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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 3回説明会 概要 

 

日 時 平成 29年 10月 25 日（水）午後 7 時 45分～午後 9時 00 分 

場 所 愛荘町岩倉区農業者集会所 

参 加 者 43 名 

 

愛荘町岩倉区 
計 43 名 

（男性 35名、女性 8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（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) 質疑応答 

(2) 説明（候補地の決定について、新ごみ処理施設の概要について等） 

(3) 質疑応答 

 

質疑応答 

【質問者１】 選定委員会の報告書の順位では竹原は 2 番だったという話を聞いたのですが、どうして 2

番の場所に建設ということになったのか、その理由を聞きたい。 

【回答１】 選定委員会において、5 つの応募地について現地確認や様々な角度から分析し、順位づけ

をしていただきました。 

1 位の応募地については、過去に断念した候補地と比較的近いところであり、その候補地

は地盤をかなり改良しなければならないという数字が出ておりました。また、農業委員会

から優良農地の保全についての要望があったこともあり、1 位であった応募地で進むのは

リスクが高いという判断をいたしました。 

2 位であった竹原については、管理者会でもさまざま議論いたしましたが、建設候補地と

できないとする決定的な理由はありませんでした。そして、竹原区にお願いをしたいとい

うことになったわけです。 

【質問者１】 建設候補地がどちらかと言えば岩倉寄りですが、管理者は岩倉をどのように見ているか。 

【回答１】 今回応募していただくに当たっては、原則として地元区内の合意があるというのが条件で

した。そして、周辺地域の皆さまには候補地を決定してから丁寧にご説明をさせていただ

いてご協力をお願いするという前提でした。地元区内だけではなくて、周辺の地域にも事
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前に話を持っていっていただくべきではないかという議論もありましたが、まずは地元区

内での合意形成を図っていただくということが可能かどうかということでスタートしま

した。 

どれぐらい周辺の集落に近いのかということも選定委員会では検討していただいていま

すが、どの応募地もその問題はありますので、まずは候補地として選定をし、組合が努力

をして周辺地域の皆さんにご理解をいただくということでスタートをしたということで

す。 

候補地が決定をされてから既に数カ月たっており、説明会が今日に至ってしまったという

ことはお詫び申し上げたいと思います。ぜひここから皆さんと一緒にいい施設を作るとい

うことで進めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

【質問者２】 選定委員会でいろいろ検討されて決まったことについて、新聞報道がされたり、広域行政

組合からの広報が掲載されたりした。本来ですと、地元・近隣の承諾があって、それから

発表されることが、なぜ説明とか承諾もなしに報道されたのか、そのいきさつについてお

伺いしたい。 

【回答２】 これまでも候補地として選定したけれど断念をしてきたという経緯があります。候補地を

決定させていただき、そこから進んでいけるのかどうかというのが選定委員会の検討内容

です。したがって、候補地を決定させていただいたけれども、これから進めていく上でさ

まざまな課題が出てくる可能性は残っています。そうしたことを踏まえて、周辺の皆様に

候補地として決定をしたということをお伝えして、内容について丁寧にご説明をさせてい

ただくという手順で進めさせていただくこととしておりました。まさに今回、こういう機

会を持っていただきましたので、この場でさらに詳しく説明をさせていただいて、地域の

皆さんからのご意見をいただきたいと思います。 

【意見１】 ごみ処理施設が竹原の梨園に建ったときに、竹原の梨園の真ん中と想定しまして、そこか

ら竹原側の集落の端が被る程度の円を書きます。円を書くと竹原の集落を全部入れると、

岩倉北の集落の半分が既にこの影響にかかってくる。施設が建つ位置がため池の東側に寄

ると今度は竹原の集落は全くかからないのに対して、今度は岩倉の集落全域にかかってき

ます。環境に与える影響というのは近いほど害があるという意味では、竹原を中心にお話

が進められていますが、被害はむしろ岩倉のほうにも結構かかってくるということをまず

ご理解していただきたい。 

先ほどこの地域への説明がない前になぜ報道されたのですかと質問させていただいたの

ですが、我々住民に対して十分な説明とか理解もないまま進められるということに関して

恐怖を感じます。これから施設の建設を進める中で、住民の理解がないまま進められて、

建ってからこうなりましたというような形で後々トラブルがないように、この建設に関し

ては岩倉のほうにも影響があるということで連絡を密に取って進めていただきたいとい

うことでお願いいたします。 

【質問者３】 岩倉のほうが近い。そのことをどう思っているかという質問をしましたが、その答えがな

い。管理者は、岩倉のことについてどう思っているか。 

【回答３】 これまで各応募地が候補地となり得るかどうかということを検討してまいりましたが、周

辺に対して影響が出てくることも理解をしております。候補地決定から本日まで時間がた

ってしまっていましたが、こうした説明会を開かせていただいて、直接ご意見を聞かせて
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いただきながら進めてまいります。 

【質問者４】 新しく施設を建てることありきで話が進んでいるのですが、なぜ今ある施設を新しく建て

直すことを考えないのか。今ある施設を新しくするのが一番いい方法ではないか。 

【回答４】 今、彦根市が運営している施設では 2haしか用地が確保できず、用地が足りません。新し

い施設は日量 150t 程度の処理を行うため、4～5ha 確保していただける地域を募集させて

いただきました。 

【質問者４】 先ほど環境に関して言っていただいたのですが、すべて建物重視で話をされていると思い

ます。そこへ行く過程で車は当然通ります。この辺は物静かなところで、最近インターが

できたので車は増えてきましたけれども、今後はそれ以上のものが出てくるという問題が

出てきます。そうなったときの環境の重視というのはどのように考えていただけるのか。

夏場、パッカー車の後ろを走ると臭いです。そういうことはどのように対策を取っておら

れるのか。 

【回答４】 搬出入ルートにつきましては、地元、周辺の皆様からも特にご関心、ご意見をいただいて

いる部分です。現在、どの時間帯にどの道をどれぐらいのパッカー車が走るのかという分

析を試みています。その結果を踏まえ、具体的にどういったルートを基本ルートとして設

定するかというような検討に入りたいと考えています。大きい意味で言いますと、環境へ

の影響という話になるかと思いますので、今後具体的に検討したいと考えております。 

また、夏場のパッカー車については、開けたまま走らないなど当然の対策をしていきたい

と考えています。いただいたご意見も参考にしながら、今の技術、工夫で対策を図ってま

いりたいと考えております。 

【質問者５】 環境アセスメントをされた結果について、どういう環境影響なのか、またそれに対してど

ういう対策をされるのかというような内容を開示いただくことができるかどうかお伺い

したい。 

【回答５】 環境影響評価は、環境影響評価法や滋賀県の条例に基づいて行います。法令の中でも開示

をして住民様のご意見を頂戴することが定められていますので、情報の開示、ご意見をお

伺いする機会を設けてまいります。 

【質問者５】 先ほどの町長からの挨拶の中で、今回の竹原の焼却場建設を巡って、町を挙げて取り組ん

でいきたい、地域の発展に繋がる施設にしたいというお話をいただいています。焼却場を

建てるとなると 2つの大きな側面があると思います。まず考えられるのは一般的にはデメ

リットです。これは環境影響というところと、風評によるもの。当然地域に焼却場が建つ

となると、その焼却場の近くに住みたいという人はなかなかいない。今そうでなくても、

地域から若者がどんどん離れていっています。このまま行くと過疎化する方向にある。こ

れがますます加速化しないかというような不安もあります。これに対して、今回焼却場を

うまく使って地域の発展につなげましょうということだと思うのですが、町長のほうで考

えられている地域の発展につながる施設という構想についてお考えがあればお伺いした

い。 

【回答５】 候補地が竹原に決まって間もないので、地域の活性化を具体的にどうするかということを

まだ考えていませんが、例えば、余熱利用というものがございます。他の自治体では、余

熱を利用したマンゴー栽培、ウナギの養殖、フグの養殖等々をやっておられます。それは

皆さんが知恵を出し合ってやっておられるのですが、竹原区だけですとなかなか難しいで
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すから、周辺地域がお話し合いをしていただきながら活性化ができる事業を模索していき

たいと思っております。とにかく全体にうるおいのある施設としていただきたいというの

が 1点です。 

そして、環境影響によって、ここが過疎化になるだろうということは絶対にないとは言い

切れないと思います。しかしながら法令で定められた環境基準をもう少し強くした自主基

準値を設定しますし、現実に市街地にある焼却場もあります。環境影響をどのように抑え

ていくかというのは一番重要な課題だと思います。環境アセスメントの段階でいろいろと

意見を聞きながら進めていきますので、ある程度は軽減できると思っています。 

【意見２】 環境の影響を抑えるということも 1 つなのですが、ゆくゆくは焼却場が建つことによって

若者が戻ってくる、何か魅力がある町だなというようなところまで含めてご検討いただき

たいと思います。 

【質問者５】 7 月 17日の竹原の説明会の中で、竹原区に対して基本計画策定の検討段階において竹原区

の代表の方に入っていただきますという回答をされているのですが、同じように岩倉の代

表の者も入れていただくということはいかがですか。 

【回答５】 今週の金曜日（10 月 27 日）から検討委員会が第 1 回ということで発足をします。その中

で委員 17 名中、竹原区から 2 名の方に入っていただきます。そのほか 1 市 4 町の住民の

代表として、愛荘町から 1人入っていただく予定をしています。 

周辺地域の方々の部分も検討させていただきましたが、委員会の規模がかなり大きくなっ

てくるということもありますので、委員会としてはそういった形で構成をしていきたいと

考えております。 

ただ具体的な計画を立てていく中で、周辺の地域の方々に対して計画案をお示しし、ご相

談、ご意見を承りながら基本計画を作っていきたいというところです。 

【質問者６】 周辺地区ではなくて、当事者です。候補地からの距離を見て思いましたが、当然岩倉も竹

原と同等で物を言えなかったら納得できないです。周辺地域じゃないです。うちらは当事

者になります。 

【回答６】 検討委員会という形で基本計画を策定していきますが、検討委員会だけですべて決めてい

くというものではないと考えております。当然検討委員会として骨格を作りながら、その

中で特に岩倉区さんは周辺の中でも近い地域になりますので岩倉区さんも含め、ご意見を

承らせていただきたいと考えています。 

【質問者７】 物事を進める中で、早い段階で相談いただければ折り合いがつく部分、例えばこちらから

の要望もお話しして、じゃあこうしましょうかというところで進む部分でも、最終的にこ

れは決定事項です、これでご理解くださいという形で話を持ってこられると納得できるこ

とも納得できなくなるので、その辺十分ご考慮いただきたいと思います。 

【回答７】 わかりました。その部分を特に肝に銘じながら進めていきたいと思います。 

【質問者８】 建物を建てるというのはありきの問題ですか。それとも相談しますという段階なのです

か。その辺はどうなのですか。 

【回答８】 あくまで候補地です。これから環境アセスメント等をさせていただいて決定をしていくこ

とになります。 

現段階は、候補地として決定し、これから手続きを経ながら良いものを皆さんと一緒に作

らせていただきたいということです。ぜひ、忌憚のないご意見を聞かせていただいて、こ
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の圏域でどうしても必要な施設であり、かつこれを地域の活性化の材料にしていただくと

いうものにしていくために知恵を絞って汗をかいていきたいと思っております。 

【質問者９】 施設に関しては、確かに近代的でいいものだと思います。私が心配するのは車、絶対渋滞

するわけで、排ガスが出るわけです。ほとんどが西風か北風で、竹原にはほとんど行きま

せん。においは全部こちらです。これを私は心配しています。 

また、県道が渋滞になるなら、通学路はＥＶカーに全部してくれたらよい。307 号線の松

尾寺の信号から小学校まで車は通行止めにしてもらったらそこそこ行けると思う。子ども

を守らなければいけない。これは今後どうするのか。 

【回答９】 施設は、今稼働しているものよりもいいもので、においも今のような問題はないと思って

います。やはり心配なのは搬入搬出の車の行き来ですので、これから実際に収集運搬、ど

のルートを通ってどれぐらいの車がどのように動くかということを分析します。それに伴

ってきちんと対応できるところ、対応しなければならないところを整理して、またご相談

させていただきたいと思います。 

【質問者１０】 今日は岩倉で説明会をしてくれますが、もう常安寺は終わっています。順番が違うのでは

ないか。近いのに説明会が遅いから余計な不安を抱いているところがある。地域住民の心

の整理というのはなかなか難しいと思います。 

技術的にはすばらしい施設ができると思います。しかし、周りの環境、人の動き、車の動

き、当然通学路の問題もあります。こういうことを岩倉の人はものすごく不安がっていま

す。目に見えない部分、文章で表せない部分が必ず起こってくると思う。そのときの対応

まで含めて、今決めた者に責任があると思う。その辺をきちんと準備をしていただいて、

今後の方針なりを示していただきたいと思います。 

【回答１０】 １点だけ事務局の方から言い訳をさせていただきたいと思います。説明会の順番の部分で

ございますが、常安寺さんより岩倉さんが後だということを私どもが考えているわけでは

決してございません。候補地を決定させていただいたタイミングで、岩倉区さんと常安寺

区さんが特に影響があるということでご挨拶にお伺いをさせていただきました。説明会の

場をご検討させていただく中で、確かに候補地として決まった竹原区さんにまずはご説明

というところはございました。その後、岩倉さんと常安寺さんに対して説明会の場を持た

せていただきたいというお話を同じタイミングでさせていただきました。岩倉区さんは区

長さんの話では、毎月 25 日にこういった集会を開催されているということをお伺い、ご

相談の中では先月の 25 日という案も上がったのですが、ご事情もあられるということで

今月に至ったというところがございます。 

結果的に常安寺区さんと日が空いてしまい、不快な思いをさせまして誠に申し訳ございま

せんでした。 

今後の方針としては、これから各種調査に入りますので、今後一定の方向性、調査の結果

等が出た時にまたご協議をさせていただくことになろうかと思います。組合としても丁寧

に説明をさせていただきます。 

【質問者１１】 リサイクルセンターというのは粗大ごみ等ですが、ここで処理をして、また最終処分する

ところに持って行くという流れですか。 

【回答１１】 リサイクルセンターにつきましては、例えば粗大ごみや不燃ごみについて、まず破砕選別

をしていきます。その中で燃えるものについては焼却のほうに戻し、熱エネルギーという
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形で回収をします。また、金属など資源として活用できるものは資源としてのルートに乗

せていきます。最後、不燃残渣という言い方をしますが、不燃残渣という形で残るものは、

近畿圏では大阪にフェニックスという埋め立ての施設があり、そこに搬出します。 

【質問者１２】 最終的に候補地という形になっていると思うのですが、何か大きな問題になったときには

違う候補地を選択する、そういうことはあるのですか。 

【回答１２】 理屈の上からはそういうことはあり得ますが、選定委員会で十分に検討していただいて、

組合の管理者会でも十分に検討を重ねて、竹原を候補地として決定させていただきまし

た。技術的な問題は起こらないだろうということで優先順位ができています。ぜひとも竹

原区でやらせていただけるように万全を期して、また皆様のご意見を聞かせていただきな

がら進めさせていただきたいと思っております。 

【質問者１３】 11月 4日、岩倉区の総集会があります。そこでこの件に関して全員が反対と言ったときで

も蚊帳の外ですか。どの程度考えてくれるのですか。 

【回答１３】 ぜひともご理解をいただきたいということで、ご理解いただけるように努力させていただ

きます。 

【質問者１４】 

 

具体的にどこにできるとか、今後協議していきますということばかり。まだ何も決まって

いないのにそこでＯＫかどうかはできません。全くイメージもつかないですし、搬出と搬

入のルートもまだこれから検討しますということです。それでイエスかノーか言われて

も、それは無理です。 

今後協議しますということですが、いつまでに協議しますとか、そういう日程の開示もな

いのですか。いつまでに決めて、いつまでに皆さんに報告しますというような説明をお願

いしたいと思います。 

【回答１４】 基本計画につきましては今年度、来年の 3月までに策定をしたいと考えています。その過

程において、岩倉さんにも、もう少し具体的なところを提示させていただきながらご意見

を承りたいと考えています。特に搬出入ルートにつきましては、今分析を試みている結果

を踏まえて、組合としてこう考えていますというようなご提示ができるように、年内ぐら

いを目途にご提示させてもらいたいと今準備をしています。 

【質問者１５】 過去断念した話で、1 つ目は地盤が駄目だったという話。その後の話の中で、住民さんと

折り合いがつかずというのがあったのですが、できなかったのは折り合いがつかずという

ところが多分原因だと思います。その原因というところを潰さないと話をしても同じこと

を繰り返すのではないかなというふうには思います。一番折り合いがつかなかった原因の

1 つというのは何かあるのかなと。 

【回答１５】 地権者の同意が得られなかったということです。 

今回公募方式を採用させていただいており、その応募要件として、地元区、例えば竹原区

の中の合意を得てくださいということを要件とさせていただきました。 

選定委員会で応募要件の議論を行っているときには、周辺地域の合意ということも要件に

してはどうかという議論もありました。結果的にそれを採用するということはなかったの

ですが、その理由としては、要件をあまり高くし過ぎるとどこからも手が挙がらないので

はないかというような意見がありました。どこからも応募いただけないという部分と、過

去に土地の所有者さんと折り合いがつかなかったという部分などを考慮して、最終的にそ

のような応募要件にさせていただきました。 
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【質問者１６】 管理者の説明の中で、選ばれなかった地域からもいろいろな意見をいただいており、これ

に関してこれから説明をされるというお話だったのですが、選ばれなかった地域からの意

見というのは、なぜ選ばれなかったのか、私たちを選んでください、という意見と捉えて

よろしいですか。 

【回答１６】 選定委員会の順位づけに納得が行かないということです。それはさまざまな角度から検討

していただいた結果ですので、これについては組合で丁寧に説明をさせていただいてご理

解をいただいてまいりたいと考えています。 

【質問者１７】 岩倉は「周辺地域」という考え方を言われるのですが、竹原へ搬入する場合は岩倉を通る

わけです。周辺地域ではなく当事者です。先程から協議の中へ入れてくださいと言ってい

ます。周辺地域という考え方で話をされるのなら聞く耳を持てません。 

【回答１７】 当事者という認識で、搬入搬出のルートも精査して、またご相談させていただきたいと思

います。 

【質問者１８】 当事者なので、精査をするまでに協議の中へ岩倉を入れてもらわなければならない。ここ

へ行くのはどこを通っていくのか初めからわかっているのではないか。常安寺に先に行っ

て話をしてきて、岩倉は遅いじゃないかという意見が出たのはそのためです。 

【回答１８】 決して常安寺さんより岩倉さんのほうが後というわけではありません。 

基本計画の検討委員には岩倉の方が入っていただけるようにいたします。今週金曜日 10

月 27 日）に第 1 回を迎えますが、第 1 回から出てもらえるかどうかは別として、区長さ

んとご相談させていただきたいと思います。 

【意見３】 最初にも言いましたが、岩倉をどのように見ているかということ。岩倉は他の自治会と一

緒というような感じになっている。迷惑するのは岩倉です。 

【質問者１９】 2 回目の候補地は反対で断念されたということで、3 回目のときに公募にされたという、

その時点で間違っているのではないですか。 

公募に手を挙げた地区は良いが、周辺は関係ない。そういう進め方は最初から間違ってい

る。まず候補地を先に決めて、それから周辺地域を潰していこうとする姿がありありと見

えます。そういうやり方では地区住民の感情もありますし、まずいと思います。進め方次

第では白紙撤回ということもあります。それは十分に肝に銘じておいてください。 

【回答１９】 先ほどからいただいておりますご意見を肝に銘じまして、これから具体的なところでご理

解を賜れるようご協議をさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 


