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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 2回説明会 概要

日 時 平成 29年 8 月 27 日（日）午後 8時 00 分～午後 8時 45 分

場 所 愛荘町常安寺区公民館

参 加 者 31 名

愛荘町常安寺区
19名

（男性 18 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) 常安寺区長

(2) 大久保管理者

(3) 宇野副管理者

3 内容

(1) 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）

(2) 質疑応答

質疑応答

【質問者１】 リスク、環境問題に対して、自主基準を設ける等と書いていますが、実際隣接する地区に

対して、環境面でどういうリスクがありますか。

【回答１】 平成 30 年度から実施する環境影響評価（環境アセスメント）で、周辺地域を含め、施設

の稼働によってどういった環境への影響があるかを調査します。例えば騒音、臭気等につ

いて調査・評価をして、その上で施設の具体的な設計をしていくことになります。資料の

「環境対策について」というところで、一般的に環境に対する影響が予想されるものを挙

げています。

【質問者１】 ということは、少なからず影響はあるということですか。

【回答１】 具体的にどのような影響が、どの程度あるかを環境アセスメントの中で調査します。

【質問者１】 影響が予想される場合は、補償はあるのでしょうか。

【回答１】 補償というよりは、影響が予想される場合には、その影響を最大限小さくしていくことに

なります。その影響については、法令基準値が定められていますので、当然順守し、さら

に厳しい自主基準値を設定し、可能な限り環境への影響を小さくします。

【質問者２】 まず 1 点目は、平成 39 年稼働というのは、地域はともあれ、稼働するということは決定

ということですか。
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2 点目は、ごみの排出量が減ってきているとありますが、ごみの減量策によって減ってい

るということですか。それとも人口減によるものですか。

3 点目は、候補地の検討対象として 5 地域が応募されたということで、どの地域だったの

かお聞かせ願えますか。また、この地域は何番目だったのかをお聞きしたい。

4点目に、1日当たりごみの排出量は平成 20 年の計算で、見直しが必要だということです

が、車両台数については、今の想定では 1日当たり 120 台のパッカー車と、個人で運ばれ

るのは 400 台ということについて、その説明をもう少し詳しくお願いします。

【回答２】 まず 1 点目ですが、平成 39 年度の供用開始を予定しております。今後、常安寺区の皆様

も含め今後節目においていろいろなご意見、ご要望を承りながら事業を進めたいと考えて

います。

2 点目、人口動態としても若干減少をしていますが、少なくともここ 3 年のごみ排出量の

減少は人口動態以上に進んでいます。これは 1市 4町のごみ減量の取り組みによる成果が

大きいと考えています。

3 点目、候補地決定後においてもご応募いただいた地域については発表しないこととして

公募を募ったことから、落選された応募地については非公表とさせていただいています

が、選定委員会の報告における竹原区の順位としては第 2位でした。

なお、公募を取り入れた当初から、選定委員会からの報告を受けて、最終的に 1市 4町の

首長を中心とする管理者会で最終決定するということにさせていただいておりました。

4 点目、パッカー車としては 1 日大体 120 台ぐらいというのが今の彦根市清掃センターと

リバースセンターを足した数字です。ここに、住民の方々が直接持って来られる一般車両

を足すと約 400 台弱、390 台ぐらいです。

【質問者２】 5 地域のうち選定委員会で 1位の応募地は、こういう説明会を経て断念し、それで 2 位の

応募地であった竹原区が決定され、今回の説明会を開催しているといういきさつでしょう

か。

【回答２】 候補地選定報告書の内容のご説明をさせていただきますと、選定委員会の報告において

は、1 位から 5 位までの優先順位がついていますが、5 つの応募地とも僅差であり、候補

地に成り得るという報告でした。

2月 13 日にその報告を受け、管理者会を以降計 7回開催し、5つの応募地すべて可能性が

あることを踏まえてご議論をいただきました。

最終的に管理者により竹原区を選定されたところですが、優先順位の1位であった地域は、

優良農地で、現状耕作をされており、地元の農業委員会から優良農地の保全についてご意

見がございました。また、過去に地盤の問題により断念した地域と近く、最終的に候補地

として選定するのは難しいという判断がされました。次に、2 位であった竹原区を検討さ

せていただく中で、決定的に選定できない理由はないということで、最終的に決定されま

した。

【質問者２】 あと 3つの候補が残っていて、並行して話を進めているのですか。

【回答２】 並行して話が進んでいるわけではございません。5 つの応募地の中から、竹原区を候補地

として決定をさせていただいたというものです。

【質問者３】 この辺は獣害で困っています。竹原区も同じですし、他の近隣も困っています。獣害対策

についてはどのように考えていますか。



3

【回答３】 獣害対策は行政上の中の課題でもありますし、本事業の中でも協議の中で検討させていた

だきたいと思います。

【質問者４】 年中、有害鳥獣駆除をしてもらうことはできないのでしょうか。期間が決まっていると言

われますが。

【回答４】 狩猟法の関係等も考慮し、総合的に判断する必要があると考えています。

【質問者５】 施設ができることによって、施設がある場所には、猿もイノシシも行かなくなると思いま

す。結局は近隣に回ってくるのではないかということです。それに対しての対策も考えて

いただければと思います。

【回答５】 愛荘町としても十分対応していきたいと考えています。

【質問者６】 1点目、「災害防災拠点」について、この辺りは鈴鹿断層と常安寺断層というのがあるので

すが、この辺りの断層帯の上にかかってくると思うのですが、どのようにお考えですか。

2 点目、熱利用について、売電はわかるのですが、ほかはどういうことを想定しているの

でしょうか。

【回答６】 まず 1点目の断層については、選定委員会が 5つの応募地を評価する項目の 1つとして評

価しております。竹原区のほうにも常安寺断層があるのですが、専門家に現地を調査いた

だいたところ、断層帯は敷地の中を通ってはおらず、近くを通っているということでした。

その点においては、断層が近くにない応募地より低い評価でしたが、断層の位置を考慮し

て施設の配置を計画することで対応ができることを専門家から確認できましたので、他項

目を含めた総合的な評価として、候補地を竹原区にするという決定をさせていただいたと

ころです。

2 点目、熱利用についてですが、ほかの自治体で事例としては、売電という形が多いので

すが、例えば温水プールです。今の愛荘町のプールは温水で、これから具体的に検討して

いくことになりますが、例えば、ごみ焼却施設から熱供給や温水を送るという整備が可能

になれば、燃料代の削減が可能となります。

【質問者６】 それは非効率ではないですか。近くではないので。プールであれば、横に作ったほうが効

率的かと思います。

【回答６】 確かに距離との関係で整備可能かどうかも変わると思われますが、余熱利用が地域にとっ

てどれだけ活性化が図れるかどうかという問題だと考えています。ほかの自治体の事例で

は、ウナギの養殖や果物を作るなどいろいろ工夫をしておられました。その方法がこの地

域にそのまま適用できるかどうかはわからないですが、いわゆる愛荘町ブランドを出せれ

ば地域としての活性化手段になるのではないかと思います。

プールへの余熱利用ですが、パイプラインで引くことは可能だと思います。熱い湯をプー

ルに入れるわけにはいきませんので、運ぶ中である程度熱が冷めてもちょうどよいぐらい

の温度になるではないか。検討してみないとわからないのですが、余熱利用は一番地域の

活性化につながるのではないかと思っております。その辺りは愛荘町と広域行政組合で今

後詰めていかなければならない問題です。

【質問者６】 パイプラインを引くと、整備費は結構かかるんじゃないですか、町として負担が。

【回答６】 その辺を含めて検討してまいります。

【質問者６】 断層帯は直下にはないと言ったのですが、実際に断層が原因で機能が停止してしまうこと

は考えられるのでしょうか。
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【回答６】 一番困るのは稼働が停止するということですので、断層が原因で機能が停止しないかとい

う議論を選定委員会の中でもしております。専門家の意見では、施設配置の工夫によって、

稼働停止を避ける対策は可能であるということです。

【質問者６】 仮に稼働停止になったときには、ごみは焼却施設に積み上がっていくのでしょうか。

【回答６】 応援協定が締結されており、災害時に稼働停止した場合には、県内に分散させていただき

ます。また、彦根市の焼却場が 3日ほど止まった時には、県外に排出した事例もあります。

大きな地震、事故も想定しながら、バックアップ体制をきちんと整えて稼働に向かいたい

と思います。

【質問者７】 この辺は静かな農村ですので、においとか、騒音とかも心配なのですが、心情的には騒が

しくなるのはつらいなと思っています。その上にパッカー車がたくさん来て危険が増すと

いうことになるとさらによろしくないかと思うのですが、竹原に向かう搬入路について、

例えば西出から東出に抜けるところは道が狭いですし、常安寺の中を通っている道も、通

勤時間など時間帯によっては相当な速さで車が走っていますし、通学路になっていて危な

いところがあります。計画の中で、道路整備も可能性としてはあるのかということと、具

体的に県道 216 号線を搬入に使われることがあり得るのかということを教えてください。

【回答７】 今いただいたご意見は一番多くいただいているご意見です。

まずは、どの時間帯にどの道をどれぐらいの車が通るのかということをシミュレーション

した上で、具体的にご協議をさせていただきたいと思っております。

【質問者７】 今の話だったら、県道 216号線は収集ルートになる可能性があるということですね。現状

を調べて量が少なかったら収集ルートにしますという話ですか。

【回答７】 シミュレーションをお示しさせていただきながら、ご相談させていただきたい。

【質問者７】 安全上、県道 216 号線が収集ルートになるなら絶対反対します。通勤時間は車の通行量が

多いです。こんな狭いところにまたパッカー車がもっと来たりしたら、子どもの事故は起

こるし、そうでなくても道路のところにポールを立てているのもなぎ倒されています。県

道 216 号線を通すというのは計画から外してください。シミュレーションの結果、何台通

るからという話は困ります。

愛荘町長に言いたいのですが、愛荘町では総合計画の見直しを行っていますが、ごみ処理

施設に関連する話は持ち上がっていません。これから 10 年後ですので、焼却場ができる

ことにおける環境整備ということで、道路も含めて計画に反映してください。

【回答７】 現在、総合計画の見直しの中には施設に関連する項目は何も入っていないので、見直しに

際しては十分念頭に置いておきます。

【質問者８】 施設の稼働に伴い、常安寺区はすぐ隣なのでパッカー車が通るときに匂いがしたり、何ら

かの影響を受けると思います。それに対して、組合として何をしてくれるのかというのを

出来るだけ早い段階で提案してください。

【回答８】 彦根市の焼却場では 24 時間稼働していますが、古い施設でも匂いはほとんどない状態で

す。ただ、いろんなご心配があると思いますので、新しい施設をぜひご覧いただいて、こ

れからいろいろとご意見をいただけたらと思います。

【質問者９】 次の説明会はいつしていただけるのですか。

例えば道路の新設、現状の道路を拡張するとか、そういう具体的な話を聞けば、それに対

してまた意見を言えるので、今の時点ではまだ何も決まっていないのに、意見もなかなか
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言いにくいです。それと、地元には恩恵があっても、近隣の集落に対しても何らかの恩恵

がないと皆様納得してもらえないと思うので、その辺りも示していただけるとありがたい

です。

【回答９】 まずはシミュレーションができた段階として、年内には一定の数字をお示ししたいと考え

ております。

以上


