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 (2) 専用の破砕機（切断機）を設置し、破砕後焼却する。（ふとん・じゅう

たん・カーペットは 50cm以下に裁断する必要はない。） 

基本的には、現在粗大ごみとして収集されているものは、新施設にお

いても同様に処理することを想定しており、これらは彦根市では現在も

粗大ごみとして処理されていることから、新施設においても(2)「破砕後

焼却する」ことを想定する。 

 

また、彦根市では「使用済小型家電」について、粗大ごみと同様に申

込みによる有料戸別収集を実施しているが、愛荘町・豊郷町・甲良町・

多賀町では BOX 回収および拠点回収を行っている。収集方法については

各市町の方法に拠るが、新施設では搬入された小型家電を選別し、一時

保管可能なよう計画する。 

 

④ 缶・金属類 新施設ではリサイクル施設において選別・圧縮処理を行う。 

現在、缶・金属類に含めて収集されている「スプレー缶」については、新施

設でも「缶・金属類」として処理し、圧縮処理前に不適物として除去する。 

また、現在、彦根市・愛荘町・甲良町においては缶・金属類に含めて収集、

豊郷町においては粗大ごみに含めて収集、多賀町においては燃えないごみおよ

び粗大ごみに含めて収集されている「その他小型金属類」についても、新施設

では「缶・金属類」として処理し、圧縮処理前に不適物として除去する。 

 

⑤ びん類 新施設ではリサイクル施設において選別処理を行う。 

 

⑥ ペットボトル 新施設ではリサイクル施設において選別・圧縮・梱包処理を行う。 

 

⑦ 容器包装プラスチッ

クおよび白色トレイ 

現在、彦根市では「容器包装プラスチック（白色トレイを含む）」を分別・資

源化されており、愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町では「白色トレイ」を分

別・資源化されている。（愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町では「容器包装

プラスチック」は燃やすごみに含まれている。） 

 

容器包装プラスチックおよび白色トレイについては、新施設では以下

のことが考えられる。 

(1) 燃やすごみに含める。（焼却余熱としてサーマルリサイクル） 

(2) 現状どおり分別・資源化する。 

新施設稼動開始後も分別・資源化を行うかどうか現時点では未定であ

る。よって、本計画では(1)「燃やすごみに含める」場合と、(2)「分別・

資源化する」場合の両方を想定する。 

 

⑧ 古紙・衣類 現在、各市町において、分別・資源化されているが、回収・資源化の

フローは各市町で異なっている。 

彦根市…集団回収が実施されているほか、直接搬入分は施設で一時保

管後に資源化業者引渡しされており、収集分は資源化業者に

おいて直接資源化※される。 

愛荘町…拠点回収が行われており、資源化業者において直接資源化される。 

豊郷町…拠点回収が行われており、資源化業者において直接資源化される。 

甲良町…集団回収が実施されている。 

多賀町…集団回収が実施されているほか、布類のみ拠点回収も行われ

ており、資源化業者において直接資源化される。 

 

古紙・衣類については、新施設では以下のことが考えられる。 

(1) 発生する全量を受け入れ、一時保管する。（現在実施されている集団回

収の仕組みが継続されない場合） 

資料３－２ 
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(2) 現在は直接資源化されている収集分と拠点回収分、および直接搬入分

ともに受け入れ、一時保管する。（現在実施されている集団回収の仕組

みは継続される場合） 

(3) 直接搬入分のみ受け入れ、一時保管する。（収集分と拠点回収分は直接

資源化が継続され、現在実施されている集団回収の仕組みも継続され

る場合） 

新施設稼働開始後も集団回収の仕組みを継続するかどうかは各市町の施

策に拠るところであるが、本計画では、現在実施されている集団回収の仕

組みは今後も継続されるものとして想定する。 

よって、(2)か(3)のいずれかとなるが、現在実施されている直接資源化が

継続されるかどうかは各市町の今後の施策にも拠る所であり現時点では未

定であるため、本計画では、(2)「収集分（拠点回収含む）・直接搬入の両方を

受け入れる場合」と(3)「直接搬入分のみ受け入れる場合」の両方を想定する。 

 

⑨ 廃食用油 現在、各市町で分別・資源化されている。 

 

廃食用油については、新施設では以下のことが考えられる。 

(1) 燃やすごみに含める。（焼却余熱としてサーマルリサイクル） 

(2) 現状どおり分別・資源化する。 

新施設稼動開始後も分別・資源化を行うかどうか現時点では未定であ

る。よって、本計画では(1)「燃やすごみに含める」場合と、(2)「分別・

資源化する」場合の両方を想定する。 

 

⑩ 乾電池・廃蛍光管 新施設ではリサイクル施設において一時保管を行う。 

 

⑪ 使い捨てライター 現在、彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町においては、拠点回収(ボック

ス回収)している。新施設では「燃えないごみ」として処理する。（原則

は使い切って排出することとなっているが、中身が入ったままのものは

破砕処理前に不適物として除去する。） 

 

⑫ その他 処理困難物である「スプリング付きマットレス」や「ソファ」、「チャイルド

シート」については、新施設で処理が可能なよう、貯留ヤードや前処理ヤード、

破砕設備を検討する。 

基本的には購入先や専門業者への引き取りを依頼すべきもの（家電 4品目、エ

ンジンオイルやバッテリー、消火器、金庫、塗料等）については、万が一不法投棄

された場合には、新施設で一時保管が可能なようストックヤードを確保する。 

自治会清掃ごみ（草木・川ざらい汚泥を含む）（400～500t/年）について、現

在は中山投棄場に搬入後、民間事業者に処理を委託している。新施設では、処

理方法は要検討であるが、一時保管が可能なよう貯留設備を設ける。 

動物の死がいについては、大型動物（シカ・イノシシ等）・中型動物（サル・イ

ヌ等）は、現在、彦根市清掃センターでは一時保管の後、民間事業者に処理委託

を行っている。ロードキル動物は彦根市清掃センターでの焼却処理も実施してい

る。新施設においても、一時保管が可能なよう貯留設備（冷凍庫）を設けるとと

もに、焼却炉の投入ホッパに投入可能なものは出来る限り焼却処理を行う。 

※「直接資源化」… 中間処理施設を経ずに、資源化業者に直接搬入されて資源化されること。一旦、中間処理施設に搬入さ

れ、破砕・選別等の処理や一時保管の後、資源化される場合は「中間処理後再生利用」と呼ぶ。 

※「行政回収」…「市区町村」主体の回収方法であり、市区町村が委託したごみ収集車で資源ごみを回収する。

（ステーション方式） 

※「拠点回収」…「市区町村」主体の回収方法であり、役所などの施設内に「回収ボックス」等を設置して資源

ごみを回収する。 

※「集団回収」…「地域団体（町内会、自治会、PTA等）」と「回収業者」が主体の回収方法であり、回収業者の

ごみ収集車が資源ごみを回収する。 
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3） 炉数 

炉数については、本施設の規模において実績の多い「2 炉」と「3 炉」の比較を行う。 

 

表  炉数の比較 

 2炉 3炉 評価 

安全性 ◎ ◎ 
・ 全国的に、2炉、3炉ともに多数の稼働実績があるが、安

定的に稼働しており、炉数による安全性の差はない。 

環
境
性 

環境保全 ◎ ◎ 

・ 排ガス処理について、炉数による差はない。 

・ 炉の立上げ・立下げの際に、ダイオキシン類等が多く発

生する可能性があるが、2炉、3炉ともに操炉方法を工夫

することにより年間の停止回数を削減でき、炉の立上げ・

立下げ回数は同程度である。 

環境負荷低

減、省エネ

ルギー性 

◎ ◎ 

・ 3炉の方が使用電力が多いなど、消費エネルギーが多いた

め、温室効果ガス(CO2)の排出量は多い。 

・ エネルギー回収量(発電量等)は、操炉計画上、3炉が有利

である。 

周辺の景観との

調和 
◎ △ 

・ 景観に与えるインパクトは、2炉の方が施設のコンパクト

化が可能である。3炉の場合施設が大きくなる。 

安定性 ○ ◎ 

・ 操炉計画上、3炉の方が自由度が高く、突発的なごみの増

減には有利となる。また、3炉の方が1炉停止時(故障等)

に、長期間耐えることが可能である。 

将来のごみ量減

少への対応 
○ ◎ 

・ 操炉計画上、3炉の方が対応しやすく、発電量への影響も小

さい。3炉の場合、将来的には1炉を完全に予備として使用

することが可能であり、災害発生時にも対応しやすい。 

経済性 ◎ △ 

・ 3炉は、2炉と比べて建設費および維持管理費が高くなるが、

将来的にごみ量が減少した場合には、発電量を安定的に確

保できることから、維持管理費の低減が可能である。 

① 機器点数が多い。（プラント工事費、点検・補修費） 

② 施設の必要面積も大きい。（建築工事費） 

③ 通常点検の人員増による人件費が増加。 

④ ごみ量が減少した場合、2炉の場合に比べて安定した

発電量を確保できる。 

⑤ 2炉の場合は3炉に比べてメンテナンス期間が制限される

ため、対応としてピット容量を大きくする必要がある。 

【メーカヒアリングより】 

3炉構成とする場合、ピット容量が少なくなる分は建設工事費

用が小さくなるが、プラント機器が1炉分増えるため、建屋が大

きくなり、全体的に建設費は増加するとの回答であった（10～

30％の増加）。維持管理費については、3炉構成とすれば稼働時

間に依存して劣化する耐火物や磨耗箇所は低減するが、期間を

目安に行う補修・交換を行う機器もあるため、維持補修費も大

きくなるとの回答であった（20～35％の増加）。また、3炉構成

とすると1炉あたりの処理能力が小さくなり、2炉の場合よりも

焼却炉としての効率が低下するとの回答もあった。 

合計点 19 17 （◎：3点、○：2点、△：1点とした） 

 

上記のとおり、「3炉」の場合は操炉計画上のメリットはあるが、機器点数や必要面積の増大に繋がるた

め、建設費や維持管理費が高くなる、施設が大きくなるというデメリットがある。本計画では、施設整備

基本方針で掲げている「経済性」「周辺環境との調和」といった観点から総合的に判断し、「2炉」とする。 
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4） 熱回収施設の計画ごみ質 

 

(1) ごみ質と設備計画との関係について 

発熱量が大きい（燃えやすい）ごみを「高質ごみ」と呼び、一般的にはプラスチック類や紙類な

どの可燃分が多く含まれ、水分が少ない場合に高質ごみとなる。一方、発熱量が小さい（燃えにく

い）ごみを「低質ごみ」と呼び、一般的には厨芥類などの燃えにくいものが多く含まれ、水分が多

い場合に低質ごみとなる。ごみの質は年間を通じて変動し、平均的なものを「基準ごみ」と呼ぶ。

焼却施設の設計においては、ごみ質の変動幅が大きい場合には設備の容量等に影響するため、計

画ごみ質の設定（ごみ質の変動幅をどの程度の範囲で想定するか）が重要である。 

下表は、焼却炉設備の計画・容量決定に際して、高質ごみ(設計上の最高ごみ質)、低質ごみ(設

計上の最低ごみ質)がどのように関与するかを示したものである。 

例えば、低質ごみ側の変動幅を大きく想定する場合には、焼却炉設備では火格子面積が大きく

なる。つまり、燃えにくいごみに合わせて、焼却炉の広さを設計する必要がある。（ごみの発熱

量が小さいと炉温が低下し、燃焼の安定性が失われがちとなるうえ、燃焼の完結にはより長時

間を要すること等から、一定の焼却灰質を保とうとする場合、焼却能力は低下する傾向となる。）

一方、高質ごみ（燃えやすいごみ）においては、供給空気量、燃焼ガス量は共に増大し、また

熱発生量が大となることから、ガス冷却設備、通風設備、排ガス処理設備等を大きく設計して

おく必要がある。また、一般的に高質ごみは単位体積重量が小さいことから、ごみクレーンの

必要容量に影響する。 

 

表  ごみ質と設備計画との関係 

 関係設備 
焼却炉設備 その他設備の容量等 

ごみ質  

高質ごみ 

（設計上の最高ごみ質） 

燃焼室熱負荷 

燃焼室容積 

再燃焼室容積 

クレーン 

通風設備 

ガス冷却設備 

排ガス処理設備 

水処理設備 

受変電設備      等 

基準ごみ 

（平均ごみ質） 

基本設計値 ごみピット 

低質ごみ 

（設計上の最低ごみ質） 

火格子燃焼率（ストーカ式） 

火格子面積（ストーカ式） 

炉床燃焼率（流動床式） 

炉床面積（流動床式） 

空気予熱器 

助燃設備 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2017)」(全国都市清掃会議) 
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（２）地形、地質・地盤条件 

1） 地形条件 

  建設候補地は、東側 1/6程度が土砂災害警戒区域に指定されているほか、ほぼ全域が土砂災害危険箇

所（土石流危険渓流）に指定されている。指定箇所を避けることが不可能であり、対策が必要である。 

  また、建設候補地内には活断層は存在しないが、敷地の東側および西側に常安寺断層（位置はやや不

明確）の存在が確認されているため今後詳細な調査が必要と考えられる。 

 

 

図  建設候補地周辺の地形分類 
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図  建設候補地周辺の断層分布状況（出典：国土地理院） 
 

建設候補地 
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（４）農業振興地域指定状況 

建設候補地全域が農業振興地域※であり、農用地区域に指定されている。 

※ 農業振興地域：優良な農地を確保するために「農業振興地域整備法」に基づいて都道府県が指定した地域。農業の

ために利用する土地と位置づけられ、排水路の整備などに国の補助金が優先的に投入される。農業以外の用途への

転用は制限されているが、「市町村が土地収用法対象事業のため転用する場合」には（土地収用法に基づく用地買収

でなくても）許可不要とされている。ごみ処理施設は、土地収用法第 3 条の第 27 号に該当する事業であるため、農

地転用許可は不要である。（土地の所有権移転の際に、地目変更を併せて行うこととなる。） 

 

 

 

（５）都市計画条件 

建設候補地の都市計画事項は以下のとおりである。非線引き区域であり畑も含む。元梨園であり、現

在敷地内一部に建物がある状況である。 

 

区域区分 指定なし 

防火・準防火地域 指定なし 

高度地区 指定なし 

地区計画区域 指定なし 

建築基準法 22条指定区域※ 該当 

景観計画区域※ 該当 

建ぺい率※ 70％以下 

容積率※ 200％以下 

 

※ 建築基準法 22 条指定区域：防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的か

ら、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をする必要のある区域。 

※ 景観計画区域：区域内に高さ 13m 超、または建築面積が 1000m2を超える建築物などを作る場合は、事業者は県へ

事前に届け出る必要がある。県は、建築物の位置や外観、色彩などが基準に適合しているかを審査する。 

※ 建ぺい率：建築面積の、敷地面積に対する割合。 

※ 容積率：各階の床面積の合計の、敷地面積に対する割合。 

 

農用地区域 
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４.３ ユーティリティ条件 

 

（１）電気 

発電設備の容量が 2,000kW 以上となることが想定されるため、特別高圧線※に接続する必要がある。

（関西電力との協議による。）今後建設工事までに関西電力と接続について協議を行う必要があるが、

現時点では建設候補地直近の特別高圧線（西に約 2kmにある「滋 120」）への接続を想定する。 

※ 特別高圧線：標準電圧 20,000V 以上の電線。対して、標準電圧 6,000V のものを「高圧線」と呼ぶ。 
 

（２）用水 

建設候補地に隣接する公道上の水道管から引き込むものとする。 

    ①プラント用水  原則として上水とし、場合により再利用水の利用も可とする。 

    ②生活用水      上水とする。 

必要給水量は今後検討となるが、敷地西側を南北に走るφ150 管への接続を想定する。なお、敷地内

には、かつて薬剤調合所（農薬）として使用されていた小屋があり、薬剤調合所から 2次側配管が墓地

まで敷設されている。 

 

 

図  建設候補地付近の上水道敷設管図 

 

（３）燃料 

敷地周辺には都市ガスは供給されていない。原則として灯油や LPG等の汎用性の高いものとする。 

 

（４）排水 

建設候補地に隣接する公道上の公共下水道管（敷地西側を南北に走るφ200管）への接続を想定する。 

 

φ25 HIVP 

φ50 HIVP 

φ150 HIVP 

薬剤調合所から墓地への 2 次側配管 


