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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 7回説明会 概要 

 

日 時 平成 30年 1 月 16日（火）午後 7時 30 分～午後 10時 00 分 

場 所 愛荘町 秦荘庁舎 大会議室 

参 加 者 44 名 

 

愛荘町秦荘東小学校区 
44 名 

（男性 43名、女性 1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 環境対策課  上林課長 

事務局 
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) 大久保管理者 

(2) 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 

【意見１】 松尾寺地区の区長です。松尾寺地区は 12 月 2 日に総会がありました。ごみ処理施設建設

について総会にかけましたところ、確実な反対です。反対の内容といいますのは、生活基

盤のど真ん中に危険を伴う、しかも小学校の近くに施設を建てるなというところで、行政

からの条件提示を求めるものではありませんでした。もう 1つは、周辺地域の意見を聞か

ない候補地の募集の仕方です。これについても白紙撤回せよという内容で揃っておりま

す。 

11 月末に、岩倉さんから反対運動が起きまして、それに合同する形で松尾寺地区も一緒に

反対運動を進めていくようになりました。 

そんな中で、今日は 2回目の説明会ということで、陳情の文書を用意させていただいてい

ますので、読ませていただきます。 

ただいまのいろいろな説明につきましては、まず地元に暮らす者なら誰でもこの問題を明

確な根拠がない判断で、重視せずに、いきなり新聞報道という手段を取り、住民に対し、

もう絶対変えられない結論という印象を植えつけ、反対ではなく、条件交渉の場に持ち込

もうと誘導されているように思います。 
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そのような中で、ご説明いただいた素案 1、2 のルートにつきましては、行政のパッカー

車については通行制限できるでしょうけれど、片道 400 台と言われているうちの 300台の

一般車両は間違いなく東出地区や小学校の前を通ると思います。これはインターへのアク

セス道路を利用する計画であり、住民に対する目的義務違反だと思います。 

また、ルート 3、4 についてはバイパス新設という地元住民さんの長年の願いを今回の容

認を得るための材料に利用されているようで、本来の目的に合致せず、また施設ができれ

ばこのルートを通るという保証もなく、現状からの改善は疑問であり、違和感を覚えます。 

なお、本件は竹原さんを単なる候補地とした行政組合の問題ではなく、愛荘町の改善の必

要性を認めているなら、住民さんの立場になって可能な範囲で早急に対応すべき事案だと

思います。 

なお、判断されるのは対象の集落さんであり、これ以上当字が口を挟むのは慎みます。し

かしながら我々はごみ処理施設に関する対策を求めているのではなく、近隣住民を軽視し

た不公平で間違った認識のもとで導かれ、決められてしまった合理的でない結論に納得で

きず、選定地の一番の隣接集落である岩倉さんや関係集落のご賛同者さんとともに、宇野

町長さんにも申し上げましたが、建設そのものに反対し、選定の見直しを求めております。 

つきましては、ここにお集まりの関係集落代表者さんの前で改めて松尾寺は建設に断固反

対を貫きますと申し上げ、広域行政組合管理者の大久保貴殿には松尾寺本区長として今回

のごみ施設の選定につきまして次のとおり陳情させていただきます。 

今回のごみ処理施設建設計画が発表され、家を継ぐ子どもが将来を悲観して地元に帰らな

いと言い出す家庭や、私財をはたいて転居を言い出す人までいる事態になっています。こ

れは日常生活への影響もさることながら、我々の母校、秦荘東小学校の目と鼻の先にこの

ような大規模で施設というよりは、永久に続くごみ処理基地ができようとしていることに

拭い切れない不安を感じ、地元への愛着心に水を差され、夢や誇りが持てなくなっている

からだと思います。本来ごみの処分場からも彦根市内であるべきものを、管理者会議の抵

抗に会い、これに屈した形でこの地を選定されようとされたようですが、こちらとしまし

ては大変な迷惑であります。どうか現地周辺の環境や、全く聞かされていなかった近隣住

民の心情にご配慮いただき、またご自身の彦根市議会も歓迎されるどころか反対されると

聞いておりますので、何とぞ今回の用地選定を撤回いただきますよう、区民を代表して心

よりお願い申し上げます。弱い立場の我々の救いの声を必ずやお受け止めいただけるもの

と信じておりますので、よろしくお願いいたします。 

（拍手あり） 

【質問者１】 冒頭に候補地選定委員会の報告をされましたが、このことは最初に報告をするべきです。 

まず、応募地①から⑤がありますが、情報公開の時代に、あくまで応募地①②③で、竹原

は④ですという言い方では駄目です。すべて公にすること。 

また、1 位の応募地を市長は優良農地だと言われていますけれど、ここも優良農地です。

鈴鹿山系から岩倉川、宇曽川が通っているこの愛荘町のところは優良農地です。そこにご

み施設ができるということは、それを潰すということになりますので、その辺の一考もお

願いしたい。 

そして、候補地の選定について、岩倉が反対されてもあくまで竹原区を候補地だと言われ

て、今日も建設ありきで説明をされていますが、①から⑤まですべて候補地という形で、
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選定を見直し、検討されたのかどうか。こういう優良農地に施設ができるということは、

応募地③のところで考えておられることと一緒ですので考慮をお願いしたいと思います

し、周辺に公共用地があり、集落もたくさんあります。500ｍ以内にこういう施設ができ

るということは、今後の振興・発展のためには大きな妨げになります。蚊野にも竹原に接

したところがありますが、いまだに説明に来られたことはありません。したがいまして、

岩倉と同調し、反対します。 

（拍手あり） 

【回答１】 応募地を公開するべきというご意見はこれまでも頂戴しています。応募の条件を決めてい

く中で、当時、どこからも応募がないということを組合として懸念しておりました。その

中で、公募に係る説明会等で、落選をした場合に応募をしたことが公表されるならば応募

を躊躇するというご意見がありました。そのようなことから、候補地として決定をさせて

いただいたところは公表し、そのほかのところは選定後も公表しないというルールを設け

させていただいた上で応募を募ったという経緯があります。 

そういった部分が、より良い方法であったかということについては、さまざまなご意見が

あるということは承知しておりますが、今の段階で公開することは、ご応募いただいた自

治会との信頼関係という部分がありますので、報告書の概要版という形で、可能な範囲で

公表させていただいているところです。具体的な地名を公表しないというところはご理解

を賜れればというところです。 

【質問者２】 竹原区での建設に断固反対します、岩倉自治会です。 

昨年末ですが、私たち岩倉自治会は竹原と同様に応募地として手を挙げられました彦根市

の応募地へお伺いして、市会議員の方や自治会長をはじめ、役員の皆さんにお会いしまし

た。昨年、宇野町長に、その応募地が候補地に向かない理由は何ですかという質問をさせ

ていただいたときに、まずは地域住民の反対が大きい、しかも付近の地域が大渋滞になる

ので向いていないというお話をされました。これが自治会長、また皆さんのお話では、住

民の承諾はもちろんのこと、隣接自治会の承諾も得られている。また道路の拡幅工事も計

画されているので交通渋滞の問題は一切ありませんとお答えされました。しかも、関西電

力が近いこともあって、焼却場が建設されたら、廃熱を利用して周辺地域の電気代を 1円

でも下げたいとおっしゃられました。 

【回答２】 

（愛荘町長） 

現在のごみ処理場の建設について、その応募地の周辺地域が反対しているとは言っており

ません。過去に大きな誘致があり、当時、私はたまたま担当していたので、国との折衝等

をやっていたときに、その地域の住民さんが猛反対されていました。そのような経緯から

本当に適地かどうかというのは疑問だということを言いました。しかし、今のごみ処理場

の問題で反対しているとは言っておりません。 

【質問者２】 わかりました。ただ、現在の認識として、その応募地の反対はないという認識でよろしい

でしょうか。 

【回答２】 

（愛荘町長） 

私は、その応募地がいいとか、竹原がいいとかは言っておりません。先ほど管理者が言い

ましたように、竹原へ持ってこいとは一言も言っておりません。ただ、議論の中で竹原へ

来たというだけであって、どうしても竹原へ来てくれとか誘致は一切していません。そこ

はご理解いただきたいです。ただ、建設候補地として決定したことについては確かですの

で、それについては何も言えませんけれど。 
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【質問者３】 行政組合の議事録を見ていたら、宇野町長が直接は言っておられませんが、秦荘に持って

こようというような感じに取れるような文章を見ました。 

【回答３】 

（愛荘町長） 

応募があったのは彦根市と愛荘町です。彦根市さんは彦根市さんなりに彦根市へという話

はありました。私は候補地選定委員会が終わるまで竹原さんと接触したこともありません

し、もう 1 カ所と接触したこともありません。候補地選定になってからの話ですので、1

カ所ありきで進められるのはおかしいということで喋っています。 

【回答３】 

（管理者） 

私からそのあたりの整理をもう一度させていただきたいと思います。多分管理者会の議事

録をご覧になって、そこに出てくる文言でおっしゃっていると思います。 

宇野町長さんをはじめ、4 町の町長さんは一貫して、これまで取り組んできた選定委員会

の議論、この結果を尊重してください、まずはそれが大前提で、それを否定するような選

定の仕方というのは説明ができないということでした。 

私は彦根市の立場で、彦根市の応募地としては、農業委員会から農地を公共用地で使うと

いうことについて慎重に考えてほしいという意見がありましたし、応募地①は準工業地域

で、さらに地権者の同意は 100％という報告がありましたので、彦根市の中では応募地①

が優位ではないかという提案を一貫してしてまいりました。ただ、優先順位が一番下でし

たので、これを圏域の皆さんに説明することができるかという問いかけをずっといただい

ていました。しかも、建設に一番コストがかかります。それを圏域の皆さんに負担してい

ただかなければならないですから、その説明ができますかということを一貫して言われて

きました。そうした議論を経て、私の責任において竹原区を優先順位が 2位であったとい

うことで選ばせていただいたということですので、ぜひともご理解をいただきたいと思い

ます。 

【質問者２】 ごみ処理場の設置は、前の市長である獅山さんが、先ほど申しました応募地に設置を要望

されて、彦根市と応募地で協定が交わされていると聞いているのですが、大久保市長はこ

の協定についてどのようにお考えですか。 

【回答４】 

（管理者） 

彦根市からその応募地に対して依頼をしたかどうかということは私はわかりません。協定

書というものが存在することは事実でございますが、そこにごみ処理場とは書いてござい

ません。 

私は前市長から引き継ぎを受けたときに、これは前市長の名前と応募地の方々の名前で協

定を結ばれたという事実であって、私の義務ではないということを伺っています。ただ、

その応募地の皆様はこの協定書というものは重要な地域振興のための約束だということ

は一貫しておっしゃっています。それぞれの地域の振興を考えていくのは私の務めです。

したがって、その精神は尊重して、ごみ処理場であろうが何であろうがその地域の発展の

ために尽くしていかなければならないと思っています。 

【質問者２】 この協定書というのは獅山さんの個人名と個人印鑑、それと応募地で結ばれた協定という

ことで、市長という名前は出ていないし、市長の印鑑も押されていなかったという認識で

よろしいですか。 

【回答４】 そうではありません。公的肩書があって、公印が押されているものです。しかしながら、

これを法的に解釈すると、彦根市が協定を結んだということにはなかなかならないという

のが複数の弁護士の見解でございます。 

協定を結ぶということは、結んだときに公表して、皆さんに広く認知をしてもらわないと
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いけません。そうした手続きが欠落しているというものです。したがって、これを私の義

務とすることには非常に難しいという見解をいただいています。ただ、地域の振興をして

いくということは首長の責務ですので、今後もその地域の発展のためには、微力を尽くし

てまいりたいということを申し上げています。 

【質問者２】 今のはすごい大事なところで、私たちにとってこれからごみ処理場が建設されるという際

に、地元の住民と行政の間で交わした公約が後で無効になるということはとても恐ろしい

ことなので、その辺ははっきりしておきたいところです。 

続いてですが、候補地に決定するに当たっての適性評価で竹原は割と高得点であったとさ

れています。実際のところ、竹原の周辺 1ｋｍ圏内に学校がございます。460ｍの地域に小

学校、保育園、福祉施設、それから 300ｍの地域に国の重要文化財、町の指定文化財等が

あります。また候補地は 2つの活断層に挟まれているということと、土砂災害の可能性も

あるということもわかっています。そうした中でも、竹原が建設に適しているとお考えで

しょうか。 

【回答４】 まず 1点目の近くに教育施設や福祉施設等があるということについて、選定委員会での評

価にも入っている部分です。委員さんからは具体的に、例えば小学校が近いというような

ご意見もあった中で、結果としてこういった評価になりました。 

建設候補地として決定した現在としましては、近くに小学校がある、文化財があるからと

いうわけではなく、環境への影響という側面を考えますと、当然のこととして環境への影

響を小さくする、環境保全に努めていくということは当然であると思っています。 

また、特に児童が通りますので安全対策という側面が出てくると思います。今日ルートの

素案をお示しさせていただきましたが、当然、児童・生徒への安全対策についてもしっか

り考えるようにというご意見を賜っておりますので、対策としてとても重要な部分として

考えていかなければならないという認識を持っております。 

また、活断層や土砂災害についても、評価の中で項目がございましたし、議論の中でもご

ざいました。活断層に伴う地震へのリスクがある応募地は竹原だけではありませんでした

ので、当初は予定をしておりませんでしたが、各応募地について、活断層の専門家の先生

に現地を歩いて簡易調査をしていただきました。その報告としましては、この夏に国土地

理院から出ました新しい活断層図と同じような報告をいただいております。竹原区につい

ても活断層、専門的には撓曲帯と言われるものがあることは、組合でも認識しておりまし

たし、選定委員会の委員さんにも報告をしておりました。その上で、そもそも建設候補地

になり得るのかという視点で見解をお伺いしておりました。その報告では建設していく際

には活断層の調査をして、真上に施設を建てることは避けなければならないが、施設配置

の工夫によって土地利用は可能というご報告をいただいております。それを受けて、ボー

リング調査に合わせて活断層調査をしていかなければならないというところで、事務局と

して検討を始めているところです。 

【質問者２】 今お話しいただいたリスクを抱えた中で、また地元住民 16.1％の反対、これに加えて周辺

地域の反対というのが起こっている中で、他の候補地を差し置いてこの竹原地区の建設あ

りとした調査を進めていくという認識でよろしいでしょうか。 

【回答５】 

（管理者） 

ご説明をさせていただきましたように、各種の調査をいたしまして、真の建設地になり得

るかという手順を踏んでいかねばなりません。それもなしには判断ができないというとこ
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ろがございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

皆様こうしてお集まりいただいて、いろんなご意見をいただいております。これがどの応

募地でも同様のことが起こるというふうに私は前提として考えておりました。ぜひとも皆

様のご理解とご協力を得て調査を進め、そして皆様のご要望、あるいは地域の課題を一緒

になって解決できるように意見交換を重ねながら進めさせていただきたいと思います。そ

のまず一歩が各種の調査になりますので、そこはぜひご理解をお願いしたいと思います。 

【質問者４】 運搬ルートの素案について質問をさせていただきたいと思うのですが、約 400 台のうちの

9 割が彦根、いわゆる北からきますが、県道 13号を南に遠回りする案については、一般車

が多く、規制もされないためわざわざ遠回りすることはあり得ませんので、ここに出すま

でもなく理解できません。 

甲良町役場の交差点を上（かみ）へ上がって 222 号線を通るルートと、南進して法養寺の

交差点から長寺、226 号線を通って愛荘町を避ける。北からのルートにそのような案がな

ぜないのか教えてください。 

【回答６】 事務局で素案を考えていく上で、いろんな検討をしていたところです。先ほどの甲良町役

場のところからという具体的なところではなかったのですが、長寺を通って下りてくる道

というのは道幅がかなり細くなっているところがありますし、児童・生徒の安全の対策を

考えたときには、226 号線というのは避けるべきということで素案として入れなかったと

いうことと、具体的に常安寺さんから、226 号線の危険性のご指摘もございました。私ど

もが直接見に行って感じたところもございましたので、素案には入れていないというとこ

ろです。 

【質問者４】 東出には県道の松尾寺豊郷線が通っています。数年前に湖東三山スマート IC ができて以

降、昼夜問わず大型車両の交通量がかなり増えました。道沿いに建っている家は、夜中、

最近響くようになりました。昨年の 12 月には横断歩道を渡っておられる方がはねられて

死亡事故が起きています。先ほどの説明で、226 号線は問題があるとのことですが、松尾

寺豊郷線も同じように考えていただかないと困ります。 

また、遠回りしなくてもいい既設の道を通るのは人間の心理として当たり前の話です。道

についての確約できるのですか。先に買収を含め、道路整備を決定してもらわないと、そ

ういう条件でないと、我々の区も反対ということになるかもしれません。 

【回答６】 これまで説明会を開かせていただく中で、収集運搬車両の通行ルートについては特に気に

していただいているところでした。 

東出区さんの小学校の前の道が普通の最短ルートかと思います。選定評価の段階ではその

ルートを前提に考えておりましたが、事務局として何度もこのあたりを見ていくと、車線

があるところもありますけれども、道幅が狭くなっている部分もありましたので、そのル

ートについても同じように適切ではないだろうと話しておりました。 

今回お示しさせていただいたルートは事務局としての素案の素案です。関係自治会さんや

土地所有者の同意を得てはおりません。そういった中で、例えば、この道がごみ処理施設

に行く直接のルートだという看板などを出すことで、北からくる車は、素案のルートを自

然に通ってこられるかなということで、用意したというところです。 

具体的な案をお示しすることによって皆様からご意見を賜りたいという思いでご提示を

させていただいているところもございます。そのあたりご理解を賜れればというところで
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す。 

【質問者４】 絶対条件にはなり得ないということですか。あくまで要望だけですか。 

【回答６】 現段階で、関係自治会さんや土地所有者の同意が得られているということではありません

ので、今お約束できるというところではないということです。 

【質問者４】 搬入ルートの話が進まない限り、我々は賛成することはできません。 

また、現地説明会に行った施設では駐車場の敷地に建て替えをされる事例の話を聞きまし

た。30年して炉が老朽化したときに、建て替えがされることは誰が見ても明白です。そう

しますと子や孫の代までということになり、もう地域から離れるということになると思い

ます。 

第一化成という工場がありまして、以前は東風のときにめまいがするような悪臭がきてい

ました。煙突が低いということで、今のように改善され 100m ぐらいあります。高くして

地域住民の納得を得て稼働をしているのですが、今回の場合を考えると、施設ができた後

に道ができるわけがないです。道ができないことにはごみ処理場を建設してもらっては困

ります。だから、山でも何でもいいから、地域住民に迷惑をかけないアクセスルートを作

るという意思を持っておられるかどうかです。我々は、まずルートです。 

（拍手あり） 

【回答６】 ご意見を賜りながら、施設を建てさせていただく場合には当然ルートという話も十分に検

討していきたいと考えております。 

【回答６】 

（管理者） 

出させてもらっているのは素案の素案で、これをもとに皆さんのご意見をいただいてきち

んとした案を作っていきたいということですので、最善のルートの検討のためのご意見を

いただいているというふうにご理解をいただきたいと思います。 

【質問者４】 基本計画を策定中だと聞いていますが、その中で決めて、こうなったというのは報告があ

るということでいいですか。 

【回答６】 はい、そのように考えています。 

基本計画には１つの案に絞るのか、ご意見をいただく中で、新しい案や回り込んでくる案

は問題外だというご意見もございましたので、取捨選択しながら複数案として載せるのか

については、今後皆様からいただくご意見との兼ね合いになりますが、基本計画に載せて

いく予定をしておりますので、皆様にはその旨をご報告させていただきたいと考えており

ます。 

【質問者５】 運搬ルートについて、名神国八線を上がって蚊野、軽野の通学路のところを北のほうへ曲

がるというルートと、それをさらに上（かみ）に上がって蚊野東の交差点から北のほうへ

曲がるルートですが、蚊野の下（しも）の通学路と名神国八線の交差点はたびたび大きい

事故が起こっているのは当然ご存じですよね。去年の 12 月の初めくらいにもかなり大き

い事故がありました。そこは蚊野と軽野の子どもたちが通学している交差点ですので、地

元としてすごく心配しています。そこをパッカー車やごみ搬入の一般車がかなりの量、通

られるということになるとかなり心配という部分がありますので、その辺、どういうふう

な認識をされているかお聞きしたいと思います。 

【回答７】 申し訳ございません、おっしゃられました大きな事故の部分については、少なくとも私と

しては把握できておりませんでしたので、ご意見として頂戴できればと思います。 

【質問者５】 候補地の選定の評価の件でご質問させていただきたいと思います。 
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初めの 22項目の 80点満点で、竹原は 59.61ということで、3 番目です。それに対して 20

点満点の各項目の重要度や項目間の相互関係等からの評価では 11.60 ということで、下か

ら 2番目になっています。上のほうは ABC の判定をされているのですが、下の各項目の重

要度や項目間の相互関係等からの評価が低いところが選ばれているのはどういうことな

のかなという部分と、初めに大久保市長から、総合で１位の候補地に決定しなかった理由

について軟弱地盤という部分をかなり最終判断の根拠に言っておられたのですが、軟弱地

盤というのはこの 22 項目の中にもあります。22 項目の評価の結果表を見ていますと、応

募地③の評価は Bで C にはなっていないです。その辺、どういう差があるのですか。ここ

が Cであればかなり経費的な部分も出てくると思うのですが、評価が B であるにも関わら

ず、一番点数の高いところを諦めるほどとは思えないです。 

【回答７】 

（管理者） 

まず地盤に関してお答えをさせていただきます。応募地③は B という評価はありますが、

過去断念した場所から 1.5km 内の場所です。これは古地図によって内湖ではないというこ

とは確認をいたしましたが、断念をしたときの地盤改良費で見積もられた約 23 億円とい

う額がございます。内湖ではないけれど、そんなに遠くないところであるということ、そ

れよりももっと上（かみ）のところで駅舎の改築工事を行ったときの地盤改良費の追加費

用が 2 億 3000 万円かかっています。そういうところから類推をして、確かに予測ができ

ないけれども、土地の買収費が 10 億を超えているところに加えて、その追加費用を投ず

ることになるだろうと想定し、2 位との比較をいたしましたときに、断層があるというご

指摘もありますが、真上に建築をしなければ可能であるというご報告もいただいているこ

とと地盤の強度に関しては心配ないと報告いただいてます。、コストと、その不明瞭な費

用、どれくらいかかるか分からないというところとの兼ね合いで 1位については断念をさ

せていただいたということでございます。 

【質問者５】 それであれば、選定委員さんはそういった情報を得た上で評価をされていると思うんで

す。だったら評価の基準が ABCとあって、何で C になっていないんですか。それだけの要

素があるのであれば、Cの評価になって当然だと思います。 

【回答７】 今日抜粋としてお持ちをさせていただいた資料におつけすればよかったのですが、公表し

ております結果報告書の概要版の後ろに各評価項目のもう少し具体的な評価基準につい

て書いてありまして、2 番の地盤の軟弱強度という項目においては、地盤が軟弱であると

いう沖積層ではないというのが A評価です。B、Cについては、沖積層ではあるが、30mよ

りも浅い場合には B、30m より深い場合には C という基準を委員会で設定いただいており

ます。結果的に応募地③については、B の評価に該当してくるということです。 

ただ、選定委員会の評価としては支持力の確保は不可能ではないという評価はいただいて

いたのですが、その対策費用というところで管理者の判断というところになっていったと

いうところです。 

【質問者６】 収集運搬ルートというのはパッカー車が走る予定の案ということで、パッカー車が往復

200 台で、一般車が 600 台ですよね。200 台が案のどれになるかわかりませんが、一般車

の 600台についてはルートに載せただけで、ものすごく積算が甘いのではないかなと思い

ます。一般の方が通るルート、例えば豊郷の方、あるいは稲枝の方は従来からの稲枝から

松尾寺に行く県道を通られるのが竹原に通ずる最短コースです。 

東出の中は避けられるようにルートを考えておられますが、下（しも）の自治会、稲枝と
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か豊郷の方が 8 号線を渡って南のほうまで迂回して、あるいは北のほうへ迂回して来られ

るということは恐らくないと思います。やはり従来の稲枝から松尾寺に行く県道を通られ

ると思います。そうなると目加田、西出、東出を通られる方はかなり出てくると思います。

一般車は比率から言えば多いわけですから、そこそこの台数はあると思います。 

それと、スマート IC で新しいバイパスが目加田の下（しも）にできます。目加田の集落

の一番西の端が魔の交差点ということで、去年の秋から今年の春までに 2 回事故が起こっ

ており、今までに 30 回ぐらい事故が起こっています。扇のような道路の設計になってい

て、扇の一番高いところが目加田の集落から県道に出るところです。上（かみ）も下（し

も）も全然見通しがつきません。IC ができて、そしてごみ処理施設ができますと、相当

台数が増えると思います。一般車の想定ルート、現在ある清掃センターに一般車が稲枝か

らどれぐらい運搬されているかある程度予想をつけてもらいたいと思います。それが１点

目。 

そして、岩倉川は鈴鹿山脈から宇曽川まで流れています。目加田も岩倉川に沿って集落が

あるわけですが、特に一番近い岩倉の集落の方は、ホタルが生息しています。今でも有名

な観光といいますか、観察に各地からたくさんホタルの見学に来られています。川の水は

上（かみ）に上がらなくても、ばい煙とかいろんな浮遊物がホタルの生息地に全く害がな

いかどうかというのは、疑問だと思います。そういうことで、敷地内、屋内、屋外の環境

測定はもちろんのこと、境界から外の集落の大気、水質等の測定がどういう頻度でどうい

う項目をされるのか、その辺がまだわかりません、それが 2 点目。 

3 点目、地域の振興について、ごみ処理施設ができた場合、スタッフ、オペレーターは何

名ぐらいの人の要員になるのか。そして地元採用を優先的にされるのか。先行採用してい

ただいて技術を習得してもらうということもございますし、多角的に地域の振興を考えて

いただきたいと思います。 

（拍手あり） 

【回答８】 まず 1点目の一般車両の台数が多いことを踏まえたルートの案ですが、行政として委託等

で契約をしていくパッカー車については、決まったルートを通るという約束ができるとこ

ろですが、一般車両については、道路の看板や広報等で案内をしていくことは当然ですが、

何か規制をして、取り締まるということは現実難しいというのはあります。回り込んでく

る案というのは通常は通らないというご意見をいただきましたので、特に台数の多い彦根

方面について、普通に行けば自然に通るルートとなるように検討していきたいと思いま

す。 

2 点目の大気等の測定の話ですが、どういう頻度でという部分がございました。見学会で

訪問した近江八幡さんなどもそうですが、施設の中は常時監視しているというところで、

施設の外については、具体的にどういった測定をして、どういった頻度というのは、地域

の方々とご相談ということになりますが、施設の稼働直後と数年経って実績ができた段階

でも変わってくるのかと考えております。少なくとも施設の外の測定を全くしないという

ことはありませんので、頻度などはご相談をさせていただきながら具体的に決めていきた

いと考えております。 

3 点目の施設が稼働してからの採用、事業の部分ですが、これは予定をしておりますスケ

ジュールとしては、来年度に事業方式といいまして、民間の力を借りて、例えば長期的な



10 

施設運営の委託をしていくのか、従来のような行政の直営で行くのか等の検討に入ってい

きたいと考えております。そのあたりとすごく関係する部分だと思うのですが、いただい

たご意見を念頭におきながら検討していきたいと思っております。 

【回答８】 補足ですが、外の測定の関係で、この圏域で取り組んでいる最終処分場が彦根市の中山に

ございます。公害防止協定等を結ばせていただいて約 20 年弱経つのですが、埋め立ては

約 2 年前の平成 27 年度末で終了しておりますが、現在も定期的に地点を決めて測定をし

ておりますし、その結果につきましては毎月地元の方であったり公表しております。新し

いごみ処理施設につきましては、中山投棄場の例は、埋立という部分がございますので、

それと比較してそれ以上になるかどうかというのは、専門的な分析もありますし、地域の

皆さんのご意見も伺ってからになりますので、回数等はこれから検討させていただきま

す。 

【質問者６】 運用後に地元周辺の方との協議会なども逐次行われる予定ですか。 

【回答８】 当然そういうことになろうかと思いますが、ただ、具体的な内容や詳細についてはこれか

らということでご理解をお願いいたします。 

【質問者７】 土壌汚染と水質汚染について非常に心配しております。梨園のところに建てられると、そ

の下にある田んぼ、この辺は米どころなので、最初のうちは大丈夫だと思うのですが、10

年後、20 年後にすごい臭かったり、老朽化していろいろ汚染があるかと思います。あと、

鈴鹿山系の水脈というのがあるのですが、その下には岡村本家金亀があって、その下には

滋賀県の醤油組合があり、みんな地下水を使っています。水質を測っているので明らかに

今までは大丈夫なのですが、3 年後、4 年後に土壌汚染、水質汚染があった場合に、補償

してもらえるのかどうかというのはどうお考えでしょうか。 

【回答９】 補償についてこの場でお答えさせていただくのは難しい部分があるのですが、当然水質汚

染や土壌汚染というのはあってはならないということが大前提です。例えば排水について

は、下水道につなぐということを考えておりますので、公共水域に排水を流すということ

は計画としては考えていないところです。 

【質問者７】 粉じんなどは、どうしても屋根とかにかすかに落ちます。屋根とかに残った場合に、雨が

降れば全部下水道に流れることはあり得ないので、下にある田んぼ等に流れて、地下にも

流れます。最初のうちは最新鋭の設備なので汚染等は出ないと思うのですが、10年後、20

年後が心配です。 

もう 1つ聞きたいのは、運用後、竹原でのごみ処理場の運営は何年を思っておられるのか。

恐らくほかに候補地がないと言って、ずっとあそこにあるような気がしてならないのです

が、その辺はどうお考えでしょうか。 

【回答９】 粉じん等の関係もございますので、測定の頻度やどういう測定をするのがいいのかという

部分については十分検討させていただいて、また皆さんのお声も聞かせていただいて慎重

に対応するようにして参りたいと思います。 

それと、基本 30 年というスパンでごみ処理施設の稼働を考えております。ただ、全国的

な事例の中では、建て替えを空いた敷地で行うというのも事実でございますが、今考えて

いる竹原さんでは、今後についてはまだ全然協議をしている状況ではありませんので、地

権者の方々を含めまして皆さんとも協議をしていく必要があると考えております。 

【質問者４】 選定要件の 22項目の 18、道路整備費について、応募地④は 0.3億円、3000万円という選
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定評価になっていまして、安いので点数が高いというところがあるのですが、この 3000

万というのが、進入路設置費が約 2000 万。進入路用地買収が約 600 万。これで 3000万に

なっているのですが、先ほどの素案との関連はあるのでしょうか。 

【回答１０】 選定委員会におきましては、各応募地について基本的に既存の道路を使うということを前

提として選定をしておりました。 

応募地④、竹原区については、今おっしゃっていただきました費用は、梨園に入る道が細

いので、そこを拡幅する費用として計算しているところです。したがいまして、この素案

と関係するということではございません。 

【回答１０】 

（管理者） 

今ご説明させていただきましたように、選定委員会の段階では最小限の見積もりが提示を

されています。私の段階で、実際に専用道路を仮につけた場合等、どれぐらいの周辺対応

費が必要かというところを独自に試算いたしました。当然道路の問題というのは施設建設

を前提に検討する上で出てくるということは想定をしておりましたので、具体的にどれぐ

らい要るかということについて想定させていただいております。まさにルートの問題とい

うのは直近で一番大きな問題でもあると思いますので、しっかりご意見を伺って成案を作

っていきたいと思っております。 

【質問者４】 選定要件の項目の 1から 15、22は ABCで評価され、16から 21は計算式によって評価され

ています。これでいくと、ABC で評価する項目のウエートが大きくなっています。重みづ

けとして何で計算式による評価の項目の点数だけが非常に低いのですか。優劣に有意差を

つけられていないと思います。また、全部の 5つの候補地を ABCの数を数えたのですが、

特に有意差がありません。こういう評価をされたために竹原が 2位になったという思いが

してならないです。検討委員会の評価も否定はしませんけれども、我々はこの説明を受け

ても、なかなか理解できないというか、納得できないです。 

【回答１０】 道路の関係では、まずは既設道路だけでできるかできないか、進入路でも応募地以外の在

所から通ったほうが近い場合に、それで評価をすると実現性がどうなるんだということも

踏まえまして、最低限必要な部分はどうかという部分で選定委員会では判断をさせていた

だいているところが強くございます。点数につきましても、計算式による採点の項目は実

数値、金額を元に出したほうがいいのではないかというところで計算式による採点になっ

ております。 

評価の方法というのは、公開で開催しました第 9 回までの選定委員会においていろいろ議

論いただいた中で決定いたしました。ただ、委員の皆さんの思いの中では、そこがその判

断でいいのかという意見や、もっと重みをつけてはどうかという意見もありますので、拾

い上げられない部分は 20 点の中で評価しましょうということをやっておりますので、そ

れが一定の成果であるというふうに私どもは考えております。そこから、選定委員会で拾

えない部分について、管理者がいろいろな知見を交えながら考慮したという結果でござい

ますので、ご理解をお願いいたします。 

【質問者４】 理解できません。組合寄りの見解で評価されているようです。新聞で竹原が候補地になっ

たと報道されました。それ以上のことはわかりません。11 月 10 日の説明会では報告書が

ホームページに載っていますとのことでしたが、田舎で高齢の方もおられる中で何人がホ

ームページを見られる環境におられるのか。そういう立場、物腰では区民は理解できない

です。 
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【回答１０】 

（管理者） 

11 人の委員の皆さんがいろいろな方からいろいろな意見、専門家の方の意見も聞き、デー

タも見ていただいて、現地に足を運び、まさに五感で感じた結果を最終 20 点の評価に反

映をされました。確かに 0 点をつけられた方、5 つの応募地の中で適してないと断言して

おられる方、満点をつけてここが良いと自分の信念で押しておられる方もありました。そ

の 11 人の皆さんの評価を平均して民意を得ようということで作業をされたということで

す。 

委員がどうしてその点数をつけられたのか議事録にも出ていますが、それぞれその責任に

おいていろんな見方でつけていただいた点数だと私は思っています。この評価結果という

ものは確かにいろんな意見、見方ができる部分もあろうかと思いますが、2 年数カ月かけ

た集大成としてきちんとしたものができていると私自身は再評価をしているところです。 

【質問者８】 前回の案内文書には「ご理解を賜りたい」ということしか書いてなかったので、一方的な

説明を言われるのだと思っていましたが、今回は「地域住民の皆様からのご意見を賜りた

い」と書いてあるので、意見を聞いてくれると思って張り切って来ました。前回、具体的

な話は次回にということを言ってくれたので、私たちが、よく考えてくれたというのがい

くつか出てくるのかと思ったら、1 個も出てきません。前と一緒で、意見を言っていても、

ご理解を賜りたくというのを繰り返しているだけだと率直に感じました。 

お聞きしますが、前回、ごみ収集車 120台とおっしゃったのをメモしたのですが、今日は

100台と言っていて、何で 20 台減っているのですか。 

【回答１１】 100台から 120台程度という想定をしております。20台減ったということではありません。

ごみ収集車 100 台程度、一般車両 300台弱というところでご理解賜れればというところで

す。今シミュレーションとしては 100台から 120 台程度というところです。 

【質問者８】 愛知犬上はリバースセンターと言っておられますが、自治会で美化運動をしたごみは消防

署の下（しも）にある処理施設に搬入しています。そちらも計算に入れていますか。 

【回答１１】 車両の台数としては、リバースセンターと清掃センターの実績から出したものです。ごみ

量としては最終的には全体の分は入っております。量として基本計画の素案の中には盛り

込ませていただいています。 

【質問者８】 基本計画素案の 37 ページに周辺の教育、医療、福祉施設との位置関係と書いてあるので

すが、秦荘東小学校と北村医院さんとの間にある秦川保育園載っていませんし、北村医院

の横には北村歯科医院もありますが、それも載っていません。竹原の入口にある愛知犬上

の小学校へ上がる前の保育園、幼稚園児を対象にしたつくし教室という療育教室が福祉施

設としてあるのも載っていません。現地を見て評価したと言われましたが、本当に見まし

たか。例えば秦荘東小学校の前に信号があるのですが、どんな信号か知っていますか。す

ごく配慮した信号になっています。そういう意味でこの図はずさんです。 

だから選定結果報告書の 10 ページの 6 番に教育、医療福祉施設との位置関係で、応募地

④が Bになっているのですが、応募地④と応募地⑤は大体わかるのですが、同じ B とはと

ても思えません。 

さっきから皆さんが、なるほどなと思うことを言ってくれているけれど、それに対してし

っかりと受け止めて検討するという返事は 1個もありません。それでは一方的に説明して

いるだけで、言うことを聞いてくださいと言っているのと一緒です。 

それで、さっきから点数の話も出ていますが、10ページの 21番、地域における合意状況、
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これが一番だと思います。これが優先順位 1番ではないですか。だから人口 5 万人の野洲

市は山の中にクリーンセンターを作られたのでしょう。近江八幡市は搬入ルートをすごく

厳しいルートで運用しているけれど、今も課題がいっぱいあって困っていると聞きまし

た。 

また、野洲市も近江八幡市もごみ処理施設の横には市民が集えるところができているとい

うようにそれぞれのホームページに載っているのですが、人口 5 万人の野洲市、8 万人の

近江八幡市がそれだけやっているのに、15 万人ぐらいの彦根愛知犬上で作る処理施設が、

聞いている話では見劣りします。 

とにかく地域における合意状況が 100％のところを優先するほうが良いと思います。 

（拍手あり） 

【回答１１】 21 番、地域における合意状況ですが、これは自治会内での話の部分です。応募地で総会を

開かれた中での数字でございます。 

応募いただいた自治会での合意状況というのが大事だという話は委員会の中でもござい

ました。その中で、そこに重きを置くという委員さんについては、20点の評価で加味して

もらうというところで評価をいただいております。 

【質問者５】 提案も兼ねて質問させてもらいます。 

14ページの結果一覧を見ますと、応募地①が 68.31で一番低いのですが、応募地③が 73.38

で一番高い。これは先ほど大久保市長さんがおっしゃったようなことで外されたというこ

とですが、あとの 3 つ、②④⑤を見ると点数はほぼ横一線です。100 点満点で 2 点弱の差

しかありません。岩倉から見直しの要求をされたときの回答が、竹原は候補地であり、建

設予定地ではないというお答えをいただいています。でも今日の説明を聞いていますと竹

原ありきで進めておられるという印象を受けます。岩倉さんの要求の中で他の応募地も並

行で検討してほしいという項目があったと思うのですが、並行して検討をされて、さらに

その部分の点数を加味されて、最終決定されるという考え方はないですか。 

【回答１２】 

（管理者） 

今まさにこうやってさまざまなご意見を聞かせていただきながら検討しているところで

す。その他のところを俎上に載せるということは現実的には不可能な問題でございます。

私どもとしては、皆様のご意見を聞かせていただいて、どのような施設、地域振興策、搬

入道路、こうした課題を一つずつ検討を加えて、皆様といろいろとご意見を交換しながら

進めさせていただきたいと思っております。 

【意見２】 知り合いの娘さんがこの正月に実家に帰ったとき、ごみ処理場建設反対の看板を見て、も

し本当にごみ処理施設ができるなら、こんなところに帰らないと言われたそうです。また

都会に出ていたお子さんが家族を連れ、帰る予定だったのに、ごみ処理施設のため、迷っ

ている家庭もあると聞いています。このような家庭崩壊にもつながる事業をどうしても進

めるのですか。せっかく息子、娘が帰り、子や孫と暮らすのを楽しみに夢見ている家族に

水を差すのですか。それでもこの事業を進めるのですか。どうしても進めるのですか。我々

の心情をお酌みとりいただき、白紙撤回していただきますよう、切にお願い申し上げる次

第でございます。 

（拍手あり） 

【質問者４】 先ほど大久保市長が言われましたが、今日我々が言ったことを真摯に受け止めて、今後基

本計画に盛り込むということですね。当初のスケジュールから行くと 29 年度に基本計画



14 

を策定すると前回資料で見たのですが、搬入ルートの構想がいくつかあって、決まったら、

当然地権者との交渉へ進むのですが、そこが駄目だとなったときに、スケジュールありき

で進むのか、またこんな話に戻るのか、そこのところが非常に心配です。私も区民に対し

てどのように説明していいか悩んでいます。我々の区としては、ルート案を提案され、東

小学校区域で全部合意が取れて、買収できてから一歩歩み寄って話をしてくれるのかどう

かです。 

あとの公害防止協定等は当たり前の話です。昭和 50 年代のような煙を垂れ流す施設がで

きるはずがないので、これは先の話です。我々は、小さいときから育ってきたこの環境を

何とか守りたいという思いでいるので、それに対してどれだけ対策を講じ、もしごみ処理

施設ができるのであれば、当然環境は変わるでしょうが、その影響をできるだけ皆無に近

い状態に近づけてほしいです。 

その 1 つが、我々の地区については搬入ルートです。2 番目に施設の安全対策です。基本

計画が 29 年度にできるのだったら、基本計画の策定をもっと延ばしてでも、ベースをし

っかりやらなかったら、それこそ 3 年前から工事車両が道路をどんどん通るとなると、に

っちもさっちもいかない。あのときの区長は何をしていたとなるようなことはだけは避け

たいので、十分に意見を聞いて、何とか真摯に取り組んでいただきたいと思います。 

【回答１３】 基本計画ですが、当初は今年度に策定を予定しておりましたが、おっしゃっていただいた

部分がございますので、来年度以降も時間をかけながら検討していきたいということで、

検討委員会でもスケジュールを変更しております。また皆様からのご意見を可能な限り反

映した形での基本計画の策定に取り組んでいきたいと思っております。 

【回答１３】 しっかり時間をかけて慎重に、ご意見を伺ってやっていきたいと思います。 

【質問者９】 8 号線からスマート IC にかけて新しい道がつきます。それも考慮した通行量もわかるよう

にしてほしい。それも含めて、どこを基点としてどうなりますというのをわかるようにし

てください。 

【回答１４】 はい、わかりました。 

【質問者１】 大久保市長が、応募地を候補地と言っていますけれども、そうではなく、5 つの応募地す

べてを候補地として考えて進めてもらわなければいけない。 

（拍手あり） 

竹原ありきはいけない。そうでないと話し合いの場には立てない。みんなの声が出たのだ

から、見直してくれたらいい。みんなの声は真摯に受け取らないといけない。広域という

名前がついているのなら広域で考えないといけない。 

【回答１５】 ご意見は聞かせていただいています。広域で考えてきた結果、候補地として決めさせてい

ただきました。 

【質問者４】 今日の意見を当然反映されて、その後、報告というのはどういう段階ですか。定期的にや

っていただけるとか、どうなのでしょうか。 

【回答１６】 今日いただいたご意見を踏まえて基本計画の素案を修正でしたり、まだ検討が進んでいな

いところも含めて盛り込んでいきます。その中で、この後の検討委員会と並行しながら皆

様のご意見をお伺いしたいということも考えておりますので、年度を明けたぐらいにお集

まりいただいてご意見を頂戴したいと考えています。 

【質問者１】 見学を 3 月にと言っているけれど、決まってもいないのに見学しても仕方ない。みんなの
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同意を得て、決まったときに見学すればいい。決まってもいないのに見学してどうするの

ですか。 

【回答１７】 私どもの思いとしましては、そのタイミングでも見学会、必要に応じて企画をしたいとい

うところですが、まずごみ処理施設というものがそもそもどういうものかというイメージ

をしていただくのに、そういった機会をぜひ利用していただければと思っております。 

【質問者４】 確約は難しいだろうけれども、私どもの要望に対しての取組の状況、結果だけでなく、ど

ういうプロセスでということも逐次進捗を教えてください。 

要望について進展がなければ、建設するとかそこまで考えが及びません。 

（拍手あり） 

【質問者２】 岩倉自治会ですが、岩倉区としましては、去年の 10月 25 日に岩倉で説明された内容と今

日の内容は、一切変わっていないです。我々があれほどお願いしたにもかかわらず、全然

住民の声を聞いていただいていないというのが正直な感想です。ぜひご検討ください。 

（拍手あり） 

  

 

 


