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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 4回説明会 概要 

 

日 時 平成 29年 11月 10 日（金）午後 7 時 30分～午後 9時 00 分 

場 所 愛荘町 秦荘庁舎 大会議室 

参 加 者 33 名 

 

愛荘町秦荘東小学校区 
33 名 

（男性 33名） 

愛荘町竹原区 西堀区長、他 2 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（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) 大久保管理者 

 (2) 宇野副管理者 

3 内容 

(1) 資料に基づき説明（候補地決定について、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】 私の区では県道を挟んで地区が構成されています。スマートＩＣができたことで昼夜問わ

ず大型車両の通行が増え、夜は振動で起きるという話もされています。40 キロ規制の道で

すが、看板、標識等があるにも関わらず、守っている車両はほとんどありません。そうい

った中で、１日 400台が往来するシミュレーションをされ、適正な運行管理の徹底をされ

るとありますが、迂回ルートや専用道路を計画に盛り込んでいただきたい。 

【回答１】 振動や道幅の問題はこれまでの説明会でもご意見をいただいております。搬出入ルートに

つきましては、頂戴したようなご意見を念頭に置きながら現在検討しているところです。

搬出入ルートの案ができましたら皆さまにお示しさせていただきご意見を承りたいと考

えております。 

【質問者２】 搬出入ルートのシミュレーションでは、彦根からのルート、南からのルート、北から 307

号線を通るルートごとに児童の登下校などにどれくらい関係するのか、時間帯における通

行台数を示していただくと皆さんの理解がより進むのではないかと思います。 

また、307 号線のスマートＩＣの関係で車両が増えており、今後、アクセス道路ができま

す。ごみ処理施設を加えて 3 つの条件が重なり、相当の車両が増え、ますます交通安全に

対しての懸念が心配されます。いろいろなルート、例えば 307 号線のアクセス道路、松尾
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のところから秦荘の役場につながる道、いろいろな方面から検討していただければありが

たいと思っております。 

【回答２】 できるだけ具体的にイメージを持っていただけるような形でシミュレーションをお示し

をさせていただいた上で、ご意見を承りたいと考えております。 

【質問者３】 選定委員会の順位が 1 番の応募地は地盤が軟弱という話で、竹原が 2番目に総合的に点数

が高いということですが、3 番から 5 番は点数が極めて近いのですか。3 番から 5 番のと

ころの優位性も当然あろうかと思いますので、判断された理由を聞かせていただくことは

できますか。 

【回答３】 5 つの応募地の総合点というのはそんなに開きはありません。ただ、それぞれに懸念事項

も表明されておりましたので、それぞれ丁寧に検討しました。選定委員の方々が実際に現

場を見られたり、いろいろな情報を得て検討した結果出された点数に最終的には重きを置

いたわけでございますが、加えて初期投資の額等も考えなければなりませんでした。各自

治体が負担をしていくわけでございますので、合意をいただくには竹原が最も適している

と管理者が判断をしたということです。 

【質問者３】 管理者が判断されたということは、選定委員の方がこうですというのは、最終は管理者に

判断を委ねられているということですか。 

【回答３】 5 つの応募地に点数をつけて順位を付けて報告をいただきました。その後、最終決定は管

理者が行いました。 

【質問者４】 候補地は常安寺活断層に挟まれた土地です。想定外のことが起きたとしても原発のように

そんなに被害的なものが広がるということはなかろうと思いますが、想定外のことが起

き、水質に影響がある、また大気汚染に影響があるという施設では何にもなりません。宇

曽川の上流ですと湧水百選に選ばれた山比古湧水があります。その近場で水質が非常にい

い地区ですので、ぜひ中身の濃い地質調査をやっていただきたいと思います。 

また、災害時において避難のところに指定もできるということですので、想定外のことが

起こらないように十分に中身を検討していただきたいと思います。 

【回答４】 組合としてもすごく大事な部分であると考えております。まず想定外というところで、例

えば、地震、断層という部分も選定委員会の段階でもご議論いただいきました。その中で

は、専門家の方にすべての応募地を見ていただきました。そして文献等で常安寺断層が走

っていることも当然把握をしておりましたので、建設が可能かどうかについても調査をし

ております。その結果、応募地の中には断層が走っているということはない。ただ、近く

に走っている。また、専門的には撓曲帯と呼ばれる、活断層ではないが活断層が動いた場

合に影響するようなものがあるかもしれないということがございました。一方で、施設の

配置や造り等によって対策はできるということを確認させてもらいました。 

今後、地質調査、断層調査結果を踏まえて施設配置や施設の工夫等によりまして、対策を

検討いたします。 

また、防災のときにこそ活躍する施設が、地震等の際に大切な河川の水質を汚すなど、環

境に影響を与える施設であるというのはあってはならない話だと考えております。 

【質問者５】 国土地理院が上蚊野から東近江までの活断層を発表されました。それのつながりというこ

とになるんです。したがって十分にご検討いただきたいと思います。 

【回答５】 米原から甲賀にかけて、鈴鹿西縁断層帯が走っております。その支線として常安寺断層、
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斧磨断層がございます。鈴鹿西縁断層帯というのは過去の文献では活断層が動いたという

ことは事例としてありません。しかしながら 2 年前に県の発表の中で 30 年確率で震度 7

ぐらいの地震が起こるだろうということなのですが、その発生確率は 0.02 というような

確率が出ています。絶対にないということは言い切れませんので、十分に留意しながら地

質調査を行います。 

【質問者６】 応募地が 5つあって 2 番目が選ばれたということですが、選定委員会の評価について具体

的な説明がありません。重点に説明していただけると非常にわかりやすいです。 

我々が一番心配しているのは、通行量、安全です。また安全の施設、防災とか。 

現時点でもこのルートで来るだろう。じゃあ道路整備計画はこうしますという形で説明し

ていただかないと、何か知らないうちにズルズルと決まりましたでは困ります。 

次回の説明会にはその辺わかりやすく、こういうことを検討しましたと具体的にわかるよ

うにお願いします。 

【回答６】 搬出入ルートにつきましては、想定をできるだけわかりやすくお示しをさせていただいた

上で、具体的に説明させていただけたらと思います。 

選定委員会の評価につきましては、組合のホームページに報告書の概要版、候補地を選定

させていただいた理由につきまして掲載をさせていただいております。詳しくご説明する

と長くなりますので、簡単にご説明をさせていただきたいと存じます。 

まず、今回は公募方式を取るということで選定委員会を組織させていただきました。約 2

年 3 カ月かけて計 15 回委員会を開催させていただいております。この選定委員会におき

まして、公募前にどういった評価をするのか、どういう形で公募をするのかというところ

から議論いただきました。その上で公募させていただいた結果、竹原区さんを含めた 5つ

の応募地に手を挙げていただいたところです。 

具体的な評価としては、100 点満点で評価をして、優先順位を 1 から 5 番まで決めていた

だきました。ただ、最終的な決定については選定委員会の報告などをもとに管理者会のほ

うで決定するということは当初から定めておりました。 

評価の部分でございますが、100点満点のうち、80 点分につきましては、あらかじめ設定

している評価項目として 22 項目。22項目は大きく 4つの要素から成ってくるのですが、1

つは安全・安心の確保という視点で、活断層との関係、地盤の強度、例えば災害、水害、

土砂災害、要するに災害の指定状況がございまして、そういった視点の安全・安心の視点

ということで 6 項目ございます。 

2 つ目と視点としては、環境への配慮という視点で、重要な動植物が生息しているかどう

か、農業振興地に指定があるかどうか、現状の道路の混雑度がどうなっているかというよ

うな環境への配慮という視点で 6項目ございます。 

3 つ目の視点としては、計画的な財政運営という視点で、例えば道路整備費、用地取得費

というようなコスト的な部分や収集運搬効率として 7項目ございます。 

最後に 4 つ目の視点としては合意形成、これは土地所有者の方々が何名いらっしゃるか。

地域内で総会に諮っていただくことを要件にしておりましたので、総会での賛同率、合意

率がどれぐらいなのかという部分等が合意形成という視点として 3つ。 

4 つの視点で計 22項目を 80 点分の評価項目として設定させていただきました。 

あとの 20点分としましては、各委員の方々、11名おられますが、20点分をそれぞれご自
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身の持ち点として、この項目に入ってこない内容や入ってくる内容でも特に重要だと考え

られる部分などに加点をするという形でそれぞれの委員さんにつけていただき、それを平

均するという形で、最終 100 点満点の合計を出してきました。 

この合計の点数というのが、大きく差はなかったのですが優先順位としては 1番から 5番

という形でつけられました。その 2 番が竹原区さんでございます。 

具体的な判定につきましては、ホームページにも載せておりますし、ご入り用でしたら私

どものほうからご提示させていただきたいと思います。選定委員会としては評価をしてい

ただき、その報告を受けて、管理者会として議論を進めたというところでございます。 

【質問者６】 項目はわかりました。次回はその辺を具体的に説明していただけますか。 

【回答６】 時間もかかってきますので、ご意見があるということを踏まえながら、次回ご説明させて

いただきたいと思います。 

【質問者７】 最初に竹原の区長さんにはなかなか勇気ある決断をなさったことには敬意を表します。 

9 月に私たち自治会の区長さんや評議員が集まる会議が愛荘町でございました。そのとき、

地域活性化まるごと活性化プランを平成 30年から 32年にかけて策定してくださいという

お話がございました。そのときに、秦荘東小学校区は愛荘町の 4つの小学校区の中で最も

高齢化率が高く、人口減少も著しい小学校区ということも講師の先生からお聞きしまし

た。ですから、建設候補地の近くに秦荘東小学校がございますが、子どもたちのことを広

域行政組合でも一番に考えてほしいと思います。 

秦荘東小学校区の保育園や幼稚園、小学校の 10 年後の親世代の若い人たちがごみ処理施

設がすぐ近くにあるからということで人口流出につながらないよう、目玉の対策を秦荘東

小学校区の住民に示していただきたい。人口流出に歯止めがかからなくなったら、地域ま

るごと活性化プランも先の見通しが非常に厳しいと感じています。 

この資料に関しまして、あまりにも「検討していきます」というのが多いので、検討して

決まりましたというだけでは私たちの意見が反映されたことにはならないように思いま

す。検討した結果こういうふうに考えているのですがどうですかと示してください。 

あと、できる施設ではリサイクルセンターのことも書いていますが、粗大ごみ、不燃ごみ、

資源ごみは現状どうしていて、どれぐらいの量が出ているのかという説明がどこにも書い

ていなくて、私にはこの資料では、「何、これは」というふうに感じました。 

【回答７】 施設が来ることによってこの地域は防災面でも安全が確保されるなど、地元住民の方々の

地域発展、地域振興に寄与するような施設を目指していきたいと考えています。リサイク

ルセンターの部分につきましては、処理能力として平成 20 年度の基本構想における数字

としては 53 トンと記載をさせていただいております。現在の実績を見ておりますと、ご

み量自体が減ってきておりますので、この規模よりも小さくなると想定しております。こ

のあたり、基本計画の中で検討いたしますので、次回には具体的な数字などを示しながら

ご説明させていただきたいと思います。 

【回答７】 

（愛荘町長） 

過日、地域活性化学区別フォーラムを開催させていただきました。そのときにはごみ処理

施設は一旦別にして、地域がいろいろと事業を作っていただいていかに活性化をしていく

かということを視点にご説明しましたが、それにつきましては、現在は学区別には違うの

ですが、愛荘町は人口が若干増えているという中で、この状況がいつまでも続いたらいい

のですが、今後人口減少社会を見据えて、こういう状況は続かないだろうということと、
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併せて高齢化率も今は国、県に合わせて低い位置にあります。それは人口が増えている関

係で高齢化率が低くなっているという状況ですが、それぞれの地域がお年を召した人が増

えてくるとどうしても地域そのものが活性化を図れないということで、皆さんが努力をし

ながら地域まるごと活性化プランを作って努力しましょうという趣旨でやらせていただ

いたわけでございます。それについては行政も一生懸命支援をしていきましょうという趣

旨ですが、ごみ処理施設ができたから人が集まらないという施設には絶対組合としてもし

てはいけないし、なってはいけない。地域としての活性化を図れるような施設にしてほし

いし、我々も知恵を出しながらしていかなければいけないというように思っておりますの

で、これは今後、基本計画等で形がわかってきた時点で一度また皆さんのご意見もお伺い

しながら地域につながるような施設となるよう町を挙げて努力してまいりたいと思いま

す。 

【質問者８】 竹原区さんに聞きたいのですが、手を挙げられた経緯について教えてほしいのですが。 

【回答８】 

（竹原前区長） 

応募させていただいたのは去年です。そのとき、住民さんの意見として、梨畑の跡継ぎが

なくてかなり荒れているということがあり、このままにしておくとまた山に戻ってしま

う。山に戻るにも、コンクリの柱などがいろいろあるし、ほったらかしでは山にもならな

いということで何とかならないかという話が出ていました。 

公募の話が応募した前の年からきて、前の年はやめておこうという話になったのですが、

去年の役員の中に今のごみ処理施設についてご存じの方がいて、非常にいいよと。公害は

ほとんどない。応募しても一番端っこになるから無理だろうけど、応募してみてはどうか

ということで、応募したのが現実です。 

それに対しては、総集会を開き、皆さんの意見を聞き、そして大多数の方の賛同をいただ

いて応募させていただきました。 

【質問者８】 隣の岩倉、常安寺さん、そして東出さんに対して、現在どう思っておられるのか教えてほ

しいのですが。 

【回答８】 

（竹原前区長） 

応募するときには、竹原、応募がありますよというのはお声掛けさせていただいたと思っ

たのですが。 

【回答８】 

（竹原区長） 

今日説明された内容を、まず最初に竹原区で説明をしていただきました。今出てきました

意見と同じような意見が竹原からも出ています。実際に梨園に建設する場合には、竹原だ

けでなくて、すべての地域にいろいろなことを考えてもらわなければならないというか、

いろいろな心配をされる方が多いだろうということは思っていますし、それを少しでも皆

さんが安心してもらえるような形に持っていくべきだと思っています。 

検討委員会も始まりましたけれども、そういう思いを持って、いろいろな意見を出させて

もらいたいと思っています。 

【意見１】 先日も説明に来られていろいろ地元の意見を聞かれていると思いますが、竹原ばかり良い

思いをしているとか、いい話が耳に入ってこないのです、学区の皆さんが本当に賛成して

おられるのか、本当に心配です。 

そして、数字的には煤塵とかいろいろ書いてありますが、体内に蓄積されたら、目に見え

ないことが一番怖いです。山に煙が上がったら、火事だとわかるのですが、目に見えない

ものほど怖いものはありませんので、そういうことを十分考えてもらいたいと思います。 

【質問者９】 先進ごみ処理施設見学会についてですが、約 40 名のバス 1 台ということで、今日集まっ
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ておられる方は 40 名を超えるのですが、そのほかに副区長、評議員となってくるととて

もじゃないけれど、平日ですので全員は出られないと思いますが、次年度に引き継ぐに当

たって副区長にはぜひとも出るように言いたいと思います。平均的にどのぐらいを想定し

たらいいのでしょうか。 

【回答９】 組合といたしましては多くの方に施設の見学会にご参加いただくことは大変ありがたい

ところでございます。とは言いながら、平日の昼間でどれだけの方にご参加いただけるか

というのを計りかねているというのも正直なところです。ただ、希望される方を一旦はい

ただいて、バスの台数を調整することが可能かどうかの検討や、別の日程でもう 1 回開催

させていただくなど、希望される方には参加いただけるような方法を用意したいと考えて

います。 

【質問者９】 15 日なら行けるけれど、別の日なら全く行けないということもあろうかと思いますので、

3 回ぐらいの日程を設定して、どの日がいいというようにすると案内を回すにしてもやり

やすいかなというのも思いましたので、そこらはどうでしょうか。 

【回答９】 ご意見として承らせていただきます。施設の見学先のご都合の確認もさせていただきたい

部分がございます。現段階としましては、12 月 15 日にまず第 1 回をさせていただくとい

うところで、今後、ぜひ日程が違えば行きたいということも含めて、記入いただきたいと

思います。 

【質問者１０】 次回の説明会はいつ頃になるでしょうか。今日参加しているメンバーが変わる可能性があ

るかもわかりませんので、お聞かせ願いたいのですが。 

【回答１０】 搬出入ルートの案をお示しさせていただくに当たってのシミュレーションを年内にはと

りまとめた上で、具体的な形でお示しをさせていただき、ご意見を頂戴したいと考えてお

りますので、12 月もしくは 1月という目途でお考えいただきたいと思います。 

  

 

 


