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修正箇所一覧表 

※第 3回委員会等での指摘事項の修正 

素案ページ 修正前（素案） 意見・回答 修正後（素案） 

10 

（図 彦根市の現在のごみ処理体系について） （意見） 

彦根市のごみ処理体系図中の「→」の盛り上

がり位置がずれている。 

（回答） 

修正します。 

「彦根市清掃センター」を超えるように

「→」を修正しました。 

11 

（図 愛荘町の現在のごみ処理体系について） （意見） 

愛荘町のガレキ類(収集・直接搬入)の最終

処分は、図で「委託処理」となっているが、愛

知郡広域行政組合の直接処理ではないか。 

（回答） 

修正します。 

「委託処理」を削除し、愛知郡広域行政組合

の直接処理であることがわかるように図を修

正しました。 

18 

（④缶・金属類について） 

「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。 

（事務局修正） 

スプレー缶については第 2 回委員会で分別

区分を「缶・金属類」として処理することの説

明をしましたが、圧縮処理前に不適物として

除去した後の処理方法について記載しており

ませんでしたので、追記します。 

「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。除去したスプレー缶の処理方

法については、今後、選別ヤードにおいて作業

員が手作業で内容物を除去する、または専用

の処理機を設置する、または外部に処理委託

する等の方法を検討することとする。 

19 

（⑪使い捨てライターについて） 

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。） 

（意見） 

使い捨てライターは現状では燃えないごみ

として民間処理業者に処理委託しているが、

近い将来別契約になるという話がある。今後

は燃えないごみとして収集することは難しい

のではないか。 

（回答） 

処理委託については、燃えないごみとして

収集して不適物として除去した後の工程に関

連することであるため、収集には影響ござい

ません。ただし、燃えないごみの袋に一緒だと

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。）ただし、収集につい

ては現状どおり、別袋での収集の継続を前提

とする。 

資料２－１ 
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引火する恐れがあるため、現状どおり、ライタ

ーが使い切っているかどうかにかかわらず別

袋での収集は継続を前提とします。 

19 

（⑫その他について） 

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、… 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。 

（事務局修正） 

メーカヒアリングにおいては、「焼却炉にお

いて処理は可能であるが、一度に投入すると

安定燃焼に影響を及ぼす可能性がある」との

回答であったことを踏まえ、追記します。 

新施設では、自治会清掃ごみは焼却炉にお

いて処理する。ただし一度に焼却炉に投入し

ないよう対策（一時貯留設備を設ける、ごみピ

ットで十分な攪拌を行う等）が必要である。 

19 

（⑫その他について） 

動物の死がいについては、… 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。 

（事務局修正） 

焼却処理する動物の例示を追記します。 

新施設においては、小型・中型動物（サル・

イヌ等）・ロードキル動物および有害鳥獣（カ

ラス・アライグマ・ハクビシン等）は焼却炉に

おいて焼却処理するとともに、大型動物（シ

カ・イノシシ等）は一時保管が可能なよう貯留

設備（冷凍庫）を設ける。 

24 

（表 不燃ごみの分別区分および収集方法について） 

ガラス類（蛍光灯）（割れた蛍光灯、電球、板

ガラス等） 

→ 「使用済み蛍光灯」に含む。 

（意見） 

「ガラス類(割れた蛍光灯・電球・板ガラス

等)は使用済み蛍光灯に含む」としているが、

現在は「使用済み蛍光灯」とは分けて回収され

ている（拠点回収する際に混合していると、作

業員が負傷する恐れがあるため）。割れたもの

を混載し収集することはできないのではない

か。 

（回答） 

他事例においては、割れた蛍光灯を混載し

「使用済み蛍光灯」として回収されている事

例もあり、燃えないごみに割れていない蛍光

灯が混入するリスクを軽減するため、割れて

いる・割れていないに関わらず蛍光灯等を分

別区分とする計画としておりましたが、回収

作業時の負傷リスクを考慮する必要があると

いうご指摘をいただきましたので、「燃えない

ごみ」に含めて処理する計画とします。 

ガラス類（蛍光灯）（割れた蛍光灯、電球、

板ガラス等） 

→ 「燃えないごみ」に含む。 

 

28 
（熱回収施設の処理対象物 ③災害廃棄物について） （意見） 

「災害廃棄物」の定義はどのようなものか。 

※災害廃棄物とは、環境省「災害廃棄物対策指

針」および「滋賀県災害廃棄物処理計画(原
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（回答） 

環境省「災害廃棄物対策処理指針」において

以下のとおり列記されています。また、現在策

定中の滋賀県災害廃棄物処理計画原案も同指

針を基に災害廃棄物の対象を定義していま

す。 

①地震や津波等の災害によって発生する廃棄物 

a.木くず 

b.コンクリートがら等 

c.金属くず 

d.可燃物 

e.不燃物 

f.腐敗性廃棄物 

g.津波堆積物 

h.廃家電 

i.廃自動車等 

j.廃船舶 

k.有害廃棄物 

l.その他、適正処理が困難な廃棄物 

②被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物 

m.生活ごみ 

n.避難所ごみ 

o.し尿 

なお、新ごみ処理施設の熱回収施設におい

て処理対象とする災害廃棄物は、これらのう

ち可燃性のものであり、かつ適正に処理可能

な廃棄物のみを対象とします。 

案)」において、地震等の災害によって発生

する廃棄物や、被災者や避難者の生活に伴

い発生する廃棄物をいい、なお、新ごみ処理

施設の熱回収施設において処理対象とする

災害廃棄物は、これらのうち可燃性のもの

であり、かつ適正に処理可能な廃棄物のみ

を対象とします。 

102～

103 

（周辺土地利用条件について） （事務局修正） 

第 4章 基本条件の整理（３）周辺土地利用

条件について、これまでの素案では、最寄りの

教育施設および医療福祉施設という整理をし

ておりましたが、最寄りのもの以外にも、学

校、病院、福祉施設等の影響を考慮しないとい

けない建物について改めて整理しました。 

添付参照。 
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112～

140 

（公害防止計画の構成について） （意見） 

構成が入り組んでいるため、分かりやすく

整理すること。 

（回答） 

修正します。なお、灰資源化技術の整理につ

いては、公害防止計画ではなく、処理方式の章

に含めることとします。 

添付参照。 

114 

（(２)悪臭について） 

(1)敷地境界の地表における規制基準(悪臭防

止法施行規則第 2条) 

悪臭物質としてアンモニア等 22 物質を指

定し規制基準の範囲を総理府令で規定して

いる。 

(2)排出口における規制基準(悪臭防止法施行

規則第 3条) 

悪臭物質(13 物質)の排出口における許容

濃度について、排出口の高さに応じて、すな

わち拡散を考慮して定められるものである。 

(3)排水の規制基準(悪臭防止法施行規則第 4

条) 

排出水に含まれる悪臭物質（メチルメルカ

プタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチ

ルの 4 種類のみ)の敷地外における許容濃度

として、(1)の基準を基礎にして定められる

ものである。 

（意見） 

悪臭の事項の法律の条項について、愛荘町

は臭気指数による規制のため、条文が違うの

ではないか。 

（回答） 

修正します。 

建設候補地のある愛荘町では臭気指数規制

が採用されており、敷地境界、気体排出口、排

水それぞれについて以下の規制基準が設けら

れている。 

1)敷地境界の地表における規制基準(悪臭防

止法第4条第2項第1号) 

環境省令で定める範囲内（施行規則におい

て大気の臭気指数が10以上21以下と定めら

れている）において、大気の臭気指数の許容

限度として定められるものである。 

2)排出口における規制基準(悪臭防止法第4条

第2項第2号) 

敷地境界における許容限度を基礎として、

排出口の高さに応じて、すなわち拡散を考慮

して定められ、臭気排出強度（排出気体の臭

気指数及び流量を基礎として算定される値）

または排出気体の臭気指数の許容限度とし

て定められるものである。 

3)排水の規制基準(悪臭防止法第4条第2項第3

号) 

敷地境界における許容限度を基礎として、

排出水の臭気指数の許容限度として定めら

れるものである。 

127 

（(２)悪臭対策について） 

排水から発生する悪臭については、適正な排

水処理に努めるほか、灰質の悪化防止や、用水

の再利用率についても考慮することが必要で

（意見） 

硫化水素に対して安全の観点からも記載す

ること。 

（回答） 

排水から発生する悪臭については、特に排水

中の硫酸イオン濃度が高くなると、BODや温度

条件によっては硫酸還元菌が繁殖し硫化水素

を発生して悪臭を生ずることがあるため、適
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ある。特に排水中の硫酸イオン濃度が高くなる

と、BOD や温度条件によっては硫酸還元菌が繁

殖し硫化水素を発生して悪臭問題を生ずるこ

とがある。 

追記いたします。 

 

正な排水処理に努めるほか、灰質の悪化防止

や、用水の再利用率についても考慮すること

が必要である。なお、硫化水素については悪臭

の観点だけでなく、安全の観点からも適切な

管理が必要である。 

127 

（(３)騒音・振動対策について） 

ごみ焼却施設には、空気圧縮機や送風機以外

にもポンプ、クレーン等の出力の大きな原動機

を持つ設備があり、集じん器の槌打音や排水処

理設備の水音あるいは排風口等が騒音源とな

ることもある。誘引送風機の回転数が煙突や煙

道の固有振動数と同調することにより、騒音を

発生する現象にも注意する必要がある。 

騒音や振動の防止対策としては、低騒音、低

振動型の機器を採用するとともに、これらを地

下や建物内部に設置する等、外部に漏洩しない

よう配置することが重要である。また、排風口

の位置や、音の反射にも注意し、音源の種類と

敷地境界までの距離を考慮した設計を行い、試

運転後に騒音問題が生ずることのないように

する。 

（意見） 

騒音・振動対策について、振動に関する事項

の説明がない。 

（回答） 

修正します。 

ごみ焼却施設には、空気圧縮機や送風機以

外にもポンプ、クレーン等の出力の大きな原

動機を持つ設備があり、集じん器の槌打音や

排水処理設備の水音あるいは排風口等が騒音

源となることもある。誘引送風機の回転数が

煙突や煙道の固有振動数と同調することによ

り、騒音を発生する現象にも注意する必要が

ある。また、ごみ焼却施設においては誘引通風

機や、リサイクル施設においては回転式破砕

機等の大型の回転機器については、振動の原

因となることに注意が必要である。 

騒音の防止対策としては、低騒音型の機器

を採用するとともに、これらを地下や建物内

部に設置する等、外部に漏洩しないよう配置

することが重要である。また、排風口の位置

や、音の反射にも注意し、音源の種類と敷地境

界までの距離を考慮した設計を行い、試運転

後に騒音問題が生ずることのないようにす

る。振動の防止対策としては、低振動型の機器

を採用するとともに、特に振動を発生する機

器については防振ゴムの設置や独立基礎とす

る等の対策を行う。 

 

127 

（(５)排水対策について） （意見） 

施設が接続を計画している下水道は分流方

式であるため、雨水は絶対入れないことにな

っている。 

（回答） 

雨水排水については、P.110において「建設

素案どおりとします。 
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候補地に隣接する側溝へ放流するものとす

る」としており、下水道には流れ込まない計画

としています。 

127 

（(５)排水対策について） （意見） 

施設から下水道に排水を行うことについて

北部流域に確認が必要である。 

（回答） 

今後確認いたします。 

 

今後確認し、必要に応じて計画に反映いたし

ます。 

133 

（排ガスの公害防止目標値について） （意見） 

排ガスの公害防止目標値を検討するにあた

って、近隣の他事例との比較を行う必要があ

る。 

（意見） 

滋賀県内の施設を対象に事例を整理しまし

た。 

添付参照。 

全般 

（計画全体の構成について） （意見） 

見出しの番号付けについて、全編を通して

統一すること。 

（回答） 

修正します。 

章立ては、 

第１章 … 

１.１ … 

（１）… 

1） … 

① … 

を基本とします。箇条書きは上記の章立てと

は別に、(a),(b),(c)等とします。 

 


