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第 2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 12月 4日（月） 15時 30分～17時 30分 

場 所 愛荘町役場 秦荘庁舎 ２F 大会議室 

参 加 者 23 名＋傍聴者 22名 

出 席 者 

委員 学識経験者 渡辺信久委員長、橋本征二副委員長 

 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 上林君代委員、中山進委員、土田雅孝委員 

 
構成市町廃棄物担当課長 上林政信委員、長谷川勝就委員、村岸勉委員、

喜多誠委員 

 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 

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 山﨑技師 

欠 席 者 鳥越正夫委員、森知代子委員、辻宏育委員 

次 第 

１  開会 

 

   ２  議題 

 

（１）前回の検討内容を踏まえた修正案について 

（２）ごみ処理体制の現況把握および将来計画について 

（３）計画処理量・施設規模等の設定について 

（４）処理方式の検討について 

（５）基本条件の整理について 

（６）第３回委員会資料の説明について 

（７）その他 

 

    ３  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】施設整備基本計画（素案） 

【資料３】第 3 回検討委員会についての資料 

 

 



2 

会議内容 

 １ 開会 

 ２ 議題 

開会 

【事務局】 それでは、第 2 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を開催させてい

ただきます。初めに、委員の異動につきまして事務局よりご報告させていただきます。 

【事務局】 それでは、1 点ご報告をさせていただきます。 

構成市町の住民代表者として委員をお願いしておりました愛荘町岩倉区長の小林和雄様から

委員をご辞退されたい旨のお申し出がございました。岩倉区でございますが、候補地の竹原

区に隣接する区でございまして、候補地の敷地から竹原区とほぼ同じくらいの距離に集落が

ございますことから、区長様に委員に加わっていただいていたところでございますが、先日、

岩倉区における総集会におきまして、竹原区での施設建設について、「区として反対する」こ

とを決定されたとのことでございまして、候補地を竹原区として策定をいたしますこの基本

計画の検討委員を継続することはできないというお申し出があったものでございます。 

これにより、今後は 17名の委員の皆様により、ご検討いただくこととなりました。 

なお、当組合といたしましては、この岩倉区を含め、地域住民の皆様に対し、今後も引き続

き丁寧な説明を行い、施設建設についてご理解を求めてまいりたいと考えているところでご

ざいまして、その際には、この基本計画の具体的な素案等をお示ししながら、協議・対話を

図ってまいりたいと考えているところでございます。 

以上、1点ご報告でございます。 

議事（１）前回の検討内容を踏まえた修正案について 

【委員長】 皆さん、こんにちは。冒頭ご説明がありましたとおり、建設候補地の隣接する地区で反対さ

れる方がいらっしゃるということで、1 名最初に加わっていただいておりましたが、一緒にい

ることはできないということで、この委員会から抜けられるというお話を承りました。 

反対される理由は、多くの場合、これから子々孫々と次の世代に対して何か悪いものを残し

てしまったのではないかということを心配する、懸念するということが一番であります。ど

このところでもあるのですが、施設を作るときにどういう経緯で作ったのかということを後

から皆がよく知っていればいいわけでありますが、いつの間にかにこうなっていたとなって

いたり、しかもそれが地元にとって好ましくないものであったりしますと、親を怨むとかそ

ういうことになってはいけないということで、やはり慎重になるのはどこでも当たり前のこ

とかと思います。こういったことはどこでも起こることであります。 

重要なことは、行政が誠意を持って対応することと、地元住民の間での対話が十分にできる、

そういう雰囲気を保つように皆が努力することであると思っております。最も望ましくない

のは、住民同士がいがみ合ってしまうようなことになりますと、これは非常によろしくない

ので、そうならないように、特に建設候補地の人が孤立するようなことがありますと非常に

地域を壊してしまいますので、そうならないようにぜひとも、これは私からのお願いである

のですが、当事者の気持ちというのを十分に考えて進めていきたいと思っております。 

公害があるとかないとか、そういうような話ではなく、気持ちの話でありますので、最初に

そのような表明をいただいたということは、恐らく地域でそんな話があったのだろうと。将

来に対して負債を残してはならないという、そういった強い気持ちがあると思いますので、
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ぜひともお気持ちを推し量って進めていきたいと思います。最初にこれを申し上げないとい

けないと思っておりました。 

では、今日の議題に入りたいと思います。最初に前回の内容を踏まえた修正案について、事

務局から説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】 （資料 2 説明） 

【委員長】 よろしいですか。最初の「はじめに」のイントロダクションの部分で経緯に関すること、そ

れから経済性のところについて、収集運搬を含めてというのを削除するということ。用語集

につきまして、その中に溶け込ませるという形でいかがかというところでございます。 

よろしいですか。では先に進めます。お願いします。 

議事（２） ごみ処理体制の現況把握および将来計画について 

【事務局】 議題 2 のごみ処理体制の現況把握および将来計画についての部分でございます。ここからが

本日皆様にご検討いただきたい部分ということで、前回会議でも簡単にご説明をさせていた

だいているところでございますが、詳しくご説明させていただきたいと存じます。 

【事務局】 （資料 2 説明） 

【委員長】 ありがとうございます。膨大な説明をされましたので、全体像の把握も難しいかと思います

が、今日はどこまでこれを決めたらいいのですか。今日はこういう方向で行こうと決めたい

のか、あるいはまだ今後検討の余地もあるけれども、施設規模を考える上ではある程度シナ

リオを決めておかないと規模が決まりませんので、どの程度まで事務局さんはお考えですか。 

【事務局】 ありがとうございます。最終的に計画案としてまとめていきますので、その都度その都度す

べて 100％決定していこうという思いではございません。まずはご説明をさせていただいて、

ご意見を賜りながら、全体として方向性を決めていきたいというところでございます。今後

委員会が進んでいった中でも、その都度ご意見を賜りながら決めていきたいという思いでご

ざいます。 

【委員長】 わかりました。ではそういうスタンスで皆様からご発言をいただきたいと思います。 

【委員１】 ごみの分別については、まずは住民の分別区分が恐らく徹底できていないところということ

もございまして、まだまだ不法投棄にまで発展している部分もございますので、住民がごみ

を出しやすい手法、ストレスがたまらずに毎日の生活の中でごみを出したら、どこかできち

んと受けていただけるような方法がいいのかどうか。またはここへ持ってきたら全部ここで

仕分けしていただけるというような方法もあるのかどうか。将来的には、分別するのに住民

に手間をかける方法ではきちんとごみも出せなくなって、家の中に溜まってしまってごみ屋

敷になるというような状況も考えられますので、入り口部分なのですが、その辺のところを

お聞かせ願えたらと思います。 

【事務局】 ありがとうございます。住民のご負担という部分とコストという部分とのバランスになって

くるかと思います。極端に言いますと分別なしですべて受けて施設のほうで分別をするとい

うことも考え方としては不可能ではないのでしょうけれども、やはりコストとの兼ね合い

等々ということになってくるかと思います。 

今統一案としておりますのが、現状も分別が細かいところまで含めますと 1 市 4 町それぞれ

やり方というのが分かれているということでございまして、今回広域で施設を建設してまい

りますので、分別の区分につきましては可能な限り統一をするというところから出発をして

いきたいというのが 1 点ございます。 
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その中で、各構成市町の課長等と協議をしているところですが、議論・検討のために案とし

て出させていただいております。その後、当然施設の稼働までには住民への周知という期間

も必要になってまいります。住民にとって現状と分別区分が大きく変わりすぎるとやはりご

負担になると考えていますので、現状を基本にしながら、住民にとってご負担になっている

のがどういうところかということを 1 市 4 町さんと協議をしながら案を詰めていっていると

ころでございます。 

【委員１】 住民への周知というのも必要だと思いますので、当然ランニングコストも含めてですが、そ

の辺も併せて考えていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【委員長】 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

【委員２】 1 つ目は質問ですが、燃えないごみというのはトラックで収集するということですか。ライタ

ーとかスプレー缶とか燃えないごみに分別されているので。というのが 1つ目です。 

それから 2 つ目が、現状では彦根市では小型家電を粗大ごみとして収集されているものを、

使用済小型家電として新たな区分を設けられるという案なのかどうかが 2つ目の質問です。 

3 つ目は、計画（素案）51 ページのところに減量目標を記載いただいていて、燃えないごみ

のところですが、計画（素案）38 ページの燃えないごみの推計では累乗近似のものを採用す

るということになっているみたいですが、計画（素案）51 ページに記載されているものと整

合していないような気がします。以上 3点です。 

【委員長】 具体的な質問ですが、1つ目のトラック運搬ですか、燃えないごみは。 

【事務局】 現状、パッカー車で集めておられるところが多いです。彦根市では不燃ごみはパッカー車、

あと軽トラです。愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町もパッカー車となっております。スプレ

ー缶は、車両火災のこともあってトラックで集めるべきという話であれば、例えばトラック

で収集されている粗大ゴミとかに入れていく必要もあるのかなと、今少しお話を聞いて思い

ました。 

特に収集に関わってくる部分になりますので、一度構成市町ともそのあたりを踏まえて協議

をしてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

続いて、小型家電につきましては、新たに小型家電という品目ができるというわけではなく

て、現状どおり粗大ごみに含めて集めるということ、あと拠点回収をするという現状のまま

のシステムで考えております。 

【委員２】 計画（素案）25 ページを見て発言させていただいたのですが、使用済み小型家電は使用済み

小型家電という分類というか、彦根市ですが、粗大ごみとして収集するのではなくて、使用

済みの小型家電として収集されるのかなと思いますが。 

【事務局】 すみません、注釈を入れてはいるのですが、粗大ごみに含むという意味合いでございます。 

【委員２】 拠点回収というのは BOX回収のことですか。一番右の列ですが。 

【事務局】 そうです。ただ、回収方法については特に今回の計画によって変えるというところはなくて、

現状どおりでしていただいて、入ってきた分については資源化用の貯留ヤード等を設けてお

くということでございます。BOX 回収という文言を入れたほうがいいのかもしれないですね。 

【委員長】 3 つ目がごみの減量の数字が何か整合性が合わないのではないかという指摘ですが。 

【事務局】 燃えないごみについては推計の方法が少し異なっております。主に火災減免、減免ごみが実

績には入っております。その減免ごみを除いた上での原単位によってトレンド推計をしてい

るのが計画（素案）38 ページでございます。その推計結果に、減免ごみを後から追加して推
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計した結果が計画（素案）33 ページでございます。計画（素案）38 ページのほうは減免ごみ

を除いた推計をしておりまして、計画（素案）33 ページのほうは、減免ごみを除いた推計結

果に後から減免ごみを足しているという数字の計算でございます。 

【委員長】 燃えないごみについては通常の収集で集めているものと、火災減免ですか、何か事故的なこ

とで入ってくるものとあって、事故的なものを加えるとやはり増えるという話ですね。 

収集区分などについては大枠としてはお話をお伺いしていますと、まずごみを出しにくい状

態というのはあまり好ましくないということですね。それと、分別すればコストは下がるわ

けではなくて、逆に収集の回数が増えますから、分別をあまり細かくしても住民も不幸だし、

税金も多く使ってしまうということになりますので、そのいいところを探そうという、そう

いった全体的な動きかなと私は感じているのですが、そうですかね。 

【事務局】 はい。 

【委員長】 今日はほかの議題もございますので、先へ行くこともできますが、その前に何かございまし

たら。廃食用油は、集めてどこか持っていくのでしょうか。滋賀県のこの地域ですと活用さ

れているのですか。 

【委員３】 愛荘町では石鹸を作っているところの業者さんに渡して石鹸を作っているという状況です。 

【委員４】 彦根市ではディーゼル用の燃料として再生利用してもらうように業者に引き渡しておりま

す。現状、動いておりますパッカー車の一部に廃食用油のリサイクル油を使用しています。 

【委員長】 わかりました。ということは、一定石鹸になったりディーゼル車の燃料になったりというこ

とで活用されているということですね。 

では、今日は別の議題もございますので、今日出してすぐ決めてしまうというわけでもない

ようですから、少しはその形も残しておいて先へ進めたいと思います。 

議事（３）計画処理量・施設規模等の設定について 

【委員長】 次の議題をお願いいたします。計画処理量と施設規模等ですね。お願いします。 

【事務局】 （資料 2 説明） 

【委員長】 ありがとうございます。ごみの量の推計に関するところでありまして、容器包装プラスチッ

クを分別するか、あるいは焼却ごみに一緒に入れてサーマルリサイクルに持っていくか、大

きな話がありましたが、重さとかカロリーにしてみますと全体に大きな影響を与えるわけで

はなく、140 いくつというところで少し数字が変わるというところかと思います。それでも細

かく計算していきますと違いが出るということ、全体を説明いただいたということです。 

2 炉、3炉という表もございまして、これぐらいの規模ですと 2炉構成が通常かと思います。

1 炉は駄目かと言いますと、駄目でありまして、やはりごみの量は変動するし、それから途中、

修理をしたり、止めてからオーバーホールをしたり、片方を修理しながらもう片方を運転す

るということがありますので最低でも 2 炉は必要と。3 炉であればもっと安定はするのです

が、少し効率が悪くなる。それから使用電力が増えるとかそういった問題がありますので、

現在メーカさんに聞いている、そういったことかと思います。 

いかがでしょうか。理解を深めるためのご質問でも結構でございます。よろしいでしょうか。 

【委員１】 計画（素案）59 ページですが、ごみ質と設計計画との関係ということでこの表がございます

ね。これは具体的にもう少しわかりやすくこの関係の説明をお願いできますか。 

【事務局】 ごみ質が左の上から順番に並んでおります。高質ごみ、基準ごみ、低質ごみというのが主に

違うのはごみのカロリー、熱量が違います。一番上の高質ごみは一番熱量が高くて、真ん中
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が基準ごみ、低いところは例えば厨芥ごみですとか燃えにくいものが多く含まれると低質ご

みというふうになっていきます。その違いによって焼却炉にどういった違いが出るのかとい

うところが左から 2列目、焼却炉設備というところでございます。 

基本的には基準ごみで設計をするのですが、もちろんカロリーが上がると燃焼室に対しての

熱負荷が大きくなる。要は焼却炉の中で発生する熱量が大きくなってしまう。そのため、燃

焼室の容積も大きくなります。再燃焼室、こちらのほうはダイオキシンの発生防止の関係で

「2秒以上 850度以上で滞留させる」というのがあって、高質ごみの場合にはガス量が多くな

りますので、その分容積も多く取って、2秒以上滞留というところを確保しておく必要がある

というところでございます。反面、低質ごみのほうは燃えにくくなりますので、火格子の面

積、焼却炉の面積ですとか、そのあたりが大きく必要になってくるところでございます。 

そういったところで、低質ごみでは助燃が要るとか、あらかじめ空気を加熱しておくような

設備が要るとか、高質ごみのほうですとそれだけ熱量が大きくなりますので、ガスを冷やす

ための設備ですとか、あとは排ガス処理設備、こちらのほうは元素組成等も高質ごみのほう

に行くほど厳しくなる傾向がございますのでそれだけ能力の高いものを入れる必要があると

いうようなところで、それぞれごみの質によって設備に影響が出てくるところが変わってく

るというところでございます。 

【委員１】 いろんなごみが出てくるということで、高質ごみ、基準ごみ、低質ごみの中からいろいろと

今後施設をどのあたりのごみを想定して作るのがいいかということを考えていくという理解

でいいですね。そのための細かい数字とかいうものを今出していただいて見せていただいて

いるということで、その辺のところが理解したいなということで聞かせていただきました。 

【事務局】 ごみ質については、ここの委員会でどうこうというわけではなくて、プラントメーカのほう

で設計をするときに焼却炉の大きさですとか、施設の高さですとか、排ガス処理設備の構成

ですとか、そのあたりを設計する上で必要となってくる基本数値です。 

【委員長】 低質と標準と高質ということですが、「質」という言葉を使っていますが、カロリーが高いの

を高質、カロリーが低いのを低質といいまして、高質というのはプラスチック類が多いとき

は高くなります。水分が多いと低質になります。カロリーの値は大体真ん中が一番 1万 kJ/kg

なのですが、皆さん炭水化物は 4kcal/g というのはご存知だと思うのですが、あれはジュー

ルに換算しますと 2 万です。ですから、その半分、ご飯の半分ぐらいのカロリーの計算で、

それぐらいの熱を持っているということになります。そこから 1 割、2割低い、1 割、2 割高

いというふうに理解いただけたらと思います。ここでは、あまりこの数字は高い低いという

話もありませんので、先へ行きましょうか。 

議事（４） 処理方式の検討について 

【委員長】 では、次の処理方式もさっとイメージだけでもご説明ください。 

【事務局】 （資料 2 説明） 

【委員長】 ありがとうございます。焼却の方式についてもストーカというのは火格子という意味ですが、

梯子みたいな階段の上をごみが転がり落ちながら燃えていく、そういった形のものです。そ

れから、流動床というのは砂に揉まれながら燃えていくようなものでして、そのほうが火の

通りがいいというか、そういうことで使われております。あと、ガス化溶融というのはすぐ

に火をつけてしまうのではなくて、熱い中で熱分解させた後で燃やすというので、資源回収

できれいな金属が取れるということで一時期増えたのでありますが、運転が難しいというこ
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ともあって、最近はあまり流行らないのですが、技術としては大変高度なものであります。 

それぞれの方式について比較がありまして、さらにマテリアルリサイクル、リサイクル施設

の破砕と選別、梱包などの設備について全体像を述べているということであります。 

これも何かを決めるつもりはございません。ご質問がありましたら承りたいと思います。 

選別のことを考えると、結構土地を使うことになると思うのですが、広さは十分なのですか。 

【事務局】 大体 5ha 程度ございますので、リサイクル施設の敷地としても十分取れるような面積です。 

【委員長】 5haもあれば周りを森で囲ってしまうこともできると思いますので、外側から威圧的な建物が

見えるということもないと思います。 

議事（５） 基本条件の整理について 

【事務局】 （資料 2 説明） 

【委員長】 滋賀県は下水道の普及率が非常に高いのは報道などでは知っているのですが、今回の建設候

補地も通っているというのはすごいなと思いました。 

収集運搬経路は現在検討中となっておりますが、これはすぐにここだと決めてしまうのも乱

暴な話でもありますし、多くの場合、心配をされる方は収集経路のどこをパッカー車が走る

のかとかとても気にされますので、委員会に出すときにも慎重に対応されたほうがいいと思

います。ササッと流すのではなくて、少し時間をかけるべきと思っております。 

【委員５】 計画（素案）99ページ、下から 2つ目に建ぺい率というところがあるのですが、60％以下と

なっているのですが、これは 70 ではないかと思います。確認をお願いしたいと思います。 

【事務局】 確認させていただきます。ありがとうございます。 

議事（６） 第３回委員会資料の説明について 

【委員長】 今日準備していただいているのはこの分厚い冊子と、さらにもう 1 つ、第 3 回委員会資料の

説明についてということです。では、お願いします。 

【事務局】 今日、第 2回でお示しをさせていただいたものはかなり分厚いものになっておりまして、第 3

回についても恐らく同じぐらいの量ということを予定しています。事務局といたしましては、

まず全体像を把握していただくためにもまず一旦事務局素案という形で全体をお示しさせて

いただきたいと思っております。第 1 回でも第 2 回について若干触れさせていただいた部分

とは言え、なかなか見てすぐわかる量ではございませんので、年度末までに複数回委員会を

開催してまいりますので、最終的にまた皆様のご意見を賜りながら策定していきたい。 

もう 1 点としては、今委員長がおっしゃっていただきましたように地域の住民様等々、パブ

リックコメントも含めてご意見を賜りながら最終的に策定していきたいと思っております。

したがいまして、今回見ていただいた部分につきましても、今後また気になる部分はご意見

を賜れればと存じます。場合によっては事務局のほうに直接ご連絡いただければと思います。 

では、第 3回の資料 3 の部分のご説明に入らせていただきます。 

【事務局】 （資料 3 説明） 

【委員長】 第 3回検討委員会のときには排ガスに関わることがメインになると考えてよろしいですか。 

【事務局】 そこだけがメインではないですが、事業費ですとか、そのあたりを含めて第 3 回で素案とし

てお示しすることになります。 

【委員長】 わかりました。この会議では行政の方も多くいらっしゃいますので、交付金のところですと

まさに予算に関わるところですから、十分に納得のいくような形で、ここでまとめてしまわ

ないといけませんね。 
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【委員１】 確認ですが、一応メーカさんの見積もりを出していただくという段階で、以前にも質問した

のですが、最終ここに記載されている基準値等を提示されて考えていただいているという理

解でよろしいですか。 

【事務局】 はい。一応今のこの基準値をもとにメーカヒアリングをしています。 

【委員長】 ここもざっくりとした話で、次回のところにも持ち越しますので。 

議事（７） その他 

【委員長】 では、その他のところをお願いしてよろしいですか。 

【事務局】 それでは、その他について事務局より 3 点ございます。委員の皆様のみ配布させていただい

ております封筒をご確認ください。 

まず、1点目といたしまして、第 3回検討委員会の開催案内についてでございます。次回第 3

回委員会につきましては、12 月 19 日、火曜日、16 時から豊郷町にあります豊栄のさとの視

聴覚室にて開催させていただきますので、ご参加お願いいたします。なお、会場は第 1回、2

回とは異なりますのでくれぐれもご注意をお願います。 

2 点目といたしまして、第 4 回の委員会の開催に向けた日程調整についてでございます。委員の

皆様には「検討委員会の日程調整について」と書かれた書類をご用意させていただきました。お

手数おかけいたしますが、各委員の皆様におかれましては、ご予定をご確認の上、Fax またはメ

ールにてご回答をお願いいたします。なお、メールにてのご回答を希望される場合は本書類の電

子データを送付いたしますので、ご希望の方は後ほど事務局までお声がけください。 

3 点目といたしまして、10月 27 日に開催いたしました第 1回の委員会会議録の確認について

の依頼でございます。お手元には依頼文、確認書、会議録案をご用意させていただいており

ます。内容をご確認いただきまして、12月 11 日月曜日までにご返送くださいますようお願い

いたします。なお、回答の際は、添付しております、添付しております会議録案についても

併せて一旦ご返却いただきますようお願いいたします。 

また、会議録案の修正につきましては、事務局におきましても同時進行で精査を行い、また、

皆様から頂戴しました意見を踏まえて、修正を加えた後、HP で公開させていただきますので

よろしくお願いいたします。議題「その他」については、以上です。 

【委員長】 大変今日は駆け足で消化不良のままで進んだと思いますが、今日は何か決めるということで

はなくて、頭出しという意味で皆様にごらんいただいたということかと思いますので、また

ここに立ち戻ってご意見をいただければと思います。 

では、この時点で司会を事務局にお返ししたいと思います。 

【事務局】 それでは、委員の皆様、長時間にわたり熱心にご議論をいただきまして、またさまざまなご

意見をいただきましてありがとうございました。 

それでは、今後も引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はどうもありがと

うございました。 

 以上 
 


