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第 1回 彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会 

会議録 

 

日 時 平成 29 年 10 月 27 日（金）午前 10 時 00 分～午前 12 時 00 分 

場 所 愛荘町役場 秦荘庁舎 ２F 大会議室 

参 加 者 28 名＋傍聴者 18 名 

出席者 

委員 学識経験者 渡辺信久委員、橋本征二委員 

 建設候補地住民代表者 西堀長史委員、小林健二委員 

 
構成市町住民代表者 鳥越正夫委員、上林君代委員、森知代子委員、

中山進委員、土田雅孝委員 

 
構成市町廃棄物担当課長 辻宏育委員、上林政信委員、長谷川勝就委員、

村岸勉委員 

 建設候補地建設担当課長 中村喜久夫委員 

 彦根市清掃センター所長 鹿谷勉委員 

 リバースセンター所長 加藤明男委員 

組合 大久保管理者 

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）、総務課（金田課長）、中山投棄場（今村主査） 

コンサル パシフィックコンサルタンツ株式会社 枝澤課長、山﨑技師、樋口顧問 

欠席者 喜多誠委員※、小林和雄委員※                 ※代理者あり 

次 第 

１  開会 

   ２  委嘱状交付 

   ３  管理者あいさつ 

  ４  各委員の自己紹介 

   ５  議題 

      （１）委員長および副委員長の選出について 
      （２）事業の概要および委員会の目的等について 

（３）委員会の開催スケジュールについて  
（４）施設整備基本方針について 
（５）第 2 回委員会資料の説明について 

（６）その他 
    ６  閉会 

※配布資料 
【資料１】彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会名簿 
【資料２】事業の概要について 
【資料３】新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会開催スケジュール 
【資料４】施設整備基本方針（事務局案） 
【資料５】第 2 回検討委員会についての資料 
※参考資料 
  湖東地域広域ごみ処理施設整備基本構想（H20） 
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会議内容 

１  開会 

 

   ２  委嘱状交付 

    大久保管理者から委員に委嘱状の交付。 

 

   ３  管理者あいさつ 

    大久保管理者からあいさつ 

 

  ４  各委員の自己紹介 

各委員、事務局職員、順に自己紹介を行う。 

 

   ５  議題 

議事（１） 委員長および副委員長の選出について 

【事務局】 それでは議事を進めさせていただきます。議題（1）の委員長および副委員長の選出につ

いてお諮りいたします。委員長および副委員長につきましては、彦根愛知犬上地域新ごみ

処理施設整備基本計画検討委員会設置要綱第 5条第 1項の規定によりまして、委員の互選

となっておりますが、いかがいたしましょうか。 

【委員１】 色々な背景とか知識も必要だと思いますし、それぞれ委員は違う立場で出ておりますし、

事務局のほうで適任者の案をお持ちになっておられるのであればそれを出していただい

たほうがありがたいと思います。 

（各委員） 異議なし。 

【事務局】 事務局案といたしましては、大阪工業大学工学部の渡辺信久教授に委員長をお願いしたい

と思います。また立命館大学理工学部の橋本征二教授に副委員長をお願いしたいと思いま

す。 

（各委員） 異議なし。 

 ⇒（委員長は渡辺委員、副委員長は橋本委員に決定。） 

議事（２） 事業の概要および委員会の目的等について 

【委員長】 それでは、事業の概要、委員会の目的から入りたいと思います。では、事業の概要、委員

会の目的について事務局からご説明をお願いいたします。 

【事務局】 （資料 2 説明） 

【委員長】 資料 2の経緯説明等につきまして事務局から説明がございました。ここのところまでで皆

様からご質問、ご意見をいただきたいと思います。 

（各委員） （意見なし） 

議事（３） 委員会の開催スケジュールについて 

【委員長】 では資料 3の部分に進めていきたいと思います。お願いします。 

【事務局】 （資料 3 説明） 

【委員長】 開催スケジュールに関しましてご意見賜りたいと思います。いかがでしょうか。 

（各委員） （意見なし） 

議事（４）施設整備基本方針について 

【委員長】 続きまして、施設整備基本方針についてご説明をお願いします。 

【事務局】 （資料 4 説明） 
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【委員長】 ただいまのご説明につきましてご質問、コメント等がございましたらお願いします。 

私から今お伺いしていて感想を述べたいと思いますが、最初に今までの経緯で「断念した」

とか、そういう表現を入れております。ですので、ここに至るまで苦労があったというこ

とを包み隠さず書いているということは、非常に印象がいいものと思っております。しば

しば何か新しいことをするときに、今までのことについて書かないということが見られま

すが、それは経緯の軽視にもつながりますので、それよりもここにありますように最初に

はっきりと書いていただくことは大変喜ばしいことと思います。 

もう 1 点、良いと思ったところを申し上げたいと思います。4 ページ目にあります最初の

（2）新施設の理念・基本方針の理念について、この基本方針の中に「安心・安全」とい

うことは当然書いているわけでありますが、そこに「施設の運転員が安心して快適で安全

に働ける施設」という、施設の運転員に対する配慮というのが実はほかではあまり見るこ

とがないのでありますが、実は一番近くにいるのは住民よりも施設の運転員でありまし

て、その運転員のことまでここで配慮しているということを明確に書いてあることは、ご

み処理施設をどこか遠いところから買ってくるとかサービスを買うという発想というよ

りも、自分たちの近隣の者たちで支えているという意識をこういうところにも感じること

ができますので、非常によいかなと思いました。 

以上、2点、最初にコメントを申し上げました。皆様から何かございますでしょうか。 

【委員２】 理念と基本方針については異議ありませんが、中身について 2 点ほどお聞きしたいのです

が、1 つは理念 4 の経済性に優れた施設ということで、基本方針の中に「収集・運搬まで

含めたごみ処理システム全体で」と記載されているので、今回、人口の多い彦根市からは

遠い位置になるということもあって、途中で中継みたいなところを考えてこういうことを

書いているのだろうかということを 1つお聞きしたい。 

2 点目は、理念 6 のところの基本方針ですが、「将来的な処理システムの変化にも柔軟に対

応する」ということで、これはどういうことを想定されているのかお聞かせいただければ

と思います。 

【事務局】 ありがとうございます。1 点目の理念 4 の「収集・運搬」の部分でございます。行政組合

として預かっております事務といたしましてはごみ処理施設の建設という部分でござい

ます。したがいまして、新施設の稼働後につきましても、現在のところは収集・運搬、施

設に入ってくるまでの部分というのは基本的には1市 4町の業務というところで予定をし

ております。場合によってはそのあたりの協議も進んでいくということも可能性としては

あるかと思いますが、現在は組合としましては施設の建設というところを預からせていた

だいております。まずそういったところが事務分担としてはあるというところでございま

す。 

【管理者】 今の収集・運搬について先生ご質問いただいたことは市議会でさまざま議論をされている

というところもお聞き及びかと思っておりますが、現在、シミュレーションを改めてして

いこうとしておりますが、現時点では彦根市というのは古い城下町でございますので、収

集運搬は軽トラックを使っておりますが、そうした中継施設も必要ではないかという議論

は管理者会でもいたしました。しかしながら、全体の距離からしましてもそこまでは必要

ないのではないかというふうに現時点では思っております。これはさらに詳細に分析をし

て決めていくことではございますが、現段階ではそのように考えているということでご理
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解いただきたいと思います。 

【事務局】 2 つ目の理念 6 の部分でございますが、現段階で具体的に想定をしてというところではな

いのですが、ごみの性状等が将来的には変わってくるということも可能性として考慮した

中で、そのあたりの余裕を見たような施設ということを考えたいということで、こういっ

た理念を設定させていただいているところでございます。 

【委員２】 そうすると、理念 4ですが、収集・運搬まで含めたというところは載せなくてもいいので

はないかと思うのですが。 

【事務局】 1 点だけ、書かせていただいている意図といたしましては、分別収集の中に、今彦根市で

は容器包装プラスチックを別に集めてリサイクルをされております。そのあたりが今後具

体的な検討内容になってまいります。意識としてはその部分の分別の統一化を図っていく

検討をしたいので「収集・運搬」を入れたというところでございますが、書くことによっ

て誤解を招くかなと思いましたので、検討させていただきたいと存じます。 

【委員２】 どちらかというとプラごみについては理念6の将来的な処理システムの変化のほうで読む

ような話かなと思いました。 

【事務局】 わかりました。 

【委員長】 収集・運搬のすべてを含めたコストは、どれぐらい書くかは別としまして、住民からしま

すと行政の中の仕組みで、ここはここがやって、収集はこっちがやってというのはあまり

区別がついていない話だと思うので、行政もあまり縦割りでガチガチにするのではなく

て、お互いのことを考えながら、管理者というのは今市長が管理者でありますが、管理者

であるとともに、また収集運搬についても管理をする側でありますので、税金を使うこと

でありますので、やはりその両方のバランスを取って進めるのがよいかと思います。そう

いうことで、ここに書いているということもあると思うのですが、ただ権限はないよねと、

そういうご指摘ですかね。 

【委員２】 収集運搬だけではなくて、ごみ処理システム全体でということだと思います。 

【委員長】 そうですね。全体像ですね。全体のライフコストで。確かに中継施設を作るとか、あるい

は夜間に大きなもので運搬するとか、そういうことでコストを下げるとかいう話も出るこ

とはあります。ですので、そういった視点でどうなのかということを聞かれたと私は想像

しております。先ほど市長がおっしゃったように古い城下町で狭い道では、軽トラックを

使うこともありますか。 

【事務局】 はい。城下町でパッカー車が入れない地域は軽トラックで集めております。 

【委員長】 そういう地域の収集は、特別な配慮が要るのですね。 

【委員３】 資料 3の備考でメーカヒアリングということを言われているのですが、理念的な話の中の

色々な細かいことの影響で、数字は恐らく動いてくるだろうなと思います。そうした中で

メーカヒアリングは、具体的な条件が決まっていない段階で取ることはできるのですか。 

【事務局】 今回予定しておりますメーカヒアリングは、整備費の概算見積りというところでございま

す。このタイミングでメーカに聞かせていただく目的といたしましては、1つは処理方式、

例えばストーカ方式、ガス化溶融炉方式など処理方式を検討していきたいという中で、ど

ういう処理方式であればどれぐらいの整備費になるかというような参考になる資料、数字

として 1 つ欲しいというところがございます。 

もう 1点、来年度、事業方式の検討に入っていきます。事業方式の検討をするにあたりま
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して、まず基準となる数字として公設公営で整備をした場合、運営した場合の金額を今回

聞きます。来年度、事業方式の検討の中で、公設公営に比べて例えば DBO や PFI や長期包

括であればいくらぐらいになるのか、という検討のベースになるような金額にしたい。 

あくまで今回は概算の見積りでございます。この後、基本設計に入ってまいります。基本

設計の段階ではもっと詳しく、事業者選定につながっていく、発注につながっていくベー

スになるようなもっと詳しい見積りをメーカに依頼していくということを予定している

ところでございます。 

【委員３】 ということは、一応処理方式と事業方式について今後進めていく中である程度の数字を知

っておきたいという、目安という考え方で行くのですか。 

【事務局】 おっしゃるとおりです。 

【委員４】 基本方針について、平成 20 年に 1 回決められていますが、これを更新するということな

のですが、時代の変化に応じて項目を変えられたところはどのようなところなのか。ここ

がポイントだということを説明いただければありがたいと思っているのですが。 

【事務局】 まず 1 つは理念 5 の災害の部分でございます。皆様ご存じのとおり、ここ 10 年、さまざ

まな災害が起こっている中で、災害廃棄物ということは注目をされているということでご

ざいます。国や県に関しましても災害廃棄物の処理ということに対して一定準備をしてお

くというような方針であったり具体的な計画を立てるよう指導があるところでございま

すし、またこの後もご説明しますが、処理規模、焼却炉の大きさなどにも災害廃棄物を想

定して見込んだ余力を持つようにという指導があったりすることもあります。そのあたり

もありまして、1つは理念 5 の災害に強い施設というようなところです。 

もう 1つ加えますと、災害廃棄物を処理する施設としてごみ処理施設も重要だということ

になりますし、このたび熱エネルギーを発電なりで回収していくということでございます

ので、そういったエネルギーの供給施設としての側面ということでも重要な施設になって

くるということを考えております。 

一番大きい部分としてはこの 2点と考えております。 

【委員長】 平成 20 年頃というのは、どんどん人口が減っていくことはあまり考えていなかった。で

すから、現在だと人口減の今後の見通しとか、そういったこともあるのではないか。いか

がですか。 

【事務局】 そうですね。平成 20 年当時、どこまでそのあたりの考慮ができていたかというところは

あるのですが、少なくともこのたびの基本計画におきましては、やはりまず人口の動態、

人口が今までのように右肩上がりで上がってくるということは可能性としてはほぼ考え

られないということになりますので、その中で人口の減少というところも委員長がおっし

ゃられたように考慮しながら、また、ごみ減量の取り組みも考慮して、どれほど余力を持

っていくのかというようなところを総合的に判断しながら、今回どの規模の施設を作って

いくのかということを設定していきたいと考えております。 

【委員長】 あと発電、エネルギーで使いますが、これは東日本大震災が起こった後の話なのですが、

ごみの持つエネルギーというのは結構大きいものですので、安定して発電できるようにエ

ネルギーセンターとしての役割も担いなさいというのが国の方針として、やはりこの 10

年間で変わったものと私も思っております。 

議事（５） 第 2回委員会資料の説明について 
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【委員長】 では、第 2回委員会資料の説明をお願いします。 

【事務局】 （資料 5 説明） 

【委員長】 結構盛りだくさんありますが、これは次回もう少し細かくやるんですね。容器包装を燃や

すかもしれないという。案 1、案 2でお示しいただいていますが。 

【委員２】 9 ページの減量目標の設定のところに一般廃棄物処理基本計画との整合についてというこ

とで、これはこういう整理でいいのですか。こちらで決めて皆さんで合意するというよう

なことですか。 

【事務局】 実はこの具体的な検討にあたりまして、今現在も 1市 4 町の担当課さんといろいろ事前の

協議をさせていただいております。そのあたりの協議の中で、本来ですと一般廃棄物処理

基本計画というのがあって、こちらのこの基本計画のほうに反映させるということになる

かと思うのですが、今度、1 市 4 町さんの一般廃棄物処理の基本計画は 32 年度の改正を予

定されております。そのあたりの現状と予定を踏まえながら一定ご相談をさせていただい

て、まずはセットさせていただきたいというところでご理解いただきたいと思います。 

【委員２】 基本方針と関連するのですが、案 1になるか 2になるか 3になるかというのはこの検討会

で議論する話ではなくて、すべてに、つまりさっきの方針の 6 番目の将来の処理システム

の変化に対応できるように、どれになってもいいように設計するという意味で捉えていい

ということですか。 

【事務局】 現段階におきましては、例えばこの基本計画を今年度の策定でございますが、この半年間

で、その結論を 1 市 4町さんで出していただくことは現実的に難しいというか、無理であ

るという前提に立ちまして、この基本計画におきましてはその部分というのはいろんな場

合を想定しておきたいと思います。今後、基本設計を経て実際に炉の発注ということにな

ってきますと、その段階では一定の方針によって具体的な、140t なのか、142t なのかと

いうところをセットしてくる必要がございますので、今後、来年度以降、1 年、2 年かけ

て、中心は当然市町さんになるのですが、協力して議論してきたいと考えております。 

【委員２】 減量目標に戻るのですが、例えば燃やすごみの減量化目標というのは、リサイクルをどう

するかによって変わりますよね。要はプラのリサイクルだと思うのですが、そこの関係が。

でも最後は焼却炉の大きさとして算入するということでしょうか。 

【事務局】 そうです。現段階ではそのように考えているところでございます。 

【委員長】 事の順番としては、この焼却施設の稼働は平成 39 年とたしか仰っていましたよね。4町は

平成 34 年に新しい計画に変えられるのですか。 

【事務局】 4 町の一般廃棄物の基本計画は平成 32 年でございます。 

【委員長】 そうしますと、32 年が決まってからというのではなくて、こちらのほうで見通しとしてこ

ういうつもりでいますよというのは先に示す、そういう意味ですか。 

【事務局】 皆様にご議論いただくこの基本計画の中で、例えば案 1、2、3 とございますが、この絞り

込みまでができるということはなかなか難しいと想定しております。ただ、当然新施設の

基本設計段階に入っていく頃にはそのあたりの方針を十分市町さんと協議をさせていた

だいた上で決定をしておく必要があると思いますので、どちらかというとこちらのほうで

提示をするというよりは、協議をしてどういう市町の方針も含めて統一を図りたいという

ところです。 

【委員長】 そういうことを書いているんですね。収集・運搬のコストといいますか、自動車が走る量
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にもずいぶん関係する話でありますので、ここだけで全部決めるわけにもいきませんし、

ですからいくつか案を提示する、そういうスタイルということですかね。 

【事務局】 各市町での検討に当たって、例えば基本計画の中で費用的な部分など、可能な限り検討に

使っていただけるような材料、資料を組合としてもまとめていきたいという思いです。 

【委員２】 16 ページの施設規模の赤いタイトルは逆というか、間違っているのではないか。 

【事務局】 誤記でございます。16 ページの案 2 が古紙・衣類を直接搬入にする場合ということで、案

3 のほうが容器包装プラスチックを分別する場合という形になります。第 2 回の検討委員

会の資料では修正してお示ししたいと思います。失礼いたしました。 

【委員長】 処理方式についてですが、灰溶融について色々と書いておりますが、平成 14～16 年ぐら

いの頃ですと焼却灰を溶融してスラグにすることで有効利用、さらにはダイオキシン等の

分解もできるということで進んだ時期がありますが、溶融施設の運転自体が実は容易では

なくて、エネルギーをものすごく使うとか、できたスラグが思っていたものほど強くない

とか、いろんなことが起こって、現在は、灰は灰として関西では埋めているのですが、関

東では埋めるところがないので積極的にセメント材料に使うということをやっておりま

す。関西地域でも実は兵庫県のほうでは積極的にやっております。ずいぶん時代が変わっ

てきておりますので、ここもずいぶんと変わることになると思います。 

災害廃棄物にも対応できるようにということは、昔は考えていなかったので、これも新し

いことかと思います。 

そういった経緯を簡単にご紹介しながらご理解を深めていただけたらと思います。 

議事（６） その他 

【委員長】 では、今日は第 2 回の部分については簡単なアウトラインだけをお示しいただいたという

ことで、その他のところに移りたいと思います。 

【事務局】 それでは、事務局から 2点ご連絡させていただきます。 

1 点目でございますが、先ほどスケジュールの説明の際にも申し上げましたとおり、11 月

8 日、水曜日に最新のごみ処理施設の見学を予定しております。これは今後、委員会でよ

り具体的な協議、検討を活発に行っていただくために各委員様のごみ処理施設に対する理

解を深めていただくことを目的としております。視察先といたしましては昨年度に供用を

開始いたしました近江八幡市環境エネルギーセンターを考えております。 

施設の見学内容といたしましては、DVD による施設についての学習、そして実際に施設内

のルート見学、そして併せて現在調整中ですが、近江八幡市環境課職員様にご協力いただ

きまして、施設建設に関する経緯についてのお話をお伺いする場を設けたいと考えており

ます。 

また、施設見学に合わせて建設候補地である愛荘町竹原区を実際にご見学いただくことも

盛り込みたいと考えております。 

日程は 11 月 8 日、水曜日の午前に実施したいと予定しております。詳細内容につきまし

ては近日中にご通知をさせていただきますので、ご参加をよろしくお願いいたします。 

続いて2点目でございます。次回の第2回施設整備基本計画検討委員会の日程については、

スケジュール表でもお示しをさせていただいておりますが、事務局といたしましては 11

月下旬ごろを考えております。具体的な日程につきましても近日中に日程調整のご連絡を

させていただきたいと考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 
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事務局からは以上となります。 

【委員長】 では事務局からの事務連絡は終わりましたが、何かそれ以外にご発言がございましたら。 

【委員３】 先ほど先生が言われましたように、言葉がなかなかわからないので理解できないというの

がございますので、20 年度の資料を見ていますと用語解説が入っているのですが、このま

までは新しく変わる方針とかいろいろありますので、できたら用語解説、新しく変わる部

分の用語解説を添付していただくことはできますか。 

【事務局】 わかりました。次回、そちらの部分も含めて資料を準備させていただきたいと思います。 

【委員長】 用語は難しいですね。 

では、これをもちまして本日の第 1 回の会議を終わりたいと思います。皆様には円滑な進

行にご協力いただきましてありがとうございました。 

  
以上 

 

 


