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  現在、彦根愛知犬上広域行政組合を構成する１市４町（彦根市、愛荘町、豊郷町、甲

良町、多賀町）の可燃ごみの処理施設は、彦根市清掃センターと彦根市以外の４町が利

用するリバースセンターの２施設です。彦根市清掃センターは昭和５２年に稼働開始し、

焼却処理しています。リバースセンターは平成９年に稼働開始し、ＲＤＦ化（固形燃料

化）処理しています。 
いずれの施設も経年使用による施設の老朽化が進んでいること等から、圏域内の両施

設を統合した新しいごみ処理施設の建設が喫緊の課題となっています。 
 
  １市４町のごみ処理施設について 

名称 彦根市清掃センター リバースセンター 

処理対象地域 彦根市 
愛荘町、豊郷町、甲良町、多

賀町、東近江市（愛東地区、

湖東地区） 

処理能力 ９０ｔ／日 ２２ｔ／７ｈ 

処理方式 焼却 ＲＤＦ化 
（ごみの固形燃料化） 

稼働開始 昭和５２年 平成９年 

 
  １市４町のごみ等排出量 
   平成２５年度 ５７，１０１ｔ 

平成２６年度 ５４，０３５ｔ 
   平成２７年度 ５１，０８２ｔ 
 
  なぜ建設するのですか？ 
   ① 現有施設の老朽化 
   ② 余熱（熱エネルギー）利用の促進 
 
  なぜ広域でごみ処理を行うのですか？ 
   ① 建設費、運営費の削減 
   ② 熱エネルギーを効率良く回収 
   ③ ごみの減量、効率的なリサイクル 
   ④ 環境負荷の低減 
  

１．現在の状況について
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平成 11 年３月 滋賀県が「滋賀県一般廃棄物処理広域化計画」を策定 

 一般廃棄物の処理を広域で行う方針が示されました。 
平成 13 年６月 「湖東地域一般廃棄物処理広域事業促進協議会」を発足 

 湖東圏域におけるごみ広域処理の検討が始まりました。 
平成 20 年５月 候補地（彦根市石寺町地先）での建設を地盤の問題により断念 
平成 20 年５月 「湖東地域広域ごみ処理施設整備基本構想」を策定 
平成 22 年４月 彦根愛知犬上広域行政組合に建設推進室を設置 
平成 22 年８月 循環型社会形成推進地域計画を国に提出 
平成 25 年２月 候補地（彦根市三津町、海瀬町地先）での建設を土地所有者の方々

と折り合いがつかず断念 
 
 

過去２回の建設候補地断念を教訓に、行政組合ではこれまでの候補地選定手法を見直

し、より多くの住民にご理解、ご協力を得られるよう、公募方式により建設候補地を選

定することを決定しました。また、候補地の公募、選定に当たっては、行政主導ではな

く、独立した第三者機関として「選定委員会」を設置することとしました。 
選定委員会において公募要項等を議論し、公募を行った結果、５地域からのご応募を

いただき、各応募地について評価、順位づけを行った報告書が当組合管理者に提出され

ました。 
この報告書を基に、当組合管理者会において、実現可能性やさまざまな施策との関連

性等を加味して議論・検討を重ね、最終的に、管理者により決定いたしました。 
 

平成 26 年２月 建設候補地の選定に公募方式を採用することを決定 
平成 26 年 12 月 彦根愛知犬上地域ごみ処理施設建設候補地選定委員会を発足 

 募集要件、選定要件、評価・選定、について所掌 
 選定委員会により選定評価の項目の決定 

平成 27 年 10 月 建設候補地の公募開始 
平成 28 年７月 建設候補地の公募終了 
 選定委員会による選定評価（全１５回開催） 

 資格判定評価（一次審査）、適性評価（二次審査） 
平成 29 年２月 選定委員会から当組合管理者へ報告書を提出 
平成29年２月～ 管理者会による議論・検討（全７回開催） 
平成 29 年６月 建設候補地を愛荘町竹原区に決定 

 
 
 

２．これまでの経過について

３．候補地の決定について
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  新ごみ処理施設として、ごみ焼却施設とリサイクルセンターの２施設を建設する計画

です。施設規模の設定にあたっては、広域化を機に１市４町の分別方法の統一を前提と

して検討を行い、統一案をケース①～③の３通り想定しました。 
  ケース①：容器包装プラスチックおよび廃食用油を燃やすごみに含め、かつ古紙・衣

類は収集および直搬を含め新ごみ処理施設へ搬入する場合 
  ケース②：ケース①に比べ古紙・衣類の受入は直搬のみとする場合 
  ケース③：ケース②に比べ容器包装プラスチックおよび廃食用油を分別する場合 
 

 
ごみ焼却施設 

（熱エネルギー回収施設） 
リサイクルセンター 

（マテリアルリサイクル施設） 
施設規模 １４４～１４７ｔ／日 ３１～３５ｔ／日 

処理対象物 可燃ごみ 粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみ 
その他 熱エネルギーの有効利用 環境学習施設を併設 

 
 

廃棄物処理施設は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定される、施設の技術

上の基準に適合するとともに、施設の維持管理の技術上の基準に基づき適切に運営管理

されなければなりません。同時に、公害防止および環境保全に係る関係法令の規制を受

け、施設立地場所に応じて、規制基準を設けることになります。 
また、新施設では、規制基準と同等かそれ以上に厳しい自主基準を設定します。 
なお、通常の運転においては、さらに低い運転管理値として設定し、その値を目標と

して運転されることが一般的です。 
 
 

排ガスについて 
新ごみ処理施設の公害防止基準については、下記の値としました。 

項目 
新ごみ処理施設の 

公害防止基準 

近年の公害防止 

基準の平均値 

新ごみ処理施設の 

法令準値 

ばいじん 0.01 g/m3
N以下 0.01g/m3

N以下 0.08g/m3
N以下 

塩化水素 30ppm 以下 44ppm 以下 
700mg/m3

N以下 

（430ppm 以下） 

硫黄酸化物 30ppm 以下 30ppm 以下 Ｋ値 17.5 以下 

窒素酸化物 50ppm 以下 62ppm 以下 250ppm 以下 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3
N以下 0.1ng-TEQ/m3

N以下 1ng-TEQ/m3
N以下 

一酸化炭素 20ppm 以下 ― 30ppm 以下 

水銀 30μg/m3
N以下 46μg/m3

N以下 30μg/m3
N以下 

４．新ごみ処理施設の概要について

５．公害防止計画・焼却残渣処理計画について

６．公害防止基準（自主基準）について
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臭気について 
悪臭を施設から出さないために、発生源において極力捕集するほか、建築設備面で

の密閉化、燃焼用空気としての活用および施設の適正な維持管理が重要な要素となり

ます。特に燃焼の悪化により主灰や排ガス中に未燃有機物が残留すると悪臭源となる

ので十分な灰の後燃焼とガスの燃焼完結に考慮した炉設計を行うとともに、慎重な維

持管理を行います。 
新ごみ処理施設では、公害防止基準を悪臭防止法の規制基準（第２種地域）に従い

設定しました。また、大気汚染防止法で排出基準が定められた物質については、排出

基準よりさらに厳しい自主基準を設け、これを確実に遵守するため安定的な稼働が可

能な施設とします。 
表 悪臭に係る規制基準（敷地境界地表） 

規制地域の区分 第１種地域 第２種地域 第３種地域 

臭気指数 10 12 13 

 
騒音について 

騒音の防止対策として、低騒音型の機器を採用するとともに、これらを地下や建物

内部に設置する等、外部に漏洩しないよう配置します。また、排風口の位置や、音の

反射にも注意し、音源の種類と敷地境界までの距離を考慮した設計を行い、試運転後

に騒音問題が生ずることのないようにします。 
新ごみ処理施設では、公害防止基準を騒音規制法の規制基準（第２種区域）に従い

設定しました。 
表 騒音に係る規制基準（敷地境界線上） 

地域の類型 朝 昼間 夕 夜間 

第１種区域 45 ㏈以下 50 ㏈以下 45 ㏈以下 40 ㏈以下 

第２種区域 50 ㏈以下 55 ㏈以下 50 ㏈以下 45 ㏈以下 

第３種区域 60 ㏈以下 65 ㏈以下 65 ㏈以下 55 ㏈以下 

第４種区域 65 ㏈以下 70 ㏈以下 70 ㏈以下 60 ㏈以下 

 
振動について 

振動の防止対策として、低振動型の機器を採用するとともに、特に振動を発生する

機器については防振ゴムの設置や独立基礎とする等の対策を行います。 
新ごみ処理施設では、公害防止基準を振動規制法の規制基準（第１種区域）に従い

設定しました。 
表 振動に係る規制基準（敷地境界線上） 

地域の類型 昼間 夜間 

第１種区域 60 ㏈以下 55 ㏈以下 

第２種区域 
１ 65 ㏈以下 60 ㏈以下 

２ 70 ㏈以下 65 ㏈以下 
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主灰について 
新ごみ処理施設では、公害防止基準を大阪湾広域臨海環境整備センターの受入基準

に従い設定しました。ただし、主灰中に残っている未燃分の重量比を表す熱しゃく減

量については、主灰量削減および灰ピットにおける臭気削減のため、更に厳しい自主

基準を設定しました。 
表 主灰に係る各種基準（敷地境界線上） 

項目 
新ごみ処理施設の 

公害防止基準 

大阪湾広域臨海環境整

備センター受入基準 

熱しゃく減量 5％以下 10％以下 

含有量基準 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 以下 3ng-TEQ/g 以下 

 
飛灰処理物について 

新ごみ処理施設では、公害防止基準をダイオキシン類対策特別措置法および金属等

を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に従い設定しました。 

項目 
規制基準 

（新ごみ処理施設の 
      公害防止基準） 

含有量基準 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 以下 

溶出量基準 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀またはその化合物 0.005 ㎎/L 以下 

カドミウムまたはその化合物 0.09 ㎎/L 以下 

鉛またはその化合物 0.3 ㎎/L 以下 

六価クロムまたはその化合物 1.5 ㎎/L 以下 

砒素またはその化合物 0.3 ㎎/L 以下 

セレンまたはその化合物 0.3 ㎎/L 以下 

1,4‐ジオキサン 0.5 ㎎/L 以下 

 
排水について 

プラント排水・生活排水は、エネルギー回収率が大きいことや、塩化水素・硫黄酸

化物除去に乾式法を採用するため、排水中に塩類等が多く含まれないことから、下水

道放流を採用します。 
新ごみ処理施設では、公害防止基準を下水道法および愛荘町下水道条例における上

乗せ規制に従い設定しました。 

項目 

規制基準 

（新ごみ処理施設の 
      公害防止基準） 

健康項目 
カドミウムおよびその化合物 0.03mg/L 以下 

シアン化合物 1mg/L 以下 
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有機燐化合物 1mg/L 以下 

鉛およびその化合物 0.1mg/L 以下 

六価クロム化合物 0.5mg/L 以下 

砒素およびその化合物 0.1mg/L 以下 

水銀およびアルキル水銀、その他

の水銀化合物(総水銀) 
0.005mg/L 以下 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

PCB 0.003mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

ジクロロメタン 0.2mg/L 以下 

四塩化炭素 0.02mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 以下 

チラウム 0.06mg/L 以下 

シマジン 0.03mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.2mg/L 以下 

ベンゼン 0.1mg/L 以下 

セレンおよびその化合物 0.1mg/L 以下 

ほう素およびその化合物 10mg/L 以下 

ふっ素およびその化合物 8mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 以下 

ダイオキシン類 10pg-TEQ/L 以下 

環境項目 

pH（水素イオン濃度（水素指数）） 5 を超え 9未満 

BOD（生物化学的酸素要求量） 5 日間に 600mg/L 未満 

SS（浮遊物質量） 600mg/L 未満 

n-ヘキサン抽出物質含有量 

（鉱油類含有量） 
5mg/L 以下 

n-ヘキサン抽出物質含有量 

（動植物油脂類含有量） 

30mg/L 以下 

（日間平均 20mg/L） 

窒素含有量 日間平均 60mg/L 未満 

燐含有量 日間平均 10mg/L 未満 

フェノール類 5mg/L 以下 

銅およびその化合物 3mg/L 以下 
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亜鉛およびその化合物 2mg/L 以下 

鉄およびその化合物（溶解性） 10mg/L 以下 

マンガンおよびその化合物（溶解

性） 
10mg/L 以下 

クロムおよびその化合物 2mg/L 以下 

 
 
 
  新ごみ処理施設へのごみ搬入出車両の通行ルートは次の(ａ)～(ｃ)を条件としました。

今後、この条件を基本とし、具体的なルート検討を行い、関係自治会・土地所有者・耕

作者・関係行政機関などの各関係者と調整を行った上で、整備ルートを決定します。 
 
  (ａ)県道 13号から建設候補地に向かって、岩倉川よりも北側で、新設道路を整備する。 

(ｂ)家庭系ごみの収集車両（直営および委託）、事業系ごみの収集車両（許可業者）に

ついては、必ず新設道路を通行する。 
(ｃ)持込ごみ（家庭および事業所からの持込）については、新設道路を通行すること

を原則とし、搬入車に対して広報・指導を行う。 

 
なお、新設道路の整備ルートにより、建設候補地敷地への進入口は北側、西側、南

側の３通りが考えられます。 
また、ごみ搬入出に際しては、通学時間帯にごみの受入をしない等、児童への配慮

を行います。 
 
 

７．ごみ搬入出ルートについて 

建設候補地 

県道 13 号 

岩倉川 
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安全性確保のため、来客者の車両動線や歩行動線は、原則としてごみ搬入出車両等の

動線とは分離します。また、一般車の直接搬入は、リサイクル施設のプラットホームお

よびストックヤードにおいて受入を想定しているため、熱回収施設に可燃ごみを搬入・

搬出する車両の動線とは可能な限り分離します。 
また、新設道路の整備ルートにより考えられる３通りの進入口に対して、建物配置を

敷地北側、西側に寄せる場合の２通り（計６通り）の施設配置・動線計画を検討しまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本資料では、一例として、６

通りのうちの１つである「進入

口を北側とし、施設配置を北側

に寄せる場合」の施設配置・動

線計画図を示しています。 
 

 
 
  ごみ焼却時に発生する熱エネルギーを回収し、施設内のプラント機器や暖房などに利

用、発電機により施設内消費の電力を発電することでコスト削減を図ります。 
なお、余剰の電力が生じる場合は、電力会社へ売電します。 
また、ボイラーで発生した蒸気や熱交換機で加熱した高温水、発電した電力を振興施

設へ供給することができます。 
 
 
 
 
 

９．余熱（熱エネルギー）の利用について

８．施設配置・動線計画について
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ごみ処理施設は、防災拠点として、大規模災害時にも稼

働を確保することにより電力供給や熱供給の役割が期待さ

れ、復旧活動展開の基礎となる施設です。 
そのため、稼働不能とならないよう強靭性を確保し、災

害時に安全に炉を停止するとともに、自立起動・継続運転

が可能な非常用電源設備を備えた施設とします。 
 
 

 
  循環型社会の実現に向けて、情報提供や未来を担う子供たちの環境教育の充実を図る

ため、ごみ問題をはじめとした環境問題を体験しながら考えるきっかけとなる環境学習

機能を備えた施設とします。 
 
 
 

 

※地域住民の皆様への説明会は、今後も随時実施してまいります。 

予定時期 事業内容 

平成 30 年度 

施設整備基本計画の策定 
地質・断層調査、地形測量調査、 
環境影響評価（～平成 34 年度）、 
事業方式の検討、地歴調査 

平成 31 年度 用地取得 
施設整備基本設計（～平成 32 年度） 

平成 35 年度 敷地造成工事、 
施設整備実施設計（～平成 36 年度） 

平成 36 年度 施設建設工事（～平成 39 年度） 

平成 39 年度 新ごみ処理施設供用開始 

１２．今後のスケジュール（予定） 

１０．災害時の防災拠点について

１１．環境学習について


