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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 8回説明会 概要 

 

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

場 所 愛荘町東出区 公民館 

参 加 者 29 名 

 

愛荘町東出区 
29 名 

（男性 28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、尾﨑室長補佐、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（ 山﨑技師）地域創造室（山本技師） 

次 第 

1 開会 

2 挨拶 

(1) 東出区長 

(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（候補地の決定について、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】 個人的には東出の将来を見据えた中で、断固反対すべきだと思っております。 

公募方式を採用したというお話がございましたが、その中で近隣の同意を得る方式をし

たら候補者が立たないことが想定されるので、近隣の同意は候補地が決まってから丁寧

な説明によって理解と協力得るということを説明されました。もしも近隣の理解と協力

が得られなかったら強制的に進められるのか、理解と協力が得られるまではされないの

か、明確なお答えをいただきたいと思います。 

【回答１】 今、竹原区を建設候補地として決定をさせていただいたというところです。組合として

は、大変重要な施設ですので、今後丁寧に、真摯に皆さんのご理解を賜ってまいりたい

というところですが、あくまで現時点では皆様のご理解を賜れるようご意見をお聞かせ

いただいた上で、可能な限り対応、対策してまいりたいと考えているところです。 

現在、どういう施設を作るのかという検討を進めております。施設が地域にとってどう

いうものになっていくのか、地域振興ということもあります。そうしたものを住民の皆

さんと意見交換をし、しっかり練り上げてご理解をいただくために最善の努力をしてま
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いりたいと考えております。 

【質問者１】 ごみ処理施設は迷惑施設だと思います。竹原区においては、お金の部分である程度解決

されると思うのですが、近隣の字に対しては全然ないのですか。 

【回答１】 まず 1 点、今回の公募の要項にもあります地域振興策は、現金の補助をするものではな

く、竹原区を含めた地域の振興策として考えていただく事業に対して、支援をするもの

です。 

竹原区でも今後具体的な検討に入っていくという中ですが、当然、竹原区だけではなく、

広い範囲での地域振興ということも踏まえて検討していきましょうということはご提案

をしています。 

他の自治体では、ごみ処理施設と合わせて、温浴施設、公園的なもの、グラウンドゴル

フ場等、ごみ処理施設から出る余熱を利用する施設を整備をされているという事例もあ

ります。今後、当組合としても、地域のニーズがどういうところなのかというところを

しっかり検討して、愛荘町と一緒になって地域振興や地域全体の潤い、活性化につなが

る施策を検討してまいりたいと考えています。 

【質問者１】 はい、ありがとうございました。私個人としてはこの話は東出区の将来を危惧をした中

で反対すべきだと思います。 

【質問者２】 選定委員会 11名の構成を教えてください。 

【回答２】 11 名の構成は、学識経験者として大学の先生に 2 名入っていただき、委員長、副委員長

をお願いしておりました。そして、専門委員として 3名入っていただいておりまして、1

名は彦根警察署交通課長に入っていただきました。これは交通事情などを鑑みてという

ことですが、愛荘町については東近江署の管轄になっておりますので、そのあたりは東

近江署の交通課と彦根署の交通課で連携を取っていただけるということで、委員として

は彦根署の交通課長に入っていただきました。残りの専門委員として弁護士の方と不動

産鑑定士の方に入っていただきました。あと、各市町のごみ処理の担当課から推薦をい

ただいた住民代表として、環境活動に携わっている方を、環境衛生委員として 1 市 4 町

から 5 名入っていただきました。最後に 1 市 4 町の中からの公募委員として 1 名入って

いただいて、計 11 名で構成をしております。 

【質問者２】 11 名の生活拠点の割合はどうなっていますか。旧の行政区画の秦荘町の人は何人おられ

ますか。 

【回答２】 愛荘町からご推薦を受けた環境衛生委員として 1 名入っていただいております。愛荘町

さわやかまちづくり推進会議の会長、その後、途中で委員さんを交代いただきまして、

愛荘町区長総代会の会長、お二方とも旧秦荘町に在住の方かと存じますが、委員に就い

ていただいていた期間が違いますので、結果としては 1 名です。 

【質問者２】 旧の行政区画の秦荘町の人は 1 名だけということですか。自分の生活空間には関係ない

人がここは適切であると評価される可能性はあるわけですね。 

【回答２】 1 市 4 町の住民代表の方としてはどこも 1 名です。先ほど申しました大学の先生 2 名と専

門委員の 3 名が、どこに住んでおられるかということは今はわからないですが、地元の

方ではないです。しかし、学識経験者の先生はこういったごみ処理施設についての知見、

経験を多くお持ちです。当然、委員としてお受けをいただいたときにも、この圏域の話

をさせていただいております。専門委員の方々もそれぞれの役割の視点で入っていただ
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いています。地域の視点という意味では、どちらかというと住民代表の方や公募委員の

方のご意見を取り入れるという意味でこういった委員構成にしておりました。公募委員

の方も旧秦荘町ではないとは思うのですが愛荘町にお住まいの方です。 

【質問者２】 評価の中にいろんな項目がありますが、生活環境を取り入れた部分は非常に少ないので

はないですか。 

また、例えば道路の混雑度は、彦根市内では低い評価になり、こちらの農村地区では高

い評価になりますよね。 

【回答２】 生活環境に直接関係してくる項目としては、例えば項目の 5 番、住宅との位置関係。ま

た 6 番のいろいろな施設との位置関係という部分があります。その次の環境への配慮の

視点についても交通、道路の混雑度などいろいろな視点の評価を入れております。配点

としては、彦根市からの応募地のほうが結果的に高得点の項目もありますし、その反対

というのもあります。一般的にごみ処理施設の適地を選定する要件として少なくとも考

えられるものとして 22項目を選定委員会で設定していただいております。 

ただし、この 22項目は応募地が挙がってくる前に選定委員会で基準として定めていただ

いておりましたので、具体的な応募地が挙がってきた際に、この項目だけでは捉えきれ

ない要素が出てくることも想定して、各応募地を委員の皆さんに見ていただきながら評

価に 20点分盛り込んで、総合の 100点という中で選定委員会では評価をいただいたとい

うところです。 

【質問者２】 そうすると地域住民の意見は全く入っていない評価であるわけですね。 

【回答２】 地域の住民さんの意見としましては、応募いただく条件として必ず総会等を開いていた

だいて、応募することについての自治会としての賛否を取っていただくことを条件にし

ておりました。ただ、周辺の自治会の同意という部分については条件ではありませんで

した。組合としては、どの応募地を選定させていただいた場合にも、一定どこからも厳

しいご意見が出るということは想定しておりました。その中で、組合としてお願いをし

ていかなければならないというようなところで本日に至っているとところです。 

【質問者２】 土地の買取はありますよね。地主さんに高額な買取を提示しているわけですよね。そう

したら反対する人はいないですよね。 

【回答２】 用地の買収について、現在具体的な交渉に入っているということではありません。また、

自治会で応募についての議決、採決を取っていただいたということなので、地主さんに

限ってということではありません。買収の価格については、適正な価格というところで

すが、この金額でなければと言われても行政として手順に基づいて買収させていただく

ことになります。確かにこれまでの経緯の中で、土地所有者さんからの同意、ご理解の

部分が障害になって候補地を断念したという経緯もありましたので、土地所有者さんか

らの事前の合意というのは応募条件の中に入れておりました。そういった意味では、土

地所有者さんからのご理解というのは大変大事な部分であると考えています。 

【質問者２】 だからその周りには声を聞かない。周りまで声を聞いていたら挫折したから、今回は周

りの声は聞かないということですね。 

【回答２】 決してそういうことではありません。周辺自治会の同意を応募条件にするということは

かなりハードルが高くなるという議論があった中で、最終的に周辺自治会へのご説明は

行政としてしっかりしていかなければならないということになりました。 
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【質問者３】 竹原区では住民の何割ぐらいの方が賛成されておられるんですか。 

【回答３】 竹原区で賛成されているのは 83.9％の方というところで申請をいただいております。 

【質問者３】 愛荘町長が来ておられるのですが、愛荘町長は賛成の立場で来られているんですか。 

【回答３】 

（愛荘町長） 

過去の経過を踏まえて、今回は応募方式を取られました。そこで竹原区と、もう 1 カ所、

愛荘町から手を挙げておられます。その中で、選定委員会で順番を付されて、管理者会

の中で選定されました。竹原も愛荘町の自治会、反対されているところも愛荘町の自治

会ですから、それぞれの意見を聞きながら進めていくということで、私が賛成するとか

反対するという立場ではないと認識しております。その辺りにつきましては皆さんに真

摯に向き合いながら対応していくということしか今のところは言えないわけです。 

【回答３】 

（管理者） 

このことについては私からも一言申し上げたいと思うのですが、先ほどご説明させてい

ただいたとおり、管理者会で全員が一致してここがいいという結論が得られませんでし

た。そこで、選定委員会で出された結論を最大限尊重して、私が私の責任において竹原

区にお願いしたいということを管理者会で表明をさせていただきました。そのことにつ

いては大変ありがたく、とにかく管理者が決めたことについて前向きに対応していこう

ということでありました。ぜひそのことはご理解をいただきたい。 

先ほどもご質問がございましたが、前回、三津、海瀬では地権者の皆さんのご了解が得

られなかった。この教訓を経て、地権者の合意をいただきたいということが強く今回の

選定の中にも出てきています。自治会で決議をしていただいて、そこから地権者の皆さ

んのご賛同をいただくということについてのご協力をいただいて進めていこうというと

ころです。 

【質問者４】 先ほど 11名の選定委員の方々によって 5 つの応募地を採点をされたと聞いております。

その中で 1位の地区は地盤が緩いということで、2位であった竹原区を選定されたという

ことを聞いておりますが、その流れはそうなのですか。 

【回答４】 

（管理者） 

おっしゃっていただいたとおりです。1位の応募地は、地盤について懸念が示されていま

した。前に断念した石寺地区での見積もりで、地盤改良費が 22億円というお話がありま

した。そうしたことから、費用が相当かかるのではないかということも懸念材料として

ありました。農業委員会からも意見具申をいただいていましたので、そうしたものも管

理者会の中で検討して、1位ではあるけれども避けるということについては協議したとい

うところです。 

【質問者４】 1 位の応募地を避けられたというのはよくわかったのですが、その辺のところは選定委員

会では見抜けなかったということですか。 

【回答４】 

（管理者） 

懸念事項として出されておりました。ただ、先ほど選定方法についてご説明させていた

だきましたけれども、いろんな方々がいろんな方々の思いでつけられた点数の結果とし

て 1 位になったということですが、全体としては僅差ですので、その辺は管理者会にお

いてさまざまな他の施策との整合も考えて議論を重ねてきた結果、1 位の応募地を避ける

ということについては概ね共有、理解をしたというところです。 

【質問者４】 管理者が 2 位の応募地を推されたと聞いておりますが、彦根の応募地については問題に

ならなかったのですか。 

【回答４】 

（管理者） 

彦根市からは 3 つの自治会から応募がありました。最初は彦根市の市長として、彦根市

の応募地の中では農業振興地域よりも準工業地域である応募地①が適切であると提案さ
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せていただきました。ただ、街中に近く土地も高い、しかも選定結果が 5 位ということ

で、管理者会の中ではご理解をいただくことができませんでした。管理者会では合意を

得ることができなかったので、管理者の責任において決めるということになりました。 

1 市 4 町が概ね合意をして、公募方式で、選定委員会という第三者機関に公平公正な選定

をお願いしてきたという経緯がありますので、その委員会のご判断を最大限に尊重する

というところに立ち返ったというところです。 

そして、1位の応募地は避けるけれども、2 位であった竹原区にお願いをしたいというこ

とで表明したということです。 

【質問者４】 今、立ち返ったという言葉がありましたが、竹原区に決まって、周辺の住民がここまで

反対をしているということになれば、もう一度立ち返って候補地を検討する一因にはな

り得ませんか。 

【回答４】 

（管理者） 

今はひたすら竹原区でお願いしたいということです。 

【質問者４】 先ほど地域住民の方々に真摯に向き合うとおっしゃいましたが、東出区を周辺地域とお

考えではないという気もするのですが、今日初めて東出地区で住民説明会をしていただ

きました。これも行政のほうから来ていただいたのではなくて、区長が申し出たと聞い

ております。地域住民に真摯に説明をされるということであれば、そちらのほうからも

っと理解を求めるということが順序ではないかと私は思っております。 

それと、現在リバースセンターが稼働してだいぶ経ちますが、最初に稼働したときに、

固形燃料を地域住民に提供し、活用していただきたいということでしたが、結果は固形

燃料によって公害が発生するということで、今は何もされていません。かつ、煙も何も

出さないと聞いておりましたが、今はもくもくと煙が出ているように聞いております。

そのようなことがありながら何ら対策がされていない。恐らく竹原区にごみ処理場が来

ても同じようになるのではないかというのが私の懸念です。 

【質問者５】 区長から出ている意見要望の 14 番のことですが、1km 以内に保育園や小学校等があるに

もかかわらず、今の基本計画でも身体に害するものはゼロではないということです。も

し皆さんの子どもや孫をこの保育園に預けるとしたら喜んで預けられますか。 

それと、最初にされた質問の中で、答えをイエスかノーで聞いているのに、きちんとし

た答えをいただかずに、説明する中でも都合のいいような説明ばかりしているように聞

こえてしょうがない。車両の通行にしても、現況施設よりも少なくなる、あまり増えた

ように思わないだろうというようなことを言われたし、ほかにもいくつかありました。

考え方が甘くないかと思うのですが、どう思われますか。 

【回答５】 保育園については、子どもさんが利用される施設があるからというわけではなく、当然

のこととして環境への影響ということについては十分配慮していかなければならないと

考えております。 

【質問者５】 どう配慮されるんですか。 

【回答５】 

（管理者） 

私は以前、老人ホームに勤めておりまして、その老人ホームは彦根市清掃センターのす

ぐ横にあります。そこには院内保育園もあり、職員はそこへ子どもを連れて来て、保育

しながら仕事をさせてもらっています。今の焼却施設よりもはるかに環境基準のいいも

のをこれから作っていこうということですので、格段の配慮をしながら進めていきたい
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というのが 1点目でございます。 

2 点目の車両の台数が甘いのではないかというご指摘については、これからも精緻にデー

タを作っていくように指示しておりますので、まとまり次第皆さんにご提供させていた

だきたいと思っております。 

【質問者５】 朝刊に岩倉区が作成した反対のチラシが入りましたが、岩倉区はこれだけのお金を使っ

てでも反対するという気持ちを持っておられます。私も同じ気持ちで、断固反対の考え

を持っています。他所でごみ処理場が保育園、小学校のこんな近くにできたところはあ

りますか。 

【回答５】 

（管理者） 

申しましたように、彦根市清掃センターの横に老人ホームがありまして、そこの中には

保育所もあります。焼却場から大体 500ｍぐらいのところです。 

【質問者５】 1 市 4 町のごみが来るので量が全然違うじゃないですか。反対しているのにただ説明して

もらって進めてもらうのは困ります。それだけ念を押しておかないと。 

【回答５】 彦根市清掃センターは彦根市の真ん中ですので、たくさん車も来ています。そういうこ

ともきちんと整理をして、データもお示しさせていただきたい。彦根市清掃センターは

稼働して 40 年になっていますので、それよりもすばらしい施設を作らせてもらうという

ことで、最近できた近江八幡市の施設や野洲市の施設を見に行っていただいております

ので、行っていただいた方はどんなものかというイメージはお持ちいただけるかと思う

のですが、これからも丁寧にご説明をさせていただいて、皆さんからのご意見をいただ

きたいと思っております。 

【質問者２】 彦根市清掃センターのところでは建設できないのですか。彦根市清掃センターの処理量

が 90ｔでリバースセンターが 22ｔですので、4 町の処理量を加えても現在の処理量から

2 割増しですよね。 

【回答６】 新しいごみ処理施設としては、焼却施設に加え、リサイクルセンターも計画をしていま

す。敷地としては 4ha から 5ha の敷地が必要ということで、公募の段階において応募の

前提条件としておりました。彦根市清掃センターの敷地では少し狭いというところです。 

【質問者６】 先ほど管理者が、託児所が近いと言われましたが、託児所は 40年前にはなかったことだ

と思います。既存の小学校、保育園、各施設が近くにあるところに、このような大規模

な施設を建設するという前例があるかどうかを提示していただく必要があると考えま

す。 

あと、選定委員会の点数表を見させていただきましたが、各応募地が出る前に評価項目

を作られたということですけれども、竹原区は山の上ということで、水源に関しての項

目が 1項目もありません。地下水の水脈、排水等に関してもきちんと精査してください。

あと、優先順位１位の応募地が優良農地ということで外されたということは、東出区、

岩倉区、竹原区に関しては優良農地とは考えられてないということと受け取っていいの

ですか。東出で作っている米、まして愛荘町が特産として押している山芋について、町

長はどうお考えなのでしょうか。 

報告書を 1項目ずつ読ませていただいたら、1つずつに関してちょっと違うのではないか

と思います。竹原区は扇状地ということで非常に地盤が緩い。そして扇状地ということ

は水を集めて、それが琵琶湖に行く。その間の地下水が出るところでもある程度のこと

はわかっていると思います。そういうことに関しての調査報告が必要と考えます。 
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【回答７】 

（愛荘町長） 

ご指摘のとおりだと思います。愛荘町は、愛知川とか、伏流水が豊かな地域ですので、

水で過去栄えてきたという前例もあります。当然水脈を切ったりというのは絶対に駄目

だと思いますので、その辺については十分に精査していただきます。現在は確かに水脈

まではできていないようには思います。 

【質問者６】 基本計画では、排水は公共の下水に排水する、雨水は現在岩倉川に排水するということ

ですが、すべてがそれで処理ができるというものではないですし、地震とかの事故でパ

イプ等に亀裂が入ったら地下水への流入も考えられます。そういうことも考えると、計

画段階からこのような水脈に近いところに計画するということ自体が間違っていると思

います。 

あと、コストのことも、先ほど優先順位 1 位の応募地では地盤改良に相当な費用がかか

ると言われましたが、竹原区は山ということで、それなりの金額がかかると考えられま

す。 

選定委員会の報告にもありますが、彦根市清掃センターは 40年使われたと言われていま

すが、新しい施設を 30 年、40 年使った場合、彦根市からの運搬コストが 22 億を超えて

くる可能性が非常に高いのではないかと考えられます。報告書の点数は僅差なので、そ

れを覆してまで竹原区に建設するということに疑問があります。 

地域の合意状況は、竹原区の 83.9％は合意されている、これは一番低いです。近隣住民

に対しての説明というのもプレス発表で区長が知るような状態です。住民自身も事前に

区長に言ってからプレス発表するぐらいでないと、ないがしろにされているとしか感じ

られません。 

基本方針として反対ということを東出区が取った場合、今後の方針というのもしっかり

と説明していただきたいと思います。 

【回答７】 水脈等の話については、組合として今後しっかり考えていかなければならないことだと

感じております。現時点でどこまでのことが調べられるかというのははっきり申し上げ

られるところではありませんが、これから十分に可能な限りの配慮をしていきたいと思

います。貴重なご意見として賜りました。 

これまで東出さんの区長をはじめ、本日も厳しいご意見をいただいております。まずは

建設候補地として竹原区を決定させていただいて、その中で今後各調査とともに、皆さ

んへしっかりと丁寧にご説明をしてまいりたいと考えているところです。何とかご理解

を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

【質問者７】 理解はできません。建設ありきの話しかしていないから理解ができるわけがない。 

【回答８】 先日の小学校区の説明会でも、意見を聞くと言いながら、お願いしますばかりで意見を

聞いていないというお話が多数を占めました。しかしながら、選定評価の内容について

は、本当に権利関係のない公平公正な視点で評価してくれたと思っておりますし、そこ

を踏まえて竹原区に決めさせていただきましたので、報告書の中身について聞かれます

と、どうしても説明することしかできません。でもそれを聞いている皆さんからします

と、意見に対して、それが正しいとしか言わないじゃないかというような印象を受けた

ような気がしております。 

今日もこの選定評価の内容については、いろいろと思いをお持ちの方はいらっしゃると

思うのですが、私どもは竹原区にまずは候補地を決めさせていただいた上で、それがき
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ちんと建設できるかどうかという部分でこれから丁寧な説明に努めていきたいと考えて

おります。いろんな心配なり反対をされている方もあると思います。その中で、どうす

れば皆様のご理解がいただけるのか。どうすればよい施設になるのか、どうすればこれ

だったら建てていいよと言ってもらえるのかという部分で意見を聞かせていただきた

い。そういう思いで寄せていただいております。 

具体的にルートなどについても、そんな道だったらあかん、この道だったらそんなに影

響が出ないしいいよとか、建設に向けて前向きな意見を聞かせていただきたいという願

いで寄せていただいておりますので、何とぞご理解をお願いしたいと思います。 

【質問者２】 先ほど選定委員会の報告後の管理者会では結論が出ないので、管理者が竹原区に決めた

という話でしたが、選定委員会の報告はあくまで参考ですか。 

【回答９】 あくまで管理者会で決めるという中で参考にさせていただいておりますが、委員の皆さ

んではわからない市町が抱える行政事情などがありますので、7回に及んで会議をしてい

ただきました。その中でみんながここでという応募地は決まらなかったんです。最終的

に、彦根市長である大久保が管理者として責任を持って決めるに当たっては、自分の市

町のことだけは考えてられない。全体を考えたときに基準となるのはどこだというとこ

ろで、選定委員会の結果に立ち戻っていただいたんです。その中で上から潰していった

ところ、竹原区については選定できない要素がありませんでした。それでまずは候補地

に決めさせていただいて、皆さんからすると勝手に決めたという思いを持つのも当然か

と思います。私どもはまず場所を決めた上で、お願いできますかという部分で汗をかか

せていただこうというのが今だと、そういうふうに理解しています。決してないがしろ

にしたわけではございません。 

【質問者２】 その結果は、圏域で一番ごみを排出する彦根市ではなく、排出量の少ないところに決定

したということですか。 

【回答９】 彦根市内よりは当然こちらのほうが人口も少ないし、ごみ量も少ないとは思うのですが、

では彦根市にごみ量が多いから彦根市の応募地が優先ということですと、ほかの 4 町に

したら圏域全体で公募をしたのだからというご意見もありました。今、彦根市の住民や

彦根市議会からすると、なぜそっちに行くんだ、もっと近いところに持ってこいという

意見も正直いただいています。ただ、圏域全体で公募をさせていただいたというのがス

タートにある中で、竹原区なり、愛荘町ですともう 1 カ所のところが手を挙げていただ

きましたので、そういうことで彦根市に決まるのなら、自治会で苦労して手を挙げてい

ただいた方からすると、何だったのかということにもなると思いますので、その辺はご

理解をお願いしたいと思います。 

【質問者４】 そもそも応募地をそういう形で選定されたことについて間違いだとは思われませんか。

今の状況を加味して、これは正しかった、この方法しかなかったとお思いですか。 

【回答１０】 選定委員会の報告を踏まえ、各首長さんがご議論いただいた結果ですので、竹原区の建

設候補地で一生懸命建設となるよう努力させていただきたい、そういう思いです。 

【質問者８】 今までどおり彦根市と愛犬地域で 2 つ建てるということはできないものですか。 

【回答１１】 平成 11年に熱エネルギーの回収や効率的なごみ処理のために広域でごみ処理を行うとい

う指針が国や県から出ていた中で、当初から 1 市 4 町で 1 つの施設を建設するという取

り組み始めたところです。 
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【質問者２】 分散ではいけないのですか。 

【回答１２】 ごみ焼却施設の広域化のメリットを考えますと、1つに統合することが一番効率的という

ところで、そもそも指針をスタートとしてこの圏域でも取り組み始めたところです。 

【質問者８】 竹原区に施設が建ったとして、何年間ですか。 

【回答１３】 現在、具体的に向こう何年ということは決まっていません。一般的な焼却炉の耐用年数

は大体 30年と言われています。そのあたりを踏まえ、地元さんと施設を使っていく期間

を協議していきます。 

全国的な事例としては、同じ敷地で建替えをするという例も当然あります。ただ、30 年

後ということになりますと、いろいろな状況も変わってきますので、現在、具体的な取

り決めをするというのは難しいと思いますが、地元さんとの協議という部分については、

建替えも大変重要な部分になってきますし、新しい場所というようなことも可能性とし

ては当然ございます。 

【質問者８】 彦根市からは遠いところに持っていくので、ランニングコストが高くつきますよね。今

30 年と言われましたが、ランニングコストも計算しているのですか。 

【回答１４】 収集運搬のコストの部分かと思いますが、彦根市の市議会でもご意見を頂戴している部

分です。現時点で新しいごみ処理施設を建設して運営していく部分については、広域行

政組合の所掌事務としてお預かりしている部分ですが、収集運搬については、それぞれ

の市町で担当しているという部分になります。今後、新しい施設でも基本的には収集運

搬は市町で担当する部分としてスタートしていくことになろうかと思いますので、彦根

市にとっては費用負担が大きくなるということで、彦根市議会でもいろいろご議論をさ

れているところです。 

【質問者８】 彦根市が払えないと言われたら話が変わる可能性はあるということですね。遠いところ

はやめてくれと言われた場合は、竹原区で建設しない可能性もあるということですね。 

【回答１４】 今回の公募方式の採用に当たりましては、建設候補地を過去に断念してきたという経験

の中で、圏域全体の中から公募を募っていこうということでスタートさせていただいて

おりました。そういったことを考えますと、当然彦根市にとっては遠くなる可能性もあ

るということも前提としてあった中で、大久保管理者は最終的にご判断の中で、竹原区

に決定いただいたというところです。 

【質問者９】 地元というのは竹原区のことですか。周辺地域と地元をちゃんと分けてください。建て

替えるとなった時に、地元と相談するというのはどこの話ですか。一度建ったら、竹原

とだけ話をして、何十年と行くんですか。 

【回答１５】 地元といいますのは東出区なども含めて、地域の住民さんというところでご説明させて

いただいているところです。こういった協議をしていくというところで、現実的にいろ

いろな単位でという話にはなるかと思いますが、地元というのは決して竹原区さんだけ

ではないと考えています。 

【質問者９】 東出区を地元と思っておられないように思います。 

それと、16 日の説明会の時に松尾寺区の方が、区外に住んでいる娘が看板を見た時の話

を切切と訴えられた。どういう気持ちで聞いておられたのですか。地域の活性化と言わ

れてますが、もう 10 年も 20 年もしたら年寄りばかりになるのに、若い子が皆外に出て

行ってしまったらどうするんですか。 
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【回答１５】 16 日の説明会でもそういったご意見をいただいておりました。やはりそれが現時点の地

元地域の方々の正直なところであるということで認識しております。 

【質問者９】 認識しているのはわかりますが、さっきから十分に説明してどうとか、何とか皆さんに

理解を求める、こればかりです。もう一度話し合いますとか、一言も言わないじゃない

ですか。16 日の説明会でも同じ説明ばかりだと言って、途中で席を立たれた方がいまし

た。地域住民の意見は何も聞いてない。 

基本的に子どもや孫をこんなに施設に近い小学校や保育園に行かせたくないです。幼児

から行かせたら 9年ぐらいずっとここにいるんですよ。 

【回答１５】 先ほどもお話しさせていただいたのですが、選定評価についての答えとしては、こう考

えていますという説明になってしまいます。 

それをどうしたら認めていただけますか、どうすればいいものにできますかというご意

見をお聞きしたいと考えて寄せていただいているところです。 

【質問者９】 これだけ反対があったら再考されてもいいんじゃないですか。 

【質問者１】 それが建設ありきだと言っているんです。冒頭言いましたが、地元の協力、理解が得ら

れなかったらどうするんですか。明確な返答がないので、明確な返答をください。 

【回答１６】 皆さんの賛同が得られなかったときに撤退をして違う候補地に行くのか、それでも事業

を進めるのかというような議論は今のところできておりません。 

【質問者１】 してください。 

【質問者７】 丁寧な説明と言われたけど、岩倉区で説明会は開かれたのですか。 

【回答１７】 竹原区さんが応募地でしたので、まず竹原区さんで説明会をさせていただいて、一番隣

接している常安寺区さんと岩倉区さんで説明会をさせていただきました。 

【質問者６】 建設ありきというお話が聞こえていますけれども、行政としては推し進めるという方向

で進むと思うのですが、選定段階で 5 つの応募地が挙がって、専門の方が評価された。

けれどもそれに対して水源のこととか、保育園や小学校から 1km 以内というのは全国的

にあるのかどうか。そういうのもきちんと報告をしていただかないと、地元は納得でき

ないです。多分、ここ 10 年や 20 年で、こんなに近いところに建てたという事例はない

と思います。世界的に日本は進んでいるから最新の設備で公害を出さないと言っても、

何もかもが必ず大丈夫ということは絶対に言えない状態なので、地元の人間はちょっと

したことでもこれだけ反対意見が出るということは行政としても考えていただきたい。 

丁寧に説明して事業を進めたいということもわかりますが、こちらとしては撤退しても

らえるのかどうかということも気になります。これから何度か説明していただいて、そ

れでも近隣住民が反対と言った場合には、当然撤退も考えていただきたいと思います。

新設道路を整備したとしても、公害関係というのはずっとつきまといます。30 年して施

設の稼働が終わったからといって、その土地がきれいかと言われると、水質の問題もあ

りますけれども、きれいなわけがありません。水に溶けて流れていくことを考えると、

地下深くでは汚染されていると考えるのが当然です。 

もう 1つ、優先順位１位の応募地で 22 億円の話をされましたが、運搬コスト、道路の整

備に関しては計上されていないと思います。そういうことを計算していくと、評価自体

が覆るのではないかと思います。地元としても、感情的に反対だと言うのは簡単ですが、

それだけではなくて、評価もきちんと見直した場合、本当に竹原区が適切なのかどうか
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ということも挙げていただいたら撤退ということも考えられるかと思いますので、慎重

に評価をしていただきたいと考えます。 

【質問者１】 今回、区長さんをはじめ、いろいろと要望や質問をまとめてもらったり、労力をかけて

いただいております。我々も平日の夜にこれだけの人数が集まっているんです。我々に

も負担がかかっています。コストもかかっています。建設ありきでやっておられるのか

もわからないですが、貴重な時間を何時間も使って、労力をかけて足を運んでいるんで

す。本当に建設ありきだと我々は思っていますし、また、冒頭質問したように、地元の

理解、協力が得られなかった場合はどうされるんですかという質問に明確な返答をいた

だけない。本当にどこが誠実なのか甚だ疑問です。 

【質問者１０】 

（区長） 

竹原区、常安寺区、岩倉区では個別に説明会があり、11月 10日に秦荘東小学校区の説明

会がありました。そこで初めて役員が出まして、私もそのときには新聞報道で知ったぐ

らいで、情報がほとんどなく、質問しようがありませんでした。 

そのときに言われたのが、昨年の 2 月に選定委員会から報告された報告書の簡単な資料

が渡されて、この資料はホームページにあるという話をされたと思います。ホームペー

ジは、ここにおられる方全員が見られるわけではないにもかかわらず、説明はホームペ

ージに載っているので確認してくださいということを言われました。 

さらに、優先順位が 1 位の候補地を断念し、2位の竹原に決定したという説明を管理者か

ら説明がありました。そのときに、竹原区以外の応募地でも並行して評価するのが当然

ではないのですかと質問しましたが、やりませんと管理者は言われました。ということ

は、既に候補地イコール予定地ということはありきだと皆さん受け止められますし、私

もそのときから常に思っています。建設ありきということで溝ができているんです。 

だから、結局交渉というのは、お互いに歩み寄っていかないと、それぞれの立場で言っ

ていても理解は得られません。歩み寄っていだだかないと、どれだけ時間を費やしても、

何回来ていただいても、今の区民の意見は多分変わりません。 

さらに言いますと、選定委員会の評価は僅差だということですが、道路整備費は既存の

道路を使うということで評価されていて、提案していただいた素案の道路拡幅をすると、

この点数の 1 点、2 点がころっと変わります。せめて 2 番、3 番、4 番ぐらいは並行して

環境アセスをやるべきです。さらにもう 1 回これを選定委員会で追加して協議するべき

です。それでまた区民に説明するということでなければ、理解は得られないと思います。 

【質問者１１】 平成 20 年に地盤の問題により断念し、平成 24 年に地元住民との折り合いがつかず断念

したという経緯があるのであれば、公募されるときに周辺地区の合意が取れるかという

あたりはもっと重要視されたほうがよかったのではないですか。 

選定の評価項目の地域における合意状況のところで、地域というのが応募自治会しか挙

がっていません。なぜ周辺の意向を加味されなかったのかということが疑問に思います。 

したがって、2 年前に戻って、周辺地域の合意が得られるかどうかの評価項目を設けた上

で再公募されたらどうですか。そこからスタートしないと溝は埋まらないと思うし、東

出区の皆さんもどこまで行っても納得できない。 

【回答１８】 

（管理者） 

これまでの経緯から周辺自治会の同意を得て応募をしていただくというのは私どもの当

初の希望でしたが、そうしていただくとハードルが高すぎるということで、まずは地権

者の皆さん、そしてその自治会が合意形成をしていただいて、そこから始めようという
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ことでスタートしています。2回目の断念のときには地域の皆さんとの合意ができなかっ

たというよりは、地権者の同意が得られなかったというところですので、そうした過去

を振り返って今日に至っております。 

今も大変厳しいご意見を頂戴したということを真剣に受け止めて持ち帰らせていただき

たいと思っておりますが、これからいくつも峠があると思います。建設候補地から建設

地になるためには議会の議決を要するということも広域議会で決めていただいておりま

すので、議会も含めてしっかりと議論をし、進めていかなければならない問題でござい

ますので、今後とも皆様からご意見をいただきたいと思っております。 

【質問者１０】 ルートの話で、先ほど説明があったパッカー車の台数について、この資料をこのまま使

ってほしくありません。以前 11 月に聞いたときに、彦根、豊郷、甲良から一般車両を含

めると 389 台で、そのうちの 9 割が北から来るルートだと聞いています。今回の説明で

はパッカー車だけの話なので、台数をこの間説明された資料に直してください。 

【回答１９】 これまでの説明会で、一般車両、一般住民の方々も必ずこのルートを通ることを約束で

きるのかというようなご意見がありました。パッカー車については行政との契約の中で

ルートをお約束できる部分がありますが、一般車両については、案内や広報でこの道に

誘導していくというようなところまで、必ずということは現実に難しいということを踏

まえて、一旦パッカー車で限定をさせていただいたほうがわかりやすいかなというとこ

ろで今回ご用意させていただいています。 

今後の説明会等ではご意見を踏まえて資料を作っていきたいと思います。 

【質問者２】 建設候補地から建設地になるための議会というのはどこの議会のことですか。 

【回答２０】 広域議会です。 

【質問者２】 議会にかける前に住民が意見する機会はあるのですか。 

【回答２０】 今回のような説明会で伺ってまいります。 

【質問者５】 ということは、ここで反対していたら建設できないということですね。 

【区長】 それでは、今日の説明を聞いて、理解できた、できない、いろいろあろうかと思います。

反対か賛成かということがありましたので、反対という方は挙手をお願いします。 

 （挙手ほぼ全員） 

【区長】 今日は委任状を取っていませんが、出席者全員ということで、過半数には達するという

ことで、東出区はこういう意見であるというのが結論です。 

それでは、これで説明会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

  

  

 


