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第 3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 19 日（火） 16時 00 分～18時 00分 

場 所 豊栄のさと ２階視聴覚室 

参 加 者 24 名＋傍聴者 20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、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、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 

次 第 

１  開会 

   ２  議題 

（１）委員会スケジュールについて 

（２）前回の検討内容を踏まえた修正案について 

（３）メーカヒアリングについて 

（４）公害防止計画・焼却残渣処理計画 

（５）エネルギー利用計画・高効率発電の検討 

（６）プラント計画および土木・建築計画 

（７）その他 

    ３  閉会 

※配布資料 

 【資料１】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２】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 

【資料３－１】修正箇所一覧表 

【資料３－２】施設整備基本計画（素案） 修正箇該当部分 

【資料４】施設整備基本計画（素案） 
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会議内容 

１ 開会 

 

２ 議題 

開会 

【事務局】 それでは、時間がまいりましたので第 3 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。それでは、議題へ進みたいと思います。委員長よろし

くお願いします。 

【委員長】 皆さん、こんにちは。 

議事（１） 委員会スケジュールについて 

【委員長】 では、まず委員会スケジュールにつきまして事務局より説明をしてもらいます。 

【事務局】 それでは、まず初めに、本委員会の今後の開催スケジュールにつきまして、一点ご相談をさ

せていただきたいと存じます。 

お手元の資料１「開催スケジュール（予定）」をご覧ください。 

現在、ご検討いただいております、この施設整備基本計画につきましては、当初、今年度末

までに策定することとしておりましたことから、この検討委員会につきましても、今年度末

までに計 6 回開催し、皆さまにご検討いただきたい旨をお示しさせていただいていたところ

でございます。 

しかしながら、前回の委員会でも、少しご説明させていただきましたように、現在、隣接の

岩倉区をはじめ、地域住民の方々から、様々なご意見をいただいているところでございます。 

具体的には、「地域住民の意向を無視して事業を進めるのか」というご意見や、「パッカー車

がどのルートを通るのか具体的に示してほしい」といったご意見などでございます。 

当組合といたしましては、そのようなご意見に対し、この基本計画素案の具体的な内容等を

お示しし、丁寧にお話やご要望をお伺いする形で、竹原区での施設建設についてご理解を賜

ってまいりたいと考えておりまして、そういったことから、今年度末の策定を少し先延ばし

し、地域住民の方々と十分に協議を行った上で、最終的に完成してまいりたいと考えており

ます。 

そこで、具体的なスケジュールの変更案でございますが、お手元資料１にございますように、

まず今年度におきましては、予定どおりのスケジュール、第 6 回までの委員会で、計画全体

までのご検討を行っていただきまして、その上で、年度末の第 6 回委員会において一旦、中

間承認という形でお諮りできればと考えております。 

そして、来年度に入りまして、引き続き、地域住民の方々などに対し、丁寧にご説明や協議

を行い、一定のご理解をいただいた段階で、パブリックコメントを実施し、その上で、再び

皆さまにお集まりをいただき、計画案の最終承認という形でお諮りできればと考えておりま

す。 

したがいまして、皆さまには、来年度において、1回もしくは 2回程度、本委員会を開催する

ことをお願いさせていただきたいというものでございます。 

なお、この来年度の委員会の開催時期でございますが、できるだけ丁寧にご意見お伺いした

いと考えておりますことから、現時点ではっきりとお示しすることはできませんが、しかる



3 

べきに開催できますよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

また、開催の目途が立ちましたら、できるだけ早めに、皆さまのご都合をお伺いさせていた

だきたいと考えておりますので、ご多忙のところ誠に恐縮でございますが、ご理解、ご協力

を賜れればと存じます。よろしくお願いいたします。 

委員会の開催スケジュールにつきましては、以上でございます。 

【委員長】 皆様からご発言をいただければと思います。 

【委員１】 地域住民への説明ということで、非常に大事な部分になってくると思うのですが、継続的に

委員会を進めていくに当たりまして、どういう形で地域住民へ丁寧に説明されていくのか予

定が見えていないと思います。住民からの色々の意見で、不安な要素がまだまだあると思い

ますので、解消していくためにどのような形で住民の方の説明をする計画とか、どう具体的

に考えておられるのですか。 

【委員長】 非常に大切な問題であります。私もこういう委員会は何回か経験しておりますが、ああ失敗

したなと思って見ているのは、「地元からこんな声が上がっているからやっています」という

姿勢だけは取らないでほしいんです。特に、地縁とか血縁、地元の周辺と関係が深い地域の

人間の顔も名前もわかるようなところで、誰がどういう要求をしたからどうなったというよ

うなことというのは、後々地域の中でのコミュニティに支障を来しますので、そのような進

め方はまずはしてはなりません。お金のこともあるのですが、事業を実施する側から提案を

して、「我々ができることはこれぐらいのことしか今ありませんけれども、これでどうでしょ

うか」というような案を複数出しながら「お願いする」ということで進めていったらどうか

なと。先ほど、「説明」という言葉は実は私は耳障りだったのですが、「お願い」ですね。地

元の方から要求を口に出させて新聞に出るなどなってしまうと、修復するのに何十年もかか

ると思いますので、ぜひともそういったところには気を遣っていただきたいと私からお願い

したいと考えます。 

では、事務局から回答をお願いします。 

【事務局】 ありがとうございます。今、既に地域の方々に色々なご挨拶や説明会をさせていただいてい

る中で、「計画として決まった状態で、これで行くというような形で持ってこられてしまうと

自分たちとしては何も意見を言う場がない」というようなご意見をいただいております。 

私どもとしましても、基本計画の素案などを具体的に示すことによりまして、どういった施

設が建っていくとかいうことを具体的にイメージしていただきながら、ご意見を賜りながら、

先生がおっしゃっていただいたように私どもとしてこういうような案、アイデアを考えてい

く中で、ぜひお願いをさせてもらいたいというような形で、丁寧にしていきたいというよう

なところでございます。先生おっしゃっていただきましたように、「お願いする」というよう

なスタンスで進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

地元の方への具体的な説明方法としましては、今時点での検討内容といいますか、素案の部

分をお示しするような場というのも設けていただいているところでございます。そういった

説明を、一気に全部出すのではなくて、各段階においてできるだけ丁寧にしていきたいとい

うことで、ご理解を賜りながらお願いをさせていただきたいと考えております。 

【委員長】 ありがとうございます。こういう内容ですので、地元の方も心苦しいのですが、行政側でも、

特に担当になった人というのは非常に精神的にすり減るんです。こういう小さいコミュニテ

ィでは相手のことも慮って、ずっと時間がたってからでも「あのときは色々苦労をかけたな」
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というぐらいの話ができるような、そういう間柄で話を進めてほしいと切に願っております。 

では、具体的な話に入っていきたいと思います。スケジュールは、そういうことから今年度

中にすべてを決めてしまうというのではなく、今年度は中間承認することを目標として進め

ていきたいと思います。例えば可燃ごみの処理方式だとか、排ガス処理方式だとか、そうい

ったことについてはどこに施設を作ったとしても同じでありますので概ね決めていきたい。

例えばどこの道路を通るとか、そういったことについてはもう少し時間がかかるということ

ですので、それ以外のことについては中間承認という形で今年度を締めくくりたいという、

事務局からの説明でありました。基本計画の最終承認は来年度ということでありますので、

皆様、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

議事（２） 前回の検討内容を踏まえた修正案について 

【委員長】 では、前回の検討内容を踏まえた修正案につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 それでは、前回、第 2 回にいただきましたご意見を踏まえた修正案をご説明させていただき

たいと存じますが、その前に、一点、前回の委員会におきまして、本委員会での検討の進め

方や、委員会の役割等を皆さまにしっかりとご説明できていなかったと感じ、反省をいたし

ました。 

そこで、まず、そのあたりをあらためて、ご説明させていただければと存じます。 

お手元資料 2の委員会設置要綱をご覧いただけますでしょうか。 

まず、第 1 条におきまして、本委員会は、施設整備基本計画を策定するにあたり、廃棄物処

理に関する専門的知見や地域住民のニーズを把握し、分析するとともに、幅広い観点から検

討を行うために設置をするものとしております。 

また、第 2 条では、所掌事務として、本委員会は、施設整備基本計画案の作成に関する事項

をご検討いただき、管理者にご提言いただくものとさせていただいております。 

したがいまして、本委員会の基本的な進め方といたしましては、基本計画における各項目に

ついて、まず事務局の素案をお示しさせていただき、それに対して皆さまのご意見を頂戴す

るという形で進めてまいりたいと考えております。 

第 1 回および第 2 回の委員会で、次の回の資料の説明をさせていただいておりましたのは、

第 2 回および第 3 回の委員会で、計画の大部分を、皆さまにまずお示ししたいと考えており

ましたためでございまして、それぞれの内容の量が膨大となるため、可能な限り、皆さまに

事前のご検討をいただければと考えたものでございます。 

前回の委員会終了後に、皆さまにご連絡をさせていただきましたのは、そういった趣旨でご

ざいます。ご説明不足で申し訳ございませんでした。 

では、前回いただきましたご意見を踏まえた修正案についてご説明させていただきます。 

（資料 3-1、3-2説明） 

【委員長】 スプレー缶については従来どおりとするということでまとめております。これは従来どおり

でうまくいっているのであれば変えなくてもいいということもあります。 

ほか、何か皆様からご発言はありますでしょうか。よろしいですか。では、メーカヒアリン

グのほうに話を進めていきたいと思います。 

議事（３） メーカヒアリングについて 

【事務局】 資料 4、施設整備基本計画（素案）の目次をご覧いただけますでしょうか。 

先ほど申しましたとおり、今回の委員会で、メーカヒアリング結果を踏まえ、第 3 章の「処
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理方式の検討」を行っていただくことを予定しておりました。 

しかしながら、プラントメーカからの回答が、一部、予定していたペースでいただけていな

い状況でございまして、現時点で、検討材料としてお示しすることができません。 

したがいまして、大変申し訳ございませんが、第 3章の「処理方式の検討」、およびそれに付

随する第 9 章「その他ごみ処理施設に係る事項の計画」につきましては、次回に先送りさせ

ていただきたいと存じます。 

また、併せてご報告でございますが、第 4 章の 4.4「収集・運搬車両の通行ルート条件」、そ

して、第 8 章「施設配置・動線計画」につきましても、次回の委員会に回したいと考えてお

ります。 

この理由といたしましては、この部分が、地域住民さんにとって、特にご関心が高いところ

であると伺っておりますことから、まずは地域住民の方々のご意見をある程度お聞かせいた

だいたうえで、委員会にご提示させていただきたいと考えているためでございます。 

したがいまして、本日は、このあと、第 5 章、第 6 章、第 7 章につきまして、事務局の素案

をお示しさせていただきたいと存じます。 

【委員長】 メーカヒアリングというのは、これは費用の話などもここで出てくる予定ですね。まだ予定

したペースで全部もらえていないということもありまして少し先送りしたい、そういったご

意向だと思います。 

それと同時に、収集運搬車両の通行ルートですとか、施設の配置、動線計画、これも合わせ

て次回に先送りしたいということですね。これにつきましても、この委員会ですぐにやって

しまわないで、地元とのあらかじめの話し合いをしていただき、「聞いていない」ということ

にならないように気をつけていただきたい。よろしいですか。 

ただ、公害防止の件や発電の件、そういったものは施設の中の話でありますので、今回はそ

ちらから入ろうということかと思います。よろしいですか。 

それでは、公害防止計画、焼却残渣処理計画についてお願いします。 

議事（４）公害防止計画・焼却残渣処理計画 

【事務局】 こちらでは、施設の稼働に伴う公害の防止および環境保全の観点から、まず公害防止項目の

設定を行った上で、防止するための方式の整理を行い、そして、それぞれの目標値、排出基

準の設定を行うものでございます。 

（資料 4 説明） 

【委員長】 最新の知見を含めて話していただきました。排ガス処理につきましては、かつて公害の時代

を経験しました日本でありますので、出来うる限りのことはほとんどやっております。ただ

安定した運転を維持するというのは実は結構難しくて、私は他の委員会等でも言うのですが、

例えば「NOx（窒素酸化物）の規制値は、他の施設では 40ppm でやっている、うちもそれぐら

いにならないのか」など、よくそんな話が出るのでありますが、NOx は薬剤を入れて処理をす

るようなことがありますが、濃度を下げるためにたくさん薬剤を入れると、余った薬剤は実

は煙突から出ているという困ったことが起こります。煙突から何かもやもやと煙、具体的に

は塩化アンモニウムの白い粒が出るんです。NOx は低いかもしれないけれど、そこまでして

NOxを下げたいかは考えないといけません。無理なく安定して運転できることのほうが大事だ

し、それから排ガスの処理というのは非常に進みましたので、健康被害との因果関係がわか

らないぐらい、恐らくないぐらいまで来ております。 
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例えば水銀では、水銀の規制値は新設で 30μg/㎥ですが、これは健康被害を防げるレベルで

決められているのではありません。水銀は、我々が普段日常的に、地面から蒸発する分です

とか、あるいはマグロなど食べ物から摂取しています。そういったものから摂取する量に比

べると、焼却で出てくる水銀は非常に低いので、一体これは何を規制をするんだということ

で、議論されました。そのときに、ベスト・アベイラブル・テクノロジー（BAP）といって、

利用可能な最高の技術を適用することと、あともう 1 つ、ベスト・エンバイロンメンタル・

プラクティス（BEP）という考え方が示されています。BATと BEPということを水銀の条約で

ははっきりと銘打っているのですが、環境全体のことを考えて最も望ましいと思うようなこ

とをもって、しかも適切な技術を適用することがいいだろうということを国連の条約でうた

っているわけであります。都市ごみについてはすべての排ガスの基準の項目で、この BAT と

BEPの考え方を日本では 30年ぐらい前から可能となっております。 

ただ、排ガスの状態が悪い焼却施設がいくつかございまして、管理が悪くて、法規制値はク

リアしているのですが、それはちょっと駄目でしょうというようなところはやはりいくつか

あります。ですので、管理をしっかりすることは重要でありますけれども、基準値について

トップオブザワールドを目指すというのはちょっといかがなものかなと。決して安定して運

転することは簡単ではないということを、注釈としてつけ加えておきたいと思います。 

そういった大枠を皆様に把握していただきながら、個々のことについてでも、全体について

でも結構ですので、ぜひともご発言いただきたいと思います。皆様いかがでしょうか。 

【委員２】 私、地元の建設下水道課にいるのですが、今後のインフラ整備という形で、また地元との協

議の中でどういう形でインフラ整備をしていくかという話になってくるかなと思うのです

が、1つは下水道の関係になります。下水道に接続をされていくというお話なのですが、今こ

の下水道は分流方式で雨水は絶対入れないというような形になっておりますので理解してお

く必要があります。 

それと、色々な物質が排水に含まれているのであれば、北部流域の下水道に流れますので、

その物質が流せるかどうかという確認はしておいてもらったほうがいいと思います。 

今後、下水道あるいは上水道の関係も出てくるかなと思います。どれぐらいの大きさの管径

のものが必要かということになってきますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局】 ありがとうございます。また具体的にご相談を賜りながら、北部流域にもご協議をさせてい

ただきたいと思います。またその際にはご協力を賜れたらと思います。 

【委員１】 計画（素案）131 ページのばいじんのところは現有施設の基準が 0.01gというのと、これ以上

が棒グラフの青色になっています。これは下が 0.01以上と書いてあって、今後新ごみ処理施

設の計画（素案）133 ページには 0.01g/㎥以下とありますが、以下と以上の関係、これはど

ちらに入るのですか。簡単な質問なのですが、以上は含まれるし、以下でも含まれますよね。 

【事務局】 ややこしくて申し訳ありません。基準値というのは基本的には「以下」で設定しますので、

ばいじんについては「0.01以下」という設定をします。0.01 以上 0.02 未満というのは、「0.01

以上」という基準ではなくて、統計的にグラフを作るときに以上・未満という分け方をして

いるということですので、0.01以下の施設はグラフでは 0.01 以上 0.02未満の枠の中に入っ

てくるということです。 

【委員３】 地元としますと、やはり住民の感情もあります。ほかの例を見ると数字的には小さいほうが

いいじゃないか。トップオブザワールドとは言いませんが、もう少し小さいほうがありがた
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いかなと。具体的に、これはこうだから問題ないよとかいうのがあればいいのですが。 

今日たまたま東近江の中部清掃センターの横を通りましたが、電光掲示板で出ている数字を

見ていましても、あそこも規制値が非常に厳しい。ばいじんとか塩化水素、硫黄酸化物、窒

素酸化物、これは自主規制が 10ppm とか 20ppm なんです。それに対して実際には塩化水素は

1.6ppm、硫黄酸化物は 0.0ppm と出ていましたし、窒素酸化物は 1.2ppm しか出でいない。と

なると、この自主基準値自体の数字はもう少し小さくても十分可能ではないかなと。そのほ

うが住民感情としてはいいのではないかと思います。 

【委員長】 おっしゃるとおりです。この自主基準値で書いている数字というのは実際の運転の数字より

もはるかに高いです。 

【委員３】 そうですね。それは分かります。この基準値を超えたら止めなければいけないということで

すから。 

【委員長】 ここで見栄張って厳しい数字にして、あとで自分の首を絞めているところの事例は川西の能

勢のダイオキシン問題で、あそこのダイオキシンの基準を、国の決めている 0.1 よりももっ

と厳しい基準値で設定されておりまして、非常に苦労しております。ダイオキシンが原因で

施設を止めるということはないのですが、活性炭のカラム等をつけてやっています。私はあ

そこの監視委員会の委員でして、データを見ることがありますが、2年に 1回ぐらいはやや上

がることがあります。厳しいと思いますね。 

地元の方から見て何か割を食ったように見えないように、結局横との比較をした上で、十分

納得できるところにしたいと思います。 

【事務局】 ありがとうございます。委員長からもお話がございましたように、1つは科学的といいますか、

いわゆる設備としてどうなのかという観点が 1 点あると思います。もう 1 つは、結局この設

備のグレード、コスト的なところとも関連がございますので、そのあたりのバランスという

こともあります。それと、当然一番大事なこととしては、環境に影響があってはならないと

いうことは大前提でございますが、地域住民の方にとっての捉え方といいますか、印象とい

う部分があるかと思います。そのあたり、今いただいたご意見を踏まえまして、特に住民の

皆様にご説明させていただく場合には数値の妥当性といいますか、ご安心をいただけるよう

にご説明をしながら基準値の設定をしてまいりたいというところでございます。 

【委員１】 計画（素案）138 ページ、建設候補地は第 2種区域とか、計画（素案）139ページの建設候補

地は第 1 種区域とか、次の計画（素案）140 ページも建設候補地は第 2種区域とか分かれてい

るのですが、これについてはどんな感じて 1種や 2種になったのでしょうか。1種になったり

2 種になったりしている。 

【事務局】 対象により規制が異なります。建設候補地では騒音については 2 種の規制を受ける地域です

し、振動については１種の規制を受ける地域です。 

【委員１】 もう 1 つよろしいですか。排ガスの性状において、容器包装プラ及び廃食油を含む場合と含

まない場合の 2 例が示されているわけですが、これで数値があまり変わらないという考え方

でいきますと、分別についての考え方までの提案という整理でよろしいのですか。 

【事務局】 分別のことを考えていただくに当たっての参考資料にしていただきたいということでござい

ます。プラスチック等を燃やすからと言って排ガスの性状にすごく影響を与えるわけではな

いというところです。それも参考として分別を検討いただくための材料ということです。 

【委員４】 分別方法はここでは検討しないんですね。 
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【事務局】 この委員会で検討していただくわけではなくて、この委員会で作った資料をもとに今後構成

市町のほうで検討いただくに当たっての検討材料になるということです。 

【委員４】 資料の整理の仕方として、5.1 の公害防止項目の設定で挙げられている（1）から（11）まで

の項目と、公害防止の方式の整理で（1）から挙げられているのと、公害防止目標値の設定の

ところでの項目を同じもので整理するともう少しわかりやすいのではないかと思います。 

それで、もう 1 つは、計画（素案）130ページの（2）の公害防止方式及び公害防止目標値の

設定のところで、公害防止方式は、読ませていただく限りにおいては、計画（素案）129ペー

ジの（1）の合理性の検討の中で例えば 1）の排ガスの中でこういう方式を採用するというよ

うなことが書かれていたり、計画（素案）130ページの 2）の排水のところにこういう方式を

採用するということを書かれていて、計画（素案）130 ページの（2）以降ではそういう書き

ぶりではないような気がするので、もう少し整理していただいたほうがよいのかなと思いま

した。 

あと、これもどういうふうに整理するかになるかと思うのですが、計画（素案）129 ページの

表の処理方式別の排ガスの性状とか、その下の表の方式のメリット、デメリットというのは、

方式を何にするかというのを決める上ではここなのかもしれないのですが、その前の方法の

整理の中にもそれに似たようなものもあったりして、そこがやや統一感がないような気がし

たので、これも改善できるのでしたらしていただいたほうがいいのではないかと思いました。 

最後に、計画（素案）124ページ以降の主灰、集じん灰の処理の方式というものは、ここで灰

が出た後に何をするかということの処理方式もあるのですが、溶融なんかだと焼却炉と一緒

に議論しなければいけないところもあると思うので、そうすると処理方式の選定の議論の中

にも入ってこないといけないものも一部含まれながら、そこから出てきた灰の後の処理の仕

方をどうするかということも含まれているので、その辺ももう少し整理できるといいのでは

ないかと思います。 

また、主灰、集じん灰という言葉が、例えば計画（素案）110ページだと焼却残さ、集じん灰

になっていたり、飛灰という言葉も出てくるので整理したほうがいいのではないかと思いま

す。 

【事務局】 ありがとうございます。第 5 章にかかる全体の章立ての整理の部分でございましたり、焼却

灰など文言の統一の部分でございます。これはもう一度事務局のほうで整理をして、もっと

わかりやすい形で整理をしていきたいと思います。 

また計画（素案）124ページの主灰、集じん灰の部分でございますが、処理方式の選定と関わ

ってくるというところでございます。処理方式の検討の際にもう一度このあたりにも立ち返

るといいますか、このあたりを含めながら見ていただけるような形でご提案させていただき

たいと考えております。 

【委員５】 内容的には専門すぎてわからない部分が多いのですが、ちょっと感じた部分で計画（素案）

123 ページの悪臭対策で、一番最後に来ている文章が、「悪臭問題を生ずることがある」で終

わっているのは、「あるため何かを行う」とか何かないとちょっと対策としては文章的にも、

悪臭が起こるのではないかとなってしまうので、ちょっと補足が必要ではないかとか思いま

す。 

【事務局】 ありがとうございます。検討いたしまして、改訂させていただきます。 

【委員長】 これは硫化水素ですよね。これは例えば台所などで食器を重ねて置いておく水切りかごなど
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でも水が水深 2mmぐらい溜まっていますと 2、3日たちますと、夏ですとその水を捨てるとき

に硫化水素が出ます。水中の硫黄が反応して硫化水素になるので、それで硫化水素があるな

というのはわかる。これは生きている証拠というぐらいで、発生するのは仕方がない所でも

ございます。ただ、これは濃い濃度になると悪臭というより死亡事故になりますので、硫化

水素で例えば地下の密閉された状態のところで特に気温が高いときに発生しますので、安全

対策という視点での整理が必要だと思います。硫化水素自体は微生物の反応で、我々身の回

りにいくらでもありますので、これを完全に封じ込めるとまでは無理して書かなくてもいい

かと思いますが、安全対策について記載するように整理をお願いしたいと思います。 

ほかにございますでしょうか。 

先ほどご意見がございましたように、自主規制値ですね。法令で決まっている規制値ではな

くて、自主規制値でどれぐらいのところで絶対超えませんということを言うのかというとこ

ろにつきましては、この場ではどれぐらいいまで下げられるかというギリギリした議論とい

うよりは、地元の方とお話し合いをしながら詰めていっていただけたらと思いますので、こ

この場では大枠の話だけでも結構かと思います。 

では、エネルギー利用計画の話をお願いします。 

議事（５） エネルギー利用計画・高効率発電の検討 

【事務局】 このエネルギー利用計画につきましては、地域振興と関係をしてくる部分でございまして、

今後、竹原区を含めた施設の周辺の地域の皆さまでございましたり、また、愛荘町さんと具

体的に検討、相談を行っていくこととしておりますが、ここでは、まず利用可能な熱量がど

の程度かということや、発電量がどの程度になるかを、一定算出しております。 

（資料 4 説明） 

【委員長】 熱供給と発電とできるような施設を考えていると。皮算用でありますが、146ページの一番下

のところで売電電力が低質ごみで 200ちょっと、高質ごみで 2000 ぐらい。ちょっとお金にな

るかなという話ですね。ただ、熱供給で地域に何らかのメリットがあるような形というのも

可能なんですよね。 

【事務局】 はい。ごみ施設のコンセプトというところで地域振興というところがございますので、特に

地元地域の主体的な事業としてぜひこの熱供給の部分を、場合によってはそこを当然使って

いただきながら地域振興の事業の取り組みなどを今後一緒にご相談というか、作っていきた

いというところで考えているところでございます。 

【委員長】 これはそういうふうに地域にとってもメリットのある話にぜひともまとめていただきたいと

思っております。何か皆様からご発言はございませんでしょうか。 

では、土木建築のところ、ここもお願いします。 

議事（６） プラント計画および土木・建築計画 

【事務局】 こちらは、熱回収施設およびリサイクル施設の、それぞれの処理フローや主要設備について、

整理している部分となります。 

（資料 4 説明） 

【委員長】 リサイクル施設と土木建築の話で、何かご発言はございますか。 

地域の特徴にもよりますが、景観で、遠くからはっきりと煙突とわかるものがあるのがかな

わん、そういう地域もございます。先ほどトップオブザワールドと言いましたが、豊中市伊

丹市クリーンランドの新しい施設の煙突は 45ｍでして、建物そのものの背も高いものですか
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ら、遠くから見ますと煙突が上に出ているように見えなくて、あそこは伊丹空港があります

ので、空港の新しい施設が建ったのかなという、そういうふうに見えるところがあります。

視察に来られた方には非常にインパクトが強くて、ごみ焼却炉を見に来た気がしなかったと

いう、それくらいの意見が出ております。 

一方で、煙突がはっきり見えるところのほうがシンボルになっていいんだというところもご

ざいます。東京都などは 150ｍ煙突とか、下には全くガスは来ないほうがいいという見方もあ

りますので、それも地域性とか時代によって変わってくると思いますので、話題の 1 つに加

えていただけたらと思っております。煙突からの排ガス拡散については、実際にはガスは温

度が高い状態で出しますと跳び上がった後で真っ直ぐにガスが上がる高さがありまして、風

の様子ですとか温度にもよるのですが、有効煙突高さといいます。有効煙突高さで 80ｍです

とか、高いときは 200ｍ上がりますので、実は下のほうで 20ｍぐらい高くしてもドングリの

背比べというのが現実であります。 

豊中市伊丹の場合は、煙突は低くしなければならない理由があって、横に空港がありますか

ら空港法で制限を受けていたということがあるのですが、結果的にはよかったなというふう

に周りからは言われております。話題の 1 つに加えていただければと思います。 

いかがでしょうか。 

【委員３】 プラットホームには 10ｔダンプが進入できるという配慮がされていますが、そんな大きなも

のが入ってくるのですか。 

【事務局】 ありがとうございます。施設の敷地内で、リサイクル施設から焼却炉に残渣を運ぶようなと

きに、事例としては 10ｔクラスのダンプを使うような例もあるということでございます。 

議事（７） その他 

【委員長】 冒頭事務局からもご説明がありました搬入経路のこともざっくばらんにお話ししていただき

たい。ただし、繰り返し申し上げますが、地元から要望があったらするという姿勢だけは絶

対に取らないように肝に銘じていただきたいと。ちょっときつい言い方をしますが、ぜひお

願いします。 

【事務局】 ありがとうございます。冒頭委員長から頂いたご意見は私どもとしても肝に銘じながら、地

域住民の方々と話し合いをしながら取り組んでいくというところでさせていただきます。 

また冒頭申しましたように、委員会のスケジュールにつきましても来年度も含めてというこ

とでご理解を賜りましてありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。 

【委員長】 では、その他についてよろしくお願いいたします。 

【事務局】 それでは、その他について事務局より 1点ございます。 

次回委員会は来年 1月 29日の午前 9時 30分から本日と同じく、「豊栄のさと」にて開催させ

ていただければと考えております。後日改めて開催通知を送付させていただきますので、ご

参加よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

【委員長】 どうもありがとうございます。では、今日はこれをもちましてこの会議を終わらせたいと思

います。皆様、お疲れさまでした。 

  

以上 

 

 


