦根市清掃センター（昭和 52年度建設）県内で最も古い施設。リバー

スセンター（平成 9 年度建設）。ごみ処理施設の建設まで約 10 年程度かかるため、更に現施設の老朽化

が進むため。 

・新ごみ処理施設の整備方針…環境負荷の低減、熱エネルギー回収、効率よく資源化、防災拠点となる施

設を予定、ただし詳細は「施設整備基本計画」を作成し検討。 

・候補地選定の流れ…応募期間、応募期間終了後に選定委員会で評価し、その結果を行政組合管理者会へ

報告。それを受け、管理者会で候補地決定。決定後の決定地から提出してもらう必要書類等の説明。 

・応募者資格や応募条件等の説明。 

・地域振興策（まちづくり事業プラン）…地域活性化交付金（1億円以内）と環境整備事業補助金（2億円

以内）について、活用例等を示し説明。 

・施設見学会の開催…（最近の）ごみ処理施設に対する理解を深めていただくため、先進ごみ処理施設へ

視察見学を開催する。その申し込み方法等を説明。 

質疑応答（概要） 

【質問 1】 これまで候補地とされた土地は、地盤が弱く、山に隣接しているため防災上危ないということが

ありましたが、地盤の軟弱度など応募者ではわからない部分があります。建設候補地となった後

にボーリング調査で整備できないと判明することもあるので、応募の時点でどのように考えられ

ているのかお聞きしたいです。 

【回答 1】 土地の周辺状況や地質については、まずは応募地に立ち入らず、文献でわかる内容から判断させ

ていただきます。選定委員会において「文献のみの判断が難しい」となった場合、もしくは選定

委員会から管理者会へ選定結果を報告した際に、管理者会から指示があった場合は、ボーリング

調査を実施させていただく可能性があります。 

【質問 2】 建設候補地となった際に、土地に関する権利関係の整理が必要になります。土地所有者や自治会

にて行うことになると思いますが、非常に権利関係が複雑であり、土地所有者と登記の名義人と

のやりとりなど、地元では対応できない部分もあります。それらに対して、組合や各市町から支

援していただけるのでしょうか。 

【回答 2】 土地の境界に関する調査については、組合と選定委員会支援を委託しているコンサル業者が一緒

になり資料等で特定していかなければなりませんし、皆様には立ち会い等していただき、地元の

方と相談しながら、調査させていただきたいと考えております。 

【質問 3】 地域振興策のうちハード（環境整備）の支援で、例えば道路整備の場合、国からの支援、各市町

からの支援に加えて、組合からの支援を同時に受ける場合は、公費の二重取りになるのではない

かという懸念があります。 

【回答 3】 国や各市町の補助金を活用できる事業については、そちらを利用していただいて、自治会が負担

する部分について、地域振興策を充てていただければと考えていますが、公費の二重取りに該当

するかどうか、個別事例をもって専門の部署に確認し、対応を検討させていただきます。 



 

 

【質問 4】 資料「国定公園などに指定されている範囲・場所の地図（概略）」について、ごみ処理施設を整

備する場合、記載されている指定地域から何ｍ離れていなければならない等の指定はあるのでし

ょうか。また、応募地は周辺の土地と何ｍ離れていれば、同意等の関係が無くなるのでしょうか。 

【回答 4】 国定公園などの指定範囲からごみ処理施設までの距離は、特に規制はありません。そのエリアに

含まれているかいないかが重要になります。周辺地域については、距離に関わらず同意が必要と

なります。応募時の条件は、選定委員会にて「周辺地域の同意まで求めない」ことと決定してお

りますが、建設候補地に決定した後、環境影響調査や都市計画決定を進めるうえで、周辺地域の

住民の方々に説明会を行い、ご理解を得る必要があると考えております。 

【質問 5】 その結果、周辺地域の同意が得られない場合はどうなるのでしょうか。 

【回答 5】 施設整備は可能な限り早く進めていかなければいけない状況ですが、同意を得るためには根気強

く説明する必要があると思います。説明会や先進施設への視察等を通じて、少しでも（ごみ処理

施設に対する）間違った認識を無くし、理解を得ていくよう努力する方針です。 

【質問 6】 建設候補地として決定通知後の提出書類について、土地所有者の同意書があります。地域の議決

が得られても、土地所有者から反対される恐れがありますが、全て自治会で同意まで得なくては

ならないのか、組合や各市町からどの程度まで関与していただけるのでしょうか。 

【回答 6】 応募時に、土地所有者の同意の見込みがあるか記載いただくことになっています。応募時は見込

みがあったが、建設候補地として決定後に同意が得られなかった場合は、組合や各市町も一緒に、

ご理解いただけるように話をさせていただくよう努力していきたいと思っています。 

 

【説明会の様子】 

   ▼管理者あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ▼先進ごみ処理施設紹介（ＤＶＤ）        ▼公募に関する説明 

 

 

 

 

 

 


