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彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設建設に係る 

第 6回説明会 概要 

 

日 時 平成 29年 12月 20 日（水）午後 7 時 00分～午後 9時 00 分 

場 所 愛荘町竹原区 草の根ハウス 

参 加 者 34 名 

 

愛荘町竹原区 
34 名 

（男性 29名、女性 5名） 

彦根愛知犬上広域行政組合 大久保管理者（彦根市長）、宇野副管理者（愛荘町長） 

愛荘町 総合政策部  小杉部長 

事務局 
橋橋本事務局長、建設推進室（植田室長、村上主幹、

宮川主幹、尾崎室長補佐、高尾主任） 

コンサル業者 
パシフィックコンサルタンツ株式会社大阪本社 資源

循環室（枝澤課長、山﨑技師）地域創造室（有田課長） 

次 第 

1 開会 

2 挨拶 

(1) 竹原区長 

(2) 大久保管理者 

(3) 宇野副管理者 

3 内容 

(1) 資料に基づき説明（第 3回検討委員会までの検討内容について、収集運搬

ルート（素案）について等） 

(2) 質疑応答 

 

 

質疑応答 

【質問者１】 排ガスや悪臭の問題ですが、竹原区の集落の北のほうに第一化成がございます。第一化成

の煙突は何回も改善されて、ずいぶん高くなりましたが、現在も風向きによってはにおい

が私どものところに漂ってまいります。第一化成の排ガスのデータなどを組合として把握

しておられますか。もしわかっていれば教えていただければと思います。 

岩倉区さんが環境に対する影響を言っておられますが、参考になる 1 つのデータとして、

理解していただく材料になるのではないですか。 

【回答１】 そういった形でお示しすることによって、感覚としてご理解いただけるというふうに今聞

かせていただきました。 

現在、第一化成さんのデータは把握しておりませんが、可能な限り調査をして、場合によ

っては比較してみていただけるような形にできればと思います。今後、第一化成さんにご

相談をしていきたいと思います。 

【質問者２】 収集搬入ルートを示していただいている朝のピーク時の 15 分間に、各方面からのパッカ

ー車の搬入台数が 30 台を超えると思うのですが、搬入して、搬出した場合に、15 分間で
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すべての車両がそこを通らないようになるのですか。搬入をしたということは出るという

ことですので、その倍の 60 台が通るということですか。 

【回答２】 お示しした台数は搬入の台数です。 

10 時半から 10 時 45 分の間に入った車両が搬入をして、車両の清掃等をした上で、20 分

から 30 分後には出ていくという形になりますので、その 30 台が 11 時から 11 時 15 分の

間に出ていくということになります。 

【質問者３】 騒音のところで、夜 45dB ということは、騒音の目安としてまちの昼間になっています。

夜も昼間と一緒ということですか。夜のまちの住宅地で 35dBです。私たちは 35dB にして

もらえないのですか。夜は夜で寝させてもらえないということですか。 

【回答３】 素案の基準値というのは施設の敷地境界線上での値ですので、皆様のご自宅の敷地に届く

までに減衰いたします。また、騒音というのは建物の中に入るとおよそ 10dB ぐらい下が

るというような、かつて排出基準等を決められたときの試算がございます。実際には家の

中では 40dB 以下の値になってくるというところです。 

【質問者３】 外で犬など動物を飼っていたら耳がいいので昼間の音なら聞こえます。キャンキャン鳴い

たときに隣の人からうるさいと言われたら、責任どうしてくれるの。動物なので私らはど

うにもできないです。 

【回答３】 今は竹原区の建設候補地が騒音の規制法という法律では第 2種区域に指定されておりまし

て、その部分の基準値を採用してはどうかというところでお示しさせていただいたところ

です。 

敷地境界での測定の値ですので、ご自宅のほうに行ったときにはもう少し低い値になると

ころはありますが、今いただいたご意見で検討させていただければと思います。 

確認ですが、例えば 45dBになりますと、この表（騒音の目安）の中では 40dBの上にござ

います図書館の館内ぐらいの音をイメージしていただければと思います。そんなにうるさ

いというものではないのかなと感じるところもございますが、そのようなイメージです。 

【質問者４】 前回このような説明会を開いていただいて、いろんな質問があり、質問に対する回答、検

討中や保留という話もあったと思うのですが、どの説明会のときにどういう質問があっ

て、それに対してこういう回答をしたという議事録みたいなものを作ってもらえないです

か。竹原の説明会でもそうですが、周りの常安寺区、岩倉区で説明いただいて厳しい意見

が出ているというようなご説明でしたが、我々も周りの方々がどのような思いで、どのよ

うな意見をされているのか知っておかないといけないと思いますので、できるだけ記録と

いう形で残していただきたいと思います。 

【回答４】 議事録として作成しておりまして、ホームページにも公開させていただいている部分があ

ります。区長様に皆様に見ていただく分として早急にお届けさせていただきたいと思いま

す。 

【質問者１】 もう半世紀ほど前ですが、新幹線が建設されたときに、岩倉地区の矢取地蔵さんの東の岩

山がかなりダンプカーで新幹線のほうに運ばれたように記憶しております。その当時のこ

とですから記憶が定かではないのですが、そういうときの安全対策とか、資料とかデータ

が何か残っているのかどうか。いかがでしょうか。 

【回答５】 新幹線を整備されたときですとかなり昔の資料ということもあって、なかなか残っている

というのは難しい部分があるのかなと思います。現在私どもが資料を持っているというこ
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とはございません。 

【質問者１】 いろんな人の話を聞きますと、搬入、搬出、車のことについてものすごく心配しています

し、子どもが通学する場合に親として一番心配するのは交通事故のことではないかと思い

ます。そういう点で昔の事例を参考に対策を講じていくというのは、どこの地区に施設を

作るにしても一番大事なことではないかと思います。反対している岩倉区さんなり、ある

いは常安寺区さんなり、あのときどうだったというのを覚えていて反対しているのかどう

か私らはわかりませんし、例えば矢取地蔵さんの近くであれだけのものを壊して、あのと

きは影響がなかったのかというようなことにもなります。私個人としては、文化財とは何

なのかという気持ちを持っています。 

【回答５】 実際に施設ができてからのパッカー車の通行や、建設工事において、特に愛荘町さんと連

携をしながら十分に配慮していきたいと考えております。 

【質問者２】 処理方式の検討の中ですが、処理方式の分類で、熱処理と原燃料化処理が書いてあるので

すが、原燃料化処理した場合の原燃料となったものの行き先、用途はどのように検討され

ておられますか。 

【回答６】 まず可燃ごみの処理方式として、大きくは熱処理、そして原燃料化処理という 2つの処理

方式があります。新しい施設においては、平成 20 年度の基本構想で熱処理方式を採用し

ていくということにさせていただいております。これは熱処理をして、焼却時に発生する

エネルギーを熱回収することで、循環型社会の形成を目指していくというものです。 

熱処理には 4つの方式があり、焼却をする方式と、少し専門的な部分ですが、ガス化溶融

という方式がありまして、この 4つの方式についてプラントメーカからの見積もりなどを

含めながら検討してまいりたいというところです。 

【質問者２】 原燃料化はしないということですか。 

【回答６】 はい。今回、原燃料化を列記している部分というのは新しい施設で採用することではなく、

整理ということで記載をさせていただいております。誤解を招くところで申し訳ございま

せん。 

【質問者５】 運搬ルートの選定と決定はどういう手順で進めていかれるのですか。 

【回答７】 ルートにつきまして、現段階では、地域の住民さんのご意見をまず聞かせていただきたい

と思っております。今は事務局として素案の素案という形でございます。基本計画に最終

的に載せていくということになるのですが、基本計画の中ですべて決定しなければならな

いというものでもありません。例えば、今考えている中で、この案とこの案はそもそもな

いよねというご意見であればそのあたりを削除しながら、こういうルートもあるのではな

いかというご意見をいただきましたら、先ほど常安寺区さんからのルートの話もさせてい

ただきましたが、研究、検討を行いたいと思います。その中でも、ある程度皆様のご理解

をいただけるようなルートを基本計画に載せていければいいのですが、場合によっては案

1、案 2 としてこういう案があり、これから詰めていくというような形で基本計画に載せ

ていく場合もあると考えています。 

現段階としてはルートについて、地元の方から見ていただいてご意見をいただけたらと思

っているところです。 

【質問者４】 運搬ルートについて、そもそも焼却施設に入っていくルートですが、そのルートを通らな

いと入れないということですか。パッカー車がそこを通るというのはわかるのですが、一
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般車両はそこを別に通らずにもアクセスできますよね。 

【回答８】 パッカー車については各市町でこのルートを通るようにということで対応していくこと

になります。一般の車両におかれましては、広報等でこのルートを通るようにしてくださ

いという案内はできるかと思いますが、それを規制するということはなかなか難しい部分

があるということは考えております。 

【質問者４】 そうしますと、全体で 400台、そのうち 100台はパッカー車、あとの 300台は言い方は悪

いですが、別にどこの道を走ってもいいということですか。 

【回答８】 特に拡張整備など、道路を整備するような場合には、このルートを通ってくださいという

ようなことをご案内していきたい。ただ、もし一般車両が通らなかったときに何かチェッ

クができるかというと、現実そこは難しいと考えております。 

【質問者４】 そうすると、シミュレーションは必要だと思うのですが、比率からしても一般車両のほう

が 3 倍多いわけです。実際にやってみないとわからないという部分はあると思うのですが、

その辺のことも加味しないと、そこは個人的には心配な部分ではあります。 

【回答８】 パッカー車の通行を特に気にされるという部分も一定ございます。パッカー車については

行政が業者に委託する中で担保できるのですが、ただ、台数としては一般車両を無視でき

るわけではありませんので、行政からの広報や、我々が設定したルートを自然に通行する

というようなルートをぜひ検討していけたらと考えております。 

【質問者４】 搬入ルートを整備されて、実際にこういう状況になっていますというような例はあるので

すか。 

【回答８】 例としてお示しをさせていただける形では整理ができていないのですが、この間見学会を

催した近江八幡市環境エネルギーセンターさんでは、施設の近くまでは既存の幹線道路を

通って、近づいてからはこれから整備されるとのことですが、専用の道路を整備されるよ

うです。 

【質問者６】 集落に出入りする車の台数がかなり多く感じます。県道から集落の中に入る道を拡幅する

という考えはあるのですか。今の水路などを改修すれば買収しなくても 1車線ぐらい増や

せるような気がするのですが。 

【回答９】 特に県道から入ってくる場合は、今のご意見を踏まえながら検討していきたいというとこ

ろです。 

【質問者２】 現状のリバースセンターや彦根市清掃センターは、住宅に面するところをメインとして搬

入ルートに使っておられるとは思えません。彦根市さんの場合は施設の建設後にできた住

宅の中を通るルートはあるかもしれないのですが、これだけ生活道路をメインの搬入ルー

トとして考えておられるごみ処理施設はほかにもあるのですか。 

【回答１０】 詳細に把握はできていないのですが、各方面から来ますので、幹線道路を通ってくるとい

うのは恐らくどこの施設でもあると思います。幹線道路から奥まったところに施設がある

というような場合は、その間の道路を整備されるというようなイメージです。 

【質問者２】 お示しいただいたルートは幹線道路から最終的な施設の入り口まで既存の道路を通りま

す。施設の入口まで専用の道路を整備するというのは検討されていますか。 

【回答１０】 このたびいくつかの応募がございました中から選定させていただく過程において、既存の

道路を使ったルートで評価をさせていただいていいます。しかし、具体的に検討していく

中で、既存道路をルートとするという評価というのも一定ありながら、新しく道路の整備
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ができるかというところもお示しをさせていただきながらと考えておりまして、今後検討

していきたいというところです。 

【質問者２】 候補地選定の評価の中にそういった面も含まれていたということですか。 

【回答１０】 はい。選定の段階では既存道路を搬入ルートとする前提で評価をさせていただいておりま

す。竹原区さんの場合ですと、小学校の前の道を利用するとして評価しています。 

【質問者３】 搬入ルートを決めるときに、車両を走らせたらすぐ答えがわかります。皆さんがどう思う

かもわかります。皆さんが、畑で仕事をしていてどう感じますかとか、やったらいい。 

紙の上だけで言っていて、決まりました、はい来ますでは困ります。それから直してくれ

とかできない。竹原の生活道路だから自分の家から出るときに、違う道から出なければい

けないというのは困ります。 

【回答１１】 素案を作っていく段階において、実際にいろんな道を通りながら、案として用意させてい

ただいたところです。 

1 つおっしゃっていただいた多賀町方面の車というのは合計でも 10台程度で、パッカー車

ですと 3、4 台というところというのがありまして、そういった部分で、今の素案の中で

は台数という意味ではそれほど多い台数ではないかなというところでお示しさせていた

だいたところです。 

【質問者７】 ルート案としては、字の北側を北岡地区と言いますが、北岡地区の農道を通って、山際を

調整池の上を通って北側から入るというルートは考えられませんか。 

【回答１２】 そのルートも実はいろいろ回っている中で、走ってみたのですが、そのあたりは難しいの

かなと感じまして素案としては入れていないのですが、また詳しく教えていただければと

思います。 

【質問者８】 今ある生活道路を利用するというのは、最初から聞いていません。この案の中にはみんな

生活道路が入ってしまった。竹原区に候補地を求めるかというときに新しく道路を作ると

いう話があったんです。新しく道路を作るのだったらそれもいいなということで我々も承

諾したのです。2 回目から生活道路を使うように話がなってしまい、だんだんと圧力がか

かってくるような感じがします。 

【回答１３】 先ほど申しましたように、候補地の選定評価の段階において、新しい道路を作るというこ

とを条件とさせていただいていないということはご理解をいただければありがたいとこ

ろです。 

【回答１３】 

（管理者） 

候補地選定の段階では最小限の投資で評価を検討しようということになりました。ですか

ら、実際に建設する場合にはどれぐらいの道路整備をしなければいけないのかというとこ

ろを各応募地についても私なりにも検討させていただきました。ぜひいろいろと教えてい

ただいて、さらに検討を深めていきたいと思っております。 

パッカー車の通行量なども、これは本当にいろいろな要素があります。2 トン車、4 トン

車といろいろあるわけですが、ごみの内容によっても変わってまいります。しかし、圏域

全体の皆さんのご理解とご協力でできるだけ重たいものを出さないような、リサイクルし

ていただく。そういう地道な努力をしていただくとものすごく減ってきますので、パッカ

ー車の台数も減ってくるということになります。 

収集運搬というのはものすごく大きな課題ですので、私ども広域組合全体でこの問題はし

っかり検討していきたいと思っておりますが、現実としてはこれぐらいの予想をしている
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ところですけれども、できるだけ影響が少ないようにぜひ皆様のお知恵を頂戴してルート

を検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【質問者８】 施設は最近の設備だから、修理もないだろうし、傷まないだろうと思うのですが、日にち

がたつと変わってくると思うんです。1 回目の説明会のときにも彦根市さんの炉が傷んだ

ときには他府県へ持っていったということを聞きました。お互い助け合いという感じにな

ると思うので、他府県からの要請も受けなければならないことになるかと思います。そう

した場合のルートも考えないといけないのではないですか。生活道路をどんどん走っても

らうことについてはちょっと私は反対します。 

最初聞いていたのは、道路がつく、岩倉川にも橋がつくと聞いていたものですから、それ

を既設のものを使うということになると、問題があるのではないかと思います。 

【回答１４】 いただきましたご意見を参考にさせていただきながら、これからも検討を進めてまいりた

いと思いますので、ご協力、ご理解をよろしくお願いいたします。 

  

 

 


