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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 9回説明会 概要 

 

日 時 平成 30 年 5 月 15 日（火）午後 7時 30 分～午後 10 時 00 分 

場 所 ハーティーセンター秦荘 中ホール 

参 加 者 87 名 

 

愛荘町秦荘東小学校区 
87 名 

（男性 83 名、女性 4名） 

彦根愛知犬上広域行政組合 大久保管理者（彦根市長） 

愛荘町 石田副町長、総合政策部  小杉部長 

事務局 
神細工事務局長、建設推進室（杉山室長、宮川主幹、

尾崎室長補佐、山本主幹、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、

青柳技師） 

次 第 

1 開会 

2 挨拶 

(1) 大久保管理者 

(2) 石田愛荘町副町長 

3 内容 

(1) 資料に基づき説明（これまでの経緯、現有施設の状況について、施設整備

基本計画素案について） 

   ※施設整備基本計画素案についての説明なし 

(2) 質疑応答 

 

 

質疑応答 

【意見１】 施設の説明はしなくてもいい。現有施設が老朽化しているというのは誰でもわかるので、

候補地の話からするべきです。内容的なことは説明してもわからない。説明で時間を取ら

ずに質疑応答に時間を取りなさい。 

まずは候補地がしっかりしなければ、内容についてはそれからの話。いろんなところが反

対しているのは候補地の問題で反対している。内容的には、どれだけ費用がかかるとかそ

んなことはどうにでもなる。まず候補地が決まって、それからこういう設備でこれだけ費

用がかかりますと。だから各市町村の住民のご理解をいただきたい。今ここに寄っている

のは、候補地の問題です。順番が全然違います。何か話がチグハグになっている。 

（今回の説明会が基本計画の説明であることについて）それはわかるけれども、ここに来

ている人の反対とか賛成という一番は候補地の問題で、内容的なことの問題ではない。当

然施設にはお金もかかる、これは当たり前のことで、そんなことには反対を言うこともで

きない。 
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 ※ 彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画（素案）についての説明を取りやめ、

質疑応答の時間とした。 

【質問者１】 候補地についての質問は受け付けないのか。 

【回答１】 

（管理者） 

改めて説明いたします。 

愛荘町から 2自治会、彦根市から 3 自治会応募いただきました。そこで総合的に検討して

いただいて、竹原区にお願いをしたいと決めさせていただいたということです。 

【質問者２】 何で竹原区に決まったのか。 

リバースセンターみたいに山の上のほうなら環境にもまあまあいい。竹原区は近くに小学

校も保育園もある。そういうことを全然考えていない。 

もう 1 つは、アクセス道路。1 市 4 町となると台数がすごく多い。町長選挙のときも子ど

もことをものすごく言ってきたと思う、いろんな面で大事にしましょうということで演説

してきたわけです。アクセス道路がどうこうは何にも出ない。内容的なことばかり。 

【回答２】 

（管理者） 

5 つの応募地、それぞれに学校、病院との距離、交通混雑の問題など条件があります。そ

うしたものを細かく具体的に検討をしていただいて優先順位を決めていただいた。それを

私どもはいただいて、またさらに検証をさせていただいた。その結果、竹原区にお願いを

したいということです。もちろん搬入道路の問題もご指摘をいただいています。これをど

うしたらいいか、きちんと向き合って結論を出していきたいと思います。 

同時に、断層の問題も言われております。具体的な調査をしなければ本当に候補地、適地

となり得るかどうか、これから作業を進めていかなければならない状況です。 

ただ、時間が限られた中で、どこかで作らなければならない。その中で、どういう形なら

ばできていくのか。皆さんと一緒に考えなければならない問題です。ぜひご理解をいただ

きたい。我々も聞いて、それに向き合って課題解決をしていかなければならないと思って

います。そのための説明会だと思っていますので、わざわざ今日お疲れの中お出ましをい

ただきましたので、いろいろとお聞かせいただきたいと思っておりますので、ぜひよろし

くお願いします。 

【質問者３】 これは決定事項ですか。竹原区に決定ですか。 

反対があれば竹原区に建設されない要素もあるのですね。 

【回答３】 竹原区を候補地として決定させていただきました。 

これから本当に竹原区で建設できるのか、環境アセスメント等を進めていかなければなり

ません。同時に皆さんのご意見を聞かせていただきながら、地域振興を図っていく上で皆

さんにご賛同をいただいて、きちんと仕上げていきたいということです。 

【質問者３】 出来レースではないのですね。念を押しておきますけれども。 

【回答３】 これから所要の調査をしなければなりません。本当に竹原区でできるのかという確信がで

きた段階で広域議会にも諮らなければならない条例ができました。建設地とする場合には

そうした手続きも経ていきます。ただ、それが決まってからでは地域振興や、どんな施設

にするのかということができない、時間的な余裕がありません。 

【質問者４】 ありきで物を言っているだろう、ありきで言っているじゃないか。 

【回答４】 今、候補地として決めさせていただいたという事実です。 

【質問者２】 誰が決めたのか。管理者一人で決めたのか。 

【回答５】 私が決めさせていただきました。私が管理者として竹原区でお願いしたいということで、
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（管理者） 管理者会で了承をいただきました。 

【意見２】 前町長の宇野さんと話をしていて、全然知らなかった、話も出なかった。町長が知らない

なんて、そんな馬鹿なことはないだろうとさんざん言った。 

【意見３】 私たちは新聞で初めて知った。新聞紙上に載って初めて一般の者は知った。住民を不在み

たいな取り扱いをせんといて。 

【質問者２】 副町長、愛荘町は消防署も警察署も東近江にある。この愛荘町って一体どうするつもりな

のか。私は農交愛ランド協議会の代表を一昨年まで 3年間していました。子どもが来たと

きに「きれいなところ、煙突が見えない」、実は山の上にあるということで、「愛荘町は考

えているのだな」という話を生徒さんから聞きました。そういう言葉が聞けると最高に嬉

しいです。ごみ処理施設が竹原区にできたら学校の方には絶対言われますよ。そういうこ

とを町としては考えてきたのか。 

彦根市は大きい、愛荘町は小さい。彦根市でも応募地は挙がったのですよね。少々お金が

かかってもお願いをするというのだったらわかる。何を考えているのか。 

今日の説明は作る段階の話をしているのと一緒です。そういうことではなくて、もっと環

境によい山のほうへ作ろうかと、現在あるリバースセンターのようにしてくれるとまだ理

解もできる。そういうことを考えてられていれば、私は施設は反対とは言わない。場所的

なこと、アクセスの問題、学校がある。どうしても子どもの立場で話をしてしまう。しっ

かり考えて、町の真ん中に作るようなことを考えたらいけない。 

【回答６】 

（愛荘町副町

長） 

まず警察署の話から、それぞれ合併の関係、今までの郡のエリアが外されたということで

本当に合併は何だったのかと私自身、疑問に思うところも本音としてはございます。 

アクセスとか学校とか子どもたちの通学路の関係、そして本当にさまざまな不安を抱いて

いただいているというのは、それぞれの自治会ごとに状況も違うと思いますし、それ以外

にもさまざまなご不安をいただいていると思っております。本日はこういう機会で各自治

会の思い、意見、疑問等をお聞かせいただいて、愛荘町の状況として組合に対してはしっ

かりと話をしていきたいと思っております。 

竹原区が建設候補地ということで選定をされたということで、愛荘町としましては、平成

26 年に第三者機関の選定委員会で 2 年かけて評価をしていただいて、そして組合に報告を

いただいたと。そして組合では管理者会のほうで、そちらもそれぞれの管理者、副管理者

と議論を重ねて最終的に意見はまとまらず、そして組合の管理者である大久保市長に最終

的に判断いただくという経緯で候補地が選定されたということです。その選定にはさまざ

まなご意見等もあろうかとは思うのですが、最終的には広域行政組合の管理者として全域

を見ていただいてご判断いただいたものという形で受け止めているところです。 

今は竹原地区が建設候補地という状況でありますので、さまざまな皆さんに抱いていただ

いているご不安等を愛荘町としても組合にしっかりと伝えてまいりたいと思っておりま

す。 

【意見４】 昨年の 11 月 21 日に岩倉自治会は、大久保管理者と宇野副管理者へ候補地の見直しをお願

いしました。また、すぐに候補地の見直しができないようなら、せめてほかの応募地も並

行で検討してほしいとお願いしました。 

これに対して大久保管理者からは「地域住民の意向も聞かず、一方的な手順で建設計画を

進めることや、環境影響の高い自治会の意見を軽視することがないよう、岩倉区の皆様と
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十分に話し合ってまいりたい」と回答いただいています。にも関わらず、今日まで私たち

住民の声は全く聞き入れてもらえず無視されました。 

また、今年 1 月 16 日の秦荘東小学校区の説明の席上でも他の集落から「竹原区ありきは

いけない、5 つの応募地をすべて候補地として考えて進めてもらわないといけない、そう

でないと話し合いの場にも立てない」とおっしゃられましたが、こちらも同じように無視

されました。 

そして今年 2 月 27 日に開催された広域行政組合の議会で竹原区を候補地とした関連予算

に対する修正予算案が提出され、過半数で可決されました。これに対して管理者は 3月 29

日に臨時議会を開いて再議を申し立てられましたが、議員 18 名に対し 16 名が賛成という

ほぼ満場一致で可決されました。議会の席場で、議員のほとんどは竹原区を候補地とした

関連予算は認めないという判断を下されたにも関わらず、議会の決議を無視して、しかも

原案執行権を拡大解釈して竹原区を候補地とした予算の執行を強行されたこと、また今日

このような竹原区を前提とした住民説明会を開催されたことは、岩倉自治会や周辺集落だ

けでなく、広域行政組合の議員の皆さんにとっても遺憾だと思います。今の状況を一言で

言うと管理者の暴走でしかありません。 

2 月 27 日の議会で「新ごみ処理場の基本計画を遂行するに当たって候補地決定のタイムリ

ミットはいつまでか」という質問をされました。これに対し、事務局からは「今期中に候

補地が決まらないと基本計画にある平成 39 年の稼働は難しい」と回答されました。 

今、岩倉自治会をはじめ、反対集落は竹原区への建設を反対しているのであって、新ごみ

処理場の建設そのものを反対しているのではありません。むしろ彦根市焼却場、リバース

センターの老朽化を考えると広域行政組合の基本計画にのっとり一日でも早く候補地の

見直しを、建設地を決めることが重要だと考えています。建設予定地も決まらないまま時

間だけがやみくもに経過する中、管理者は竹原区への候補地について反対集落の理解を求

めるとおっしゃっておられますが、理解どころか時間の経過とともに反対集落はますます

増える一方です。新しい情報では愛知川地区からも反対の声が上がっているそうです。い

ずれ反対運動につながると思います。今、ごみ処理焼却場の建設を遅らせているのは、私

たち反対集落ではなく、大久保管理者ご自身ではないでしょうか。私たちは大久保管理者

に振り回され、これ以上無駄な時間、無駄な経費に私たちの税金が使われることを許せま

せん。一刻も早く建設計画を進めるためにも直ちに候補地の見直しを進めることを強く要

請します。 

【質問者５】 建設計画を遅らせているのは管理者のご判断ではないですか、これに関してどのようにお

考えかお答えいただきたい。 

【回答７】 

（管理者） 

候補地をほかの応募地も含めて考えるべきだと今までもおっしゃっていただいてまいり

ました。これは候補地選定委員会を作らせていただいて、学識経験者、弁護士、司法書士、

また住民の代表の皆さん、そうした方々に応募地をそれぞれ等しく検討していただき、そ

の結果、優先順位を決めて答申をいただいた。そこから竹原区にお願いをしたいという結

論を出したわけです。 

その過程が見えない、決めてから発表した、そういうお話ですけれども、確かに周辺の皆

さんには寝耳に水だとおっしゃっている方もあると聞いておりますし、そういう部分も否

めないとは思います。ただ、5 つの候補地を専門的な方々も加えて検討をしていただいた
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ということはご理解をいただきたい。 

議会においてもさまざまなご意見が出ております。私どもはこうしたご意見を丁寧に聞か

せていただいて進めていこうとしております。 

時間を浪費しているというご指摘ですが、これは時間がかかる問題で、簡単な問題ではな

いと思っています。こうした機会を通じて丁寧に皆さんの声を聞かせていただき、皆さん

と一緒に真剣に考えさせていただきたいということでご理解をいただきたいと思います。 

【質問者６】 選定委員に彦根署の交通課の課長が入っていますが、竹原区は管轄が東近江署ではないで

すか。なぜ東近江署の交通課長が入っていないのですか。 

【回答８】 彦根署の交通課長に滋賀県警を代表して来ていただいているという立場です。東近江署の

ご意見も聞かせていただいて、代表してご意見を頂戴しているということでご理解いただ

きたいと思います。 

【意見５】 候補地の環境調査予算を取ろうとされておられますが、それ以前の問題です。候補地から

100m の地点には宇曽川に合流する岩倉川が流れています。岩倉自治会では以前から岩倉を

愛する会を立ち上げ、6 月にホタル祭りを開催しています。他所からもたくさんの見学者

が子ども連れで来られます。ゲンジボタルは環境の汚染度を測る生きたバロメーターで

す。将来においてもホタルが飛び交う岩倉川を保証していただけますか。いま一度、候補

地の見直しをお願いします。 

【質問者７】 選定委員会、11 名の専門委員によって 22 項目にわたる選定項目を 15 回にもわたって協議

をされ、その結果、優先順位 1 位とされた応募地③を管理者が独断で外されて、2 位の竹

原区に決定をされました。その理由として挙げられておられますのが、「応募地③は過去

に施設建設を断念した候補地に近く、当該候補地と同様に軟弱地盤であること等を踏まえ

ると建設候補地として最も適しているとは言い難く、選定を避けるべきであると判断し

た」とあります。また、過去に施設建設を断念した候補地の造成費がその当時 23 億円と

いう額の説明をされておられます。 

選定委員会の評価項目の中に「造成費及び用役整備費」という項目がございます。この項

目では応募地③の造成費及び用地整備費が 6.1 億円と算定をされております。それで一番

経費の安い竹原区は満点の 3 点で、応募地③については 0.89 点です。仮に 23 億円かかる

として計算してみると 0.89 点という点数は 0.23 点に下がります。合計点が 73.38 点のと

ころが 72.72 点となります。竹原区が 71.21 点ですので、23 億円の造成費がかかるとして

も竹原区より応募地③のほうが点数は依然と高くなります。これは、応募地③が適地であ

ることを示しておりまして、総合評価においては最適であると示すものと考えます。それ

でも応募地③を外して、竹原区に決めるという根拠がわからないのですが、長い時間をか

けた選定結果は何だったのかなという思いがあります。 

【回答９】 選定結果をいただいて、管理者会で協議をさせていただきました。候補地③の地域はかつ

て断念したところと近いということがありましたが、管理者会で協議をいたしまして、一

定、難しいという共通理解を早い段階で得ております。それは地盤の問題もさることなが

ら農地の活用状況等々も踏まえて、1 位で答申をいただいたけれども、ここを選定するの

は難しいという管理者会での共通理解を得たことが早い段階でありました。そういうこと

も踏まえて、2位の竹原区にお願いしたいという判断をしたところです。 

【質問者７】 それは優良農地であるということですか。それで言いますと、彦根愛知犬上地域というの
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は近江米の産地ですので、すべて優良農地だと思います。応募地③だけが優良農地だと言

われますと、今農業従事者が減少する中で必死に農地を守る取り組みをしていただいてい

る方々の思いというのがすごくないがしろにされているような気がして非常に憤りを感

じます。 

【回答９】 竹原区の梨園の状況等も勘案して協議をさせていただいた結果で、周辺の優良農地、米づ

くり等ももちろんあるわけですが、そうしたところに影響が及ばない環境対策はしっかり

やっていく、これは大前提ですので、ご理解をお願いしたいと思います。 

【質問者７】 造成費の関係ですが、仮に 200 億円かかるという算定しますと、0.0027 点になり、四捨五

入して 0 点です。それでも総合点数は 72.49 点となって、竹原区の 71.21 点より高くなり

ます。いくら 1位であっても造成費が 200 億円もかけてもやれという人はいないと思いま

す。ということは選定基準そのものにおかしい部分があるのではないですか。 

【回答９】 そうしたご意見もいろいろといただいております。ただ、申しましたとおりに管理者会で

一定の協議をいたしました。その中で 1位ではあるけれども応募地③は選定しないほうが

いいという共通理解のもとに進められたということはご理解いただきたい。 

【質問者７】 そうしたら、選定委員会は何だったのですか。無駄な時間と予算をかけられたということ

ですか。 

【回答９】 

（管理者） 

専門的な立場での協議をしていただいて、選定委員会でいただいた結果、管理者会でそれ

ぞれの町長、私どもの立場で検討させていただいた中で、1 位ではあるけれども応募地③

は外そうという共通理解を早い段階で得ていたということはご理解をいただきたいと思

います。 

【質問者８】 共通理解とは何ですか。もう少し詳しく言ってください。 

【回答１０】 

（管理者） 

私ども首長の立場で考えたことは、いわゆる総合的な判断ではあるのですが、他の政策と

の整合性等、いろんな立場で考えさせていただいた。現に耕作をされている農地であって、

大規模農家が請け負って耕作をしておられる現状があるということが 1点です。農業委員

会からのご意見も頂戴していた。そうした政策的な整合の中で、他方において土地利用に

ついて、新たな活用ということを求めてそれぞれの自治会が判断をされたわけですので、

自治会の状況、地権者のご意向もつぶさに聞かせていただいてまいりました。そうした情

報を管理者会で検討させていただいて、1 位ではあるけれどもここは避けようという結論

を得たということです。 

【質問者９】 ごみの 7 割以上が彦根市から出るごみです。そのごみ処理場を行政区の端に位置する竹原

区に作っても何のメリットもなく、また近くには小学校、保育園、住宅、優良農地などが

あり、町外から毎日大量のごみが運び込まれることは、到底理解できません。また、いろ

いろな面で悪影響が懸念され、近隣住民からの反対は歴然としております。 

また、行政組合は丁寧な説明をすると言うのなら、発言のしにくい合同説明会ではなく、

集落ごとに説明会を開催するのが当然ではないでしょうか。それもせず、組織力において

粛々と業務を執行しようとする行政組合に改めて疑念を抱きます。 

【回答１１】 どこに作れば誰にメリットがあるのか、デメリットがあるのか、立場によって変わると思

います。議会でもそうしたご意見を議論がされております。ただ、関係各位のご理解をい

ただいて、どこかでお願いをしなければならないところです。そうしたことも含み検討を

させていただいてお願いをしておりますので、ぜひご理解をいただきたい。 
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悪影響ということについて、皆さんからご指摘をいただいているようなさまざまなことに

対してしっかりと向き合って答えを出していかなければならないと思っています。悪影響

がないような施設を作っていくということ、これは皆さんとともに作らなければならない

と思っております。 

各地区で説明会をさせていただくというのを我々もその思いがありますので、今後とも機

会を捉えて説明会なり懇談会をさせていただきたいと思っております。 

【質問者９】 応募地③は優良農地を理由に選定せず、竹原区周辺は優良農地があるにもかかわらず理解

を得たいというのは意味のわからない話です。環境の影響のないところに建設したらよ

い。 

【回答１１】 行政で影響の少ない候補地を選定して進めるというご意見だと思うのですが、過去に２回

行政サイドで候補地を決定したけれども断念した経緯から、自治会から応募をいただく公

募方式を採用しました。応募していただくのに大変ご苦労いただいたと思います。地権者

の皆さんと話し合ってご応募いただいたということ、これをしっかり重く受け止めて進め

させていただきたい、皆さんにご理解をいただきたいと思っております。 

【質問者９】 周辺住民の反対がどれだけあっても竹原区でやろうということですか。 

考え直す気はないのですか。 

【回答９】 候補地として選定をさせていただいたということで、それを本当に建設地となり得るかど

うか、いろいろな調査をしなければいけません。 

建設地となり得たときに、どんなものを建てるのかということを皆さんと話し合いを重ね

て今からやらなければならない。ぜひ、ご理解をいただきたいと思います。 

【質問者２】 今の時代、機械的には良くなっていて環境影響も少ないと思う。 

私は搬入出車両の心配をしています。現在も彦根市からの車両がどんどん通ります。事故

があった場合に何十億かかろうが、補償してもらえるのならいいけれども、そういう訳に

もいきません。 

また、パッカー車は夏になると匂いがします。リバースセンターのように山の中ならば誰

も文句はいわないが、今回は竹原区という町の中です。そういうことをしっかり考えても

らいたい。 

【回答１０】 今までの説明会でも一番懸念をされるのが搬入道路です。具体的に検討を進めさせていた

だきたいと思っておりますが、立体交差が可能部分はそういうことも含めて考えていかな

ければならないと思っています。その辺のところをしっかり検討しながら進めさせていた

だきますが、同時に、どういう施設にしていくかという部分も並行して考えていかなけれ

ばならない時間でありますので、そこも一緒にお願いをしたい。環境アセスメント、ある

いはボーリング調査等、限られた時間ですので、皆さんにもご迷惑をかけますけれども、

ご意見を頂戴し、少しでも進めていきたいと思っております。 

【質問者５】 先ほどから竹原区が候補地になり得るかどうか環境調査を行う必要があるとおっしゃっ

ていますが、環境調査にいくらのお金がかかるのでしょうか。 

【回答１１】 現在の見積もりで 2億円程度かかると考えています。 

【質問者５】 環境調査の結果、竹原区で問題がないという結果が出ても地域住民や議会も反対する中、

竹原区が建設地になることは絶対にありません。そうしたらまた次の候補地に 2億円かけ

て環境調査を行われるのでしょうか。そもそも環境調査というのは、建てられるという見
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込みがある土地に対して行うものであって、見込みのない土地に対してするものではない

と思います。候補地を決めてから環境調査するのであって、手順が全く逆になっていると

思いますが、いかがでしょうか。 

【回答１１】 候補地を竹原区と決めさせていただいたというところです。これは応募いただいた 5つの

自治会から最適だということで選ばせていただきました。そこで、技術的にそれが可能か

どうかという調査に入ろうということです。 

議会でもさまざまなご意見があると思いますが、議会の皆様に対してもしっかりとご説明

させていただいて、議論を深めてご理解をいただくように努力をしてまいりたいと思って

おります。 

【質問者５】 候補地が竹原区に決まってとおっしゃられたのですが、候補地が竹原区に決まっていると

は思っていません。候補地に問題があるので、見直してほしいという中で、そこをありき

とされる発言はいかがかと思います。 

【回答１１】 お気持ちはよくわかります。ただ、今日まで長い歳月をかけて検討をさせていただいた結

果、応募をいただいた自治会から最適な候補地として選ばせていただいたというところで

す。よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。 

【質問者４】 彦根市のある地区から、6 回目の管理委員会において協定が結べる状態まで行ったのに 7

回目の管理者会において竹原区に引っくり返ったと聞きました。これはどういう意味なの

ですか。 

【回答１２】

（管理者） 

彦根市のある自治会と前市長と結ばれた地域振興についての協定書というのがありまし

て、そのことをお示しになっていると思うのですが、それは私が直接影響するものではあ

りません。いわゆる候補地について議論をしておりました。彦根市にとってもある応募地

がいいのではないかというご意見も出させていただいた。しかし、管理者会の中で反対も

強く意見がまとまらなかった。したがって、私としては管理者がその責任において候補地

を決めるとなったときに、これまでの経過、選定委員会で 5つの応募地の評価をしていた

だいたその経過に立ち返って選定をするべきだという判断に立ち戻ったわけです。 

そこで、早い段階で 1位の応募地を避けるという合意はできておりましたので、そうした

ことを振り返って 2位の竹原区にお願いをしたいという判断をしたということです。 

突然変わったとおっしゃっている方もおられます。しかし、我々はずっと議論を積み重ね

てやってまいりました。その結果、選定委員会の結論を尊重するという従来の方式に立ち

返って判断をさせていただいたということです。 

【質問者４】 ごみの大体 70％が彦根市から出ていて、北の端から南の端まで輸送費がかかります。何十

年もランニングコストをかけてでも愛荘町にするだけの大きなメリットがあるのですか。 

愛荘町も住みよい町にとか言っているけど、ごみの施設を持ってきて、誰が愛荘町にこれ

から住んでいきたいと思いますか。はっきり言ったら負の遺産です。 

どこかで施設は、処理はしていかないといけないと思いますが、住民、地域から反対だと

いう意見があるのに、なぜ竹原区ありきで進めようとするのか。 

【回答１２】

（管理者） 

5 つの自治会が応募をしていただいて、それぞれにご苦労いただいたと思っております。

それぞれの自治会の周辺にもいろんなご意見がある。実際にこうやってわざわざお運びい

ただいて思いのたけを述べていただいている、この状況というものはしっかり受け止めさ

せていただかなければならないと思っています。 
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ただ、公募方式でご苦労をいただいて自治会の方がまとめていただいて応募をいただい

た。そのことをしっかり受け止めて、私どもとしては周辺の皆さんのご意見をお聞かせい

ただいて、皆さんにご賛同いただけるようなものに作り上げていかなければならないと思

っています。候補地として決めさせていただいてからもう 1年になろうとしています。大

変困難な事業だと思います。しかし、だからこそ皆さんとしっかり話し合いをしてご理解

を得られるようなものを作っていくということで進めていきたいと思っておりますので、

ぜひともよろしくご理解のほどをお願いしたいと思います。 

【質問者６】 今の状態でこの環境アセスメントの予算が通ると思っているのですか。コンサルタントの

委託予算を原案執行権を使って通された、今の議会はそういう状態と違いますか。今の状

態で平成 39 年の供用開始というのは無理だと思います。 

【回答１３】 コンサル委託の当然認めなければならない予算についていろんなご意見があって、前回の

3 月の議会ではそうした事態になりました。非常に厳しい状況だと思っておりますが、議

員の皆様にも議論を深めていただいて、私どももしっかり説明をして、ご理解をいただく

ように全力を尽くしてまいりたいと思っております。 

【質問者５】 パシフィックコンサルタンツさんに質問します。コンサルタントとして基本計画にのっと

って平成 39 年の建設ということが第 1 目標だと思うのですが、地域住民の反対、また議

会の反対が多い中で膠着状態になっています。そうした中で建設計画を進めるのに管理者

や広域行政組合に対してどのようなアドバイスをされているのか教えてください。 

【回答１４】

（パシフィッ

クコンサルタ

ンツ） 

我々として受けている業務としましては、基本計画の案の策定、住民説明のご支援という

ことでさせていただいておりますので、その中で事業が前に向いて進むようにということ

でご助言をさせていただいているのですが、地元の反対が多いということで、施設がどの

ようないいものにできるかというようなことでの助言はさせていただいているのですが、

なかなかそこに話が行っていないというのが実情かと思っております。 

議会でご理解がなかなか得られないというのも私どもとしても把握しておりますので、議

員さんに対してもどういった形でご理解をいただくかというのをこれからもご支援をさ

せていただきたいと思っております。 

【質問者５】 今の状況ですと、候補地を見直して平成 39 年に稼働できる選択肢もあるかもしれない。

選択肢としてこういう方法もあるじゃないですかというアドバイスはされていないとい

うことですか。具体的に言いますと、今の段階で候補地を見直したらどうですかというよ

うなことは一切アドバイスされていないということでしょうか。 

【回答１４】

（パシフィッ

クコンサルタ

ンツ） 

今の竹原区を建設候補地として進めるという中での基本計画についてのご支援をさせて

いただいているというところですので、新たに候補地を選定し直したらどうですかという

お話は我々のほうからはさせていただきにくいといいますか、できないというような状況

です。 

【質問者４】 今のコンサルタントの話を聞いていたら、竹原区ありきじゃないか。ほかの地域で検討す

ると口で言っているだけのことじゃないか。 

【回答１５】 5 つの応募していただいた自治会をすべて検討させていただき、その結果、優先順位を決

めて答申をいただいて、管理者会でも議論をさせていただいて竹原区にお願いをしたいと

いうことです。本当に竹原区で建設ができるのかどうかの調査をする。同時に皆様とこの

対話を続けながらどうした施設にしていくのかということを決めていかなければならな
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いということです。検討してきた結果、今日があるということですので、ご理解のほどお

願いしたいと思います。 

【意見６】 竹原区が候補地だということに強い疑問を抱いています。選定委員会が十何回も集まって

出してこられたのが応募地③でしょう。それをないがしろにして、早い段階でその応募地

③は下げましたと言われても理解できません。それが住民もそうだし議会の理解も得られ

ない一番大きなことだと思います。 

【質問者４】 副町長、こんな声を聞いているのはつらいだろう。一遍、町長と相談して、この広域行政

組合から離れるということも考えられませんか。 

【回答１６】

（愛荘町副町

長） 

本日ご意見いただいたことはしっかりと町長にも共有したいと考えております。 

広域行政組合を脱退ということなのですが、愛荘町単独でごみ処理施設を設けて運営する

というのは現実的に難しいということもございますので、やはり広域行政組合の 1 市 4 町

の圏域の中で対応しなければならないと考えております。 

【質問者４】 愛荘町は東近江警察署の管轄になって、彦根市の管轄と違う。なぜ、彦根市のほうへ向い

ているのか。彦根市のほうでいけなかったら、東近江のほうへ話して、そっちで進めると

いう考え方はできませんか。 

【回答１６】 

（愛荘町副町

長） 

現状では東近江市は単独で既に検討をされています。そして一定の規模の施設を運用され

ているという状況というのもございますので、なかなか東近江市のほうに入るというよう

なことは現時点では考えにくいと考えております。 

【質問者４】 こんな大事な問題を住民投票にかけるということは考えていませんか。 

【回答１６】

（愛荘町副町

長） 

今時点では住民投票のことは検討しておりません。 

【質問者４】 それは議会も承知しているのですか。 

町長、副町長で行政組合のほうへ向いて、住民はないがしろの行政を進めるということで

すか。 

【回答１６】

（愛荘町副町

長） 

現在検討しているわけではないということですので、現状を申し上げているということで

す。 

新ごみ処理施設の建設の問題につきましては広域化で対応する必要があるという中で、こ

れまで彦根愛知犬上という形の中で検討を続けてきたという経過もございます。決して住

民のことをおろそかにするといった気持ちではございません。 

【質問者４】 例えば広域の毎月発行している中においても、ごみ処理問題は一遍か出ましたか。新聞に

載らなかったら、内々で住民は何もわからないままに進んでいったのと違うのか。 

【回答１６】

（愛荘町副町

長） 

町民の方への情報提供というのが不十分だったというご指摘については反省をさせてい

ただきたいと思います。こういった説明会も含めてしっかりと情報提供をさせていただき

ますし、ご意見もお聞かせいただきたいと思っております。 

【質問者１０】 広域議会に派遣をされております甲良町議会の西澤伸明と言います。住民の方が心配され

ていることを聞かせていただきました。 

2 月の平成 30 年度の予算を決めるとき、竹原区に関わるコンサルタントに委託をされてい

る部分を議会は削除の修正意見を出して修正予算が可決をしました。そのときは 11 人の

賛成で可決です。3 月の臨時議会の際、再議を申し出られて、修正どおり、つまり竹原区
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に関わる、削除された予算がもう一遍採決にかけられました。そのときは 16 人です、増

えているんです。 

そういう状況の中で次に進むとなりますと、環境アセスメントや地質調査、この場合は、

予算が計上された段階で賛成できるわけではありません。皆さんの声を聞きながら私たち

も議会で論議をします。調査費の予算が計上されるものは、私たちも削除して修正を出し

ていこうと今の時点でも考えています。ですから、今の時点で立ち止まって振り出しに戻

る、これが第一に管理者が決断をしなければならない問題だと思います。 

竹原区に決まってからの全員協議会、それから本会議でも竹原区に決まった経過が大変不

明瞭であることが議員から質問をされました。その問題がクリアされていないまま基本計

画を進めること自体が順番が間違っているというのは皆さんが言っているとおりです。で

すから、この問題は竹原区が手を挙げられたからだけではなく、住民の方が大変不安に思

っていることを率直に受け止める。そしたら、受け止める中身はどうなるか。真摯に受け

止めると言うだけで、中身はずっと一貫して聞かれません。受け止める中身をどういうよ

うにするのかというのを立案、検討される問題があったら言っていただきたいですし、地

質調査、環境アセスメント、このことを議会でどう理解を得ようとしているのか。 

3 月議会で削除されたのは 460 万 1000 円です。その部分とは桁外れの 2億円の予算ですか

ら、みすみす見過ごすわけにいかないと思っていますので、住民の皆さんが心配されてい

ること含めて回答いただきたいと思っています。 

【回答１７】 現状、大変厳しものだと思っております。ただ、議員の皆様にも我々が置かれている現状、

清掃センター、リバースセンターの耐用年数、これから取るべき対応、こうしたものをし

っかりと現実に向き合って、議論を深めて、そして結論を出していただきたい。しっかり

と説明をさせていただいて、ご理解をいただけるように全力を挙げてまいりたいと考えて

おります。 

【質問者１１】 竹原地区の責任者の方にご質問をさせていただきたいのですが、近隣住民に反対が多いと

いうことは十分ご理解いただいていると思うのですが、竹原区におかれましては応募され

たということで、お金の支援もあるということも聞いておるのですが、応募の取り下げと

いうのはお考えにはなられていないのですか。 

応募を取り下げられたら、もう事業自体できないので、取り下げられて一旦白紙に戻して

いただくのが一番いいんじゃないか。私どももお祭りも共同でやっておりますし、古くか

ら地縁、人縁ある中で、近隣住民がこれだけ反対しているという現状を正しくご理解いた

だいと思っています。 

【回答１８】 近隣の皆さんのご理解をいただくという仕事は私どもの仕事だと思っております。ただ、

竹原区だけではなくて、周辺の皆様のこれからの地域振興についても一緒になって考えさ

せていただきたいということです。その具体案にまだ入っておりませんので皆様にとって

も非常に不信感をお持ちであると思っています。ただ、一自治会に限ったものではなくて、

地域の振興発展に資するものにしたいと思っておりますので、これからご理解のほどお願

いしたいと思います。 

【質問者１１】 地域全体の振興に努めたいというのですが、その地域全体が反対しています。地域全体が

反対しているのに、一緒になって考えたいというのだったら、反対について考えるのなら

話がわかるのですが、全然噛み合わないです。 
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【回答１８】 さまざまな立場でいろんなご意見をいただいて、そのことにしっかり向き合って解決する

ために努力をしていきたい、こういう意味合いです。周りの方々の反対の意見、身に染み

てわかっています。しかしながら何とか皆さんと一緒になって作り上げていかなければな

らないという思いでして、今日はこうして竹原区にお願いをするということに至った経緯

についてご説明もさせていただきましたが、まだまだ納得いかないというご意見もしっか

り持ち帰りたいと思います。ただ、この圏域で一緒にやっていこうということを決めても

う 10 年になっていっております。残された時間はあまりありませんので、そこはしっか

りと踏まえて議論を尽くしてまいりたい、ご理解を得るように私どもは精一杯努力したい

と思っております。 

【意見７】 今のお話でも発言が竹原区ありきです。白紙に戻していただきたいというのがみんなの思

いです。よろしくお願いします。 

【事務局】 ごみ処理施設の場所そのものに対するご意見、また環境や将来の子どもとか孫に対する不

安とかの思いの貴重なご意見もいただいたところです。現実としての皆様のお気持ちも承

ったと感じております。今後も説明会、先進地視察の見学会も開催していきたいという思

いも持っておりますので、ご参加のほどまたよろしくお願いしたいと思います。 

  
以上 

 

 

 


