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第 4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 30 年 1 月 29 日（月）午前 9時 30 分～午前 11 時 30 分 

場 所 豊栄のさと ２階視聴覚室 

参 加 者 26 名＋傍聴者 14 名 

 

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 

鳥越正夫委員、森知代子委員 

 
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、

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、尾﨑室長

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 甲良町住民課 村岸勉委員※                                 ※代理者あり 

次 第 

１  開会 

   ２  議題 

（１）委員会スケジュールについて 
（２）前回の検討内容等を踏まえた修正案について 
（３）メーカヒアリング結果の報告および処理方式の検討 
（４）その他ごみ処理施設にかかる事項の計画 
（５）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（予定） 
【資料２－１】修正箇所一覧表 
【資料２－２】施設整備基本計画（素案） 修正箇所該当部分 
【資料３】施設整備基本計画（素案） 
【資料４】メーカヒアリング結果表 
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会議内容 

１  開会 

 

２  議題 

開会 

【事務局】 それでは、第４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いたします。 

【委員長】 皆様、こんにちは。事務局からは、いろいろ今反対運動もあるというお話をお伺いしていま

す。滋賀県の嘉田前知事は、琵琶湖周辺の古い家屋で水を汚さないようにするための工夫が

実はかなり昔から各家で行われていたという研究をかつてされていました。具体的には米の

とぎ汁を流すときに土を介してから流すとかの工夫がされていたとお聞きしました。そのよ

うな生活の知恵がこの地域にはかなり昔から守られてきたので、それでいつまでも琵琶湖は

きれいだと、そういうことを研究されていたということがあります。自分の地域は自分が責

任を持って守る、将来にもきれいな状態でお渡しするという、そういう長い伝統があるから

こそ、ここはずっときれいな地域であり続けているわけであります。ごみ処理施設に対して

反対運動が起こるというのも、そういった気持ちの現れとは思うのですが、自分たちの現在

の生活を見直しながら、何かできないだろうかということを、みんなで協働して地域をよく

するということはこの滋賀県地域では昔から行われておりまして、今後も多分それは伝統的

に続くのだろうと期待しているわけであります。そういう考え方で皆さんが相互理解できる

ように、話し合いができるように進めていただきたいと願うわけであります。 

前回は、行政の人が地域住民に要求を言わせてはいけない。要求、「じゃあ何をしてほしいの

ですか」という言い方は絶対にしないようにということを申し上げましたが、今日はもう 1

つ申し上げます。反対運動は疲れるんです。最初の 1 カ月間ぐらいはすごく興奮しています

が、反対する側も非常に疲れるのでエネルギーは続くわけがありませんので、消耗戦になれ

ばそれが仕事になっている行政が勝つのですが、そういったことには絶対にしないでいただ

きたい。相互理解と事態の収拾がどういうふうになっているか、どういうふうにするのが一

番お互いのためにはいいのかということを考えながら、比較的早い時期に話をまとめるよう

に、双方が疲れたと思わない程度に進めていただきたいと思います。また、今までの伝統と、

地域の面子を潰さないようにぜひともうまくまとめられたらと思っております。 

今日はメーカヒアリング等を中心としまして、設備に関することを中心に進めていくことに

なってまいりますが、ぜひともよろしくお願いします。 

では、用意していただいていますスケジュールから進めたいと思います。 

議事（１） 委員会スケジュールについて 

【委員長】 それでは、委員会スケジュールについて事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 それでは、本委員会のスケジュールにつきまして、一点ご報告させていただきたいと存じま

す。お手元の資料１の「委員会の開催スケジュール（予定）」をご覧ください。 

本日は、1月 29 日、第 4回の委員会でございますが、「メーカヒアリング結果の報告と処理方

式の検討」、そして、「その他ごみ処理施設にかかる事項の計画」について、お示しさせてい

ただきたいと存じます。 

当初の予定では、この第 4回で、「施設配置・動線計画」と「収集運搬ルートの検討」も行う
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こととしておりましたが、この「施設配置・動線計画」と「収集運搬ルート」は、前回の委

員会でもご説明させていただきましたように、地域住民さんからのご意見が非常に多い部分

でございまして、前回、渡辺委員長からも「地域のご意見を十分に聴くように」というご指

示をいただいていたところでございます。 

現在、継続的に地元地域にて、説明会や協議等を行っているところでございまして、その中

では、事務局として考えた具体的なルートの素案をいくつかお示しし、住民の方々からご意

見を聴かせていただいております。 

具体的には、①できるだけ既設の道路を使うのではなく、専用道路を整備してほしいという

ご意見や、②事務局では想定しておりませんでした、建設候補地の北側から入ってくるルー

トのご提案などがございました。 

それらのご意見を踏まえ、現在、事務局で、あらためてルート案の精査や関係機関等への確

認を行っているところでございます。 

また、ルートによって、建設候補地の敷地に、南側から入ってくるか、北側から入ってくる

か、西側から入ってくるか、いろいろ考えられることもございまして、それによって、施設

配置や動線も変わってまいります。 

したがいまして、これらを整理した上で、次回、第 5 回の委員会で素案としてご提示させて

いただきたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

スケジュールにつきましては、以上でございます。 

【委員長】 わかりました。 

議事（２） 前回の検討内容等を踏まえた修正案について 

【委員長】 前回の検討内容等を踏まえた修正案について事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 では、前回の検討内容等を踏まえた修正案について、ご説明させていただきたいと存じます。 

なお、この修正案は、委員会で委員の皆さまからいただいたものに加えまして、構成市町の

担当者からのご意見や、事務局として修正が必要と考えるものも、追加させていただいてお

ります。よろしくお願いいたします。 

（資料 2－1、資料 2－2説明） 

【委員長】 十分な修正になっているかと思いますが、内容につきましていくつかコメントがございまし

たらお願いします。 

【委員１】 蛍光灯なのですが、水銀に関する水俣条約のもとで分別のガイドラインを環境省が作ってい

ると思うのですが、その中で「割れた蛍光灯」はこういう方法でいいということになってい

るのかどうかを確認いただきたい。 

【事務局】 再度、ガイドラインを確認させていただきます。 

【委員２】 資料 2－2 の 19 ページのところ、新施設においては小型・中型動物（サル・イヌ）が入って

いるのですが、紫雲苑の関係はどうなるのか。 

【事務局】 現状、（ペットを除く）小型動物については、彦根市の場合は一般廃棄物として彦根市清掃セ

ンターで処理されています。ただ、大きなものについては焼却しにくいということで、委託

等で霊園等に持って行っております。4 町につきましては、そういった焼却施設がないという

ことで小型動物については、今は火葬場でございます紫雲苑で処理をしております。 

（事務局注釈：委員会後あらためて確認した結果、豊郷町・甲良町・多賀町では上述のとお

りの処理であるが、愛荘町では公共用地での動物の死がいは業者委託にて収集、運搬および
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処理を実施している。） 

ただ、紫雲苑はあくまで廃棄物の焼却施設ではございませんので、新ごみ処理施設では一般

廃棄物として扱う動物については熱回収施設の方で処理する。一方、愛玩動物、いわゆるペ

ットについては引き続き紫雲苑を利用していただく。そういうふうにさせていただきたいと

考えております。ただし新しい施設につきましても、大きな動物になってくるとごみ焼却炉

で対応するのが難しいので、現在の彦根市清掃センターと同様の方法を想定したいと考えて

おります。 

【委員長】 よろしいでしょうか。 

では、先へ進みたいと思います。 

議事（３） メーカヒアリング結果の報告および処理方式の検討 

【委員長】 では、メーカヒアリング結果の報告および処理方式の検討について事務局より説明をお願い

します。 

【事務局】 前回の委員会で申しておりましたとおり、各処理方式につきまして、経済的な視点での指標

とするため、各プラントメーカから概算の見積りをいただいております。 

その結果を含め、ご説明をさせていただきたいと存じます。 

（資料 3、資料 4説明） 

【委員長】 まずは、資料 3の 69 ページをご覧いただき、可燃ごみ処理をする方式として、熱処理と原燃

料化処理とまず大きく分けて 2 つありまして、原燃料化処理というのは、ごみを燃料として

再生できるように処理をするというものなのですが、ごみの質によってどんなものでもでき

るわけではありませんで、常に安定して同じものが入ってくるのであれば対応もできるので

すが、都市ごみには実は難しいので、この上の熱処理というところでまず考えたい、そうい

った考えです。 

その熱処理で、焼却というのは名前のとおり火をつけて燃やすのですが、ガス化溶融は中に

入っている金属資源ですとかそういったものを有効利用したいということで、西暦 2000 年前

後に非常に流行りました。いろんな新しい技術も開発されたのですが、一方で伝統的な焼却

というのもコンパクトでしかも安定するということで、西暦 2000 年以降にやはり進歩いたし

ました。焼却方式のうち、昔は流動床式の方が小さくできるなどの話もありがましたが、ス

トーカ式の方が大きく進歩しまして、最近はストーカ式のほうが多くなって、流動床式をさ

れていたメーカが、ストーカにも対応されるというように最近変わってきております。今回

のメーカヒアリングでは流動床式の回答がなかったということだったと、私も聞いて驚いた

のですが、そういったことを漏れることなく説明をいただいたのが先ほどのご説明でありま

す。 

【委員３】 一応、見積等メーカから出てきまして、この間までの資料に記載されていた数値等の条件で

見積を取っていただいているということで、極端な話、処理方式についてはストーカ式の焼

却方式以外は見積が出ていない状況でございますので、ストーカ式の焼却方式で確定になる

と思います。でも、今後そのためには維持費的なこととか、最終的な処分場は一応今確保は

されているのですがそのことや、そして、多数の業者がいるということで何があっても安心

かなというところもあるのですが、でき上がるのが 10 年先ぐらいの目途になりますのでこの

数字がどのぐらい変わってくるのか。また進歩して今後もっとよいものができるかもわから

ないということで、これ以上によいものがあれば、コストが下がればということもあれば、
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柔軟性をもってそのような方向も取っていけるのかどうかお聞きしてみたいと思います。 

【事務局】 ありがとうございます。事務局といたしましても基本計画という中で一定の方針としては、

ストーカ方式を採用していきたいと考えております。最終的に事業者選定をしていくまでに

数年ございますので、その中でも当然なことではございますが、技術的な進歩などいろいろ

な最新の情報を積極的に研究していきながら、あまり可能性としては高いことはないとは思

うのですが、状況によってもう一度そこの部分の検討に入るべきだという状況になってまい

りましたら、コスト的なことや技術的なこと含めまして、臨機応変、柔軟に対応していきた

いと考えております。 

【委員長】 進歩ですが、排ガス処理、バグフィルタの部分なのですが、皆さん PM2.5、名前はご存じと思

うのですが、細かい微粒子に関する測定というのは今まで重さでずっと測っていたのですが、

デジタルカメラとか、スマートフォンとか、オプトエレクトロニクスが進歩してきたもので

すから計測のほうも実は進歩しております。PM2.5 の計測方法がまとまったのが、去年か一昨

年ぐらいです。まだそんなに普及しておりませんし、私もまだ見たことがないのですが、光

を使ったり電気を使ったりした計測方法が進歩しますと、もう少し要求水準が上がって、バ

グフィルタは進歩するかなと私は実は期待しておるのですが、恐らく微粒子に関することと

いうのは、これから 10 年間でよくなるのではないかと思います。 

【委員４】 大阪湾のフェニックスへの最終処分もされるということらしいのですが、どのような頻度で

搬出されるのか教えていただきたいのと、自治会で、土とかヘドロ、草や枝木ごみなどをな

かなか捨てるところがないということで困っておられる方もたくさんおられるかなと思うの

ですが、そういったものは施設の中で処理できるということでよいのか、確認です。 

【事務局】 

 

まずフェニックスへの搬出につきましては、現在、彦根市清掃センターでもフェニックスへ

の搬出というのをされているかと思います。これは毎日でしょうか。 

【委員５】 10t ダンプでいっぱいになれば搬出しています。 

【事務局】 頻度につきましては大体 1 日に 1 回、ばいじんと焼却灰分けて積んで 2 台ぐらい搬出してい

ると思います。 

また、「上げ土」等の話ですが、現在 3 町さんは、燃えないごみとして中山投棄場に運んでい

ただいておりまして、焼却のほうには行っていません。ただ、埋立事業も終わりましたので、

中継基地として一旦集めたものを今は三重県にある民間処分場に持って行っているのです

が、ただ、その持ち込みについては、いろいろご指導等もあるようでございます。中山投棄

場からは、各市町の課長が集まる機会には、次回から出てくる「上げ土」は基本持ち込まな

い努力をお願いしたいというお話はさせていただいています。ただ、現実的にはその土を置

くところがない市町が多いので、今のところはそのまま持って来ていただいて、それを三重

県の民間処分場に持って行って処理をしていただいているような実情です。新しい施設にな

りますと、そういう埋立てしてきたものも焼却施設で対応できることもありますので、当然

土についても可能な限り高温処分した上で、あと残渣というような形になるようでしたら、

それはそれでまたフェニックスのほうに持って行くことになると思います。 

【委員長】 他はいかがでしょうか。 

【委員６】 理念 1 で「ごみの安全・安心・安定的な処理」というところがございます。古い話になるか

もしれませんが、過去に火災を起こしたとか、それから爆発したとか、この辺がどうだった

かというのは、焼却方式の違いによって起こるものではなく、他の関連したいろんな維持管
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理や、安全装置、そういうものの不備によって起こることもあるのだろうとは思います。質

問なのですが、もしも何か調べておられたら教えていただければ、逆にそういうことを踏ま

えて、今回は新しく対策しているから安心というようなことが言えるのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

【事務局】 焼却方式によって、火災が起きたり爆発したりということは基本的にはないのですが、ごみ

処理施設で起きやすい事故としては、まずは焼却施設ではごみピットの火災が一番起きやす

いです。それはごみの中に引火性のものとかが入っているとごみピット火災が起きてしまい

ますので、最近の施設ではごみピットを赤外線で見て、温度が上がってきたところに自動的

に放水銃で水を吹くというような火災検知装置もついております。 

あとはごみ処理施設で起きやすい火災や爆発というのは、多くはリサイクル施設のほうで、

破砕機の中に例えばスプレー缶が入ったりとかガスボンベが入ったりしたために爆発が起き

たりということがございます。それに対しては破砕機のほうに不燃性のガスを吹き込んで爆

発が起きないようにしたり、あとは当然ですが、プラットホームでそういう引火性のものを

手作業で取り除いていったりということが大前提の対応となります。 

万一爆発が起きたとしても施設に損害を与えないような対策、危機管理もされます。火災が

起きたときも、あちこちから自動的に水が吹き込まれるような装置を取りつけていくことに

なりますので、そういった焼却方式とは別のところで対応ができるということになります。 

【委員６】 ありがとうございます。過去に焼却場そのもので起こった事例というのは、どこでどんな原

因でどんな対策を打たれたかというようなことはどうなのですか。もしも調べておられるの

でしたら教えてもらえればありがたいのですが。 

【事務局】 具体例というのは手元に資料がないのですが。 

【委員６】 過去、そういうことはずいぶんあったのですか。 

【事務局】 最近でもあるにはありますが、少しまた事例を調べてみたいと思います。 

【委員６】 できたら調べたものを教えてもらえれば、より安心、そういう対策を打てるということで、

過去の事例を踏まえて、今回は歯止めが効くように設備を充実させていったらよいと思うの

で、教えていただければと思います。 

【事務局】 ただ、ニュースに出てくるのは大体大きな事故になったものが出てくることでして、例えば

爆発したけれどもすぐに消火して対応したというような場合はニュースに出てこないことが

多いので、なかなかそのあたりの適切に対応できた事例みたいなものは出てきにくいかなと

いうのは想像しております。 

【委員６】 よろしくお願いします。 

【委員長】 私が直接聞いた話でありますが、近江八幡市の昔の流動床焼却炉で爆発が起こりましてオペ

レーターが怪我をした。裁判になって、なぜ爆発したかというと灰から水素が発生して、そ

れが爆発して作業員が怪我をしたということがあったと聞いております。私は学生時代に京

都大学の高槻名誉教授のところにおりましたが、その実際の灰を実験室に持ち込まれまして、

その灰に水をかけると水素が発生する実験をしろということで、当時それを担当された方は

怖々とやっていました。当時それは予見できなかったことで、たしか刑事裁判にはならなか

ったと思います。金属、特にアルミ缶が悪さをしているんじゃないかという、水素問題とい

うことで一時期新聞などを賑わしました。いわゆる焼却灰が水と反応して水素が発生すると

いう問題でありますが、これは他でも起こっております。 
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それから、硫化水素のこともありますので、特に焼却灰の処理をすることで、生物的な反応、

もしくは無生物でも起こり得るのですが、硫化水素の発生によって人的被害が起こることも

あります。単に設計の段階で換気をよくするということで対応されているので、そういう面

でも実績のあるメーカのほうがよいということは言えると思います。 

【事務局】 ありがとうございます。事務局といたしましてもおっしゃっていただいたように実績が多く、

そしてこの方式の中で比較的運転管理も容易といいますか、実績があるということでストー

カ方式を採用していきたいという思いでございます。やはりそこには基本理念にも掲げまし

たように、オペレーターの方の安全への工夫も含めての考えでございます。 

おっしゃっていただいたように過去、わかる限りの事故例を整理しておくことによって、設

計段階やソフト面等での対策を可能な限り踏まえた上で準備をしていきたいというところで

考えております。 

【委員１】 焼却の内容に関する話やオペレーションのことではないのですが、1つが資料 3の 164 ページ

のスケジュールの中で、一般廃棄物処理基本計画と循環型社会形成推進地域計画の第 2 次計

画の策定とスケジュールを書かれていますが、これは市町によって時期が一緒なのですか。 

【事務局】 この資料 3の 164 ページは、またこの後ご説明をさせていただきたい部分ではございますが、

一般廃棄物処理基本計画につきましては、各市町のほうで立てていただく計画でございます。 

【委員１】 これは、皆さん同時に改定なんですか。 

【事務局】 1 市 4町が平成 32 年度に改定をして、平成 33 年度からの計画を平成 32 年度に改定をしてい

くということで、そういったことで進められているというところでございます。 

【委員１】 このタイミングで同時にやるんですね。要は一緒にやるというか。 

【事務局】 そういったことです。 

【委員７】 今の一般廃棄物処理基本計画については、彦根市は平成 34 年度までの計画になっているので

すが、一応ほかの 4 町さんが平成 32 年度になっていますので、その時期に合わせさせていた

だこうという考えで今進めております。そういった意味で調整をさせてもらうということも

視野に入れて計画の見直しをかけておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

【委員１】 もう 1つは、概算事業費はこの施設整備基本計画の中に載るということなんですよね。 

【事務局】 さようでございます。 

【委員１】 この見積の条件とかを少し記載していただいたほうがいいんじゃないかなと。資料 4 には調

査項目ということで書いているのですが、この計画の中に書かれる場合にも前提条件を書い

ていたほうがいいんじゃないかという、そういう意見です。 

【事務局】 

 

おっしゃっていただいた資料 4 のメーカヒアリング結果表に、どういった前提で例えば調査

対象にしたかという、そこの前提条件ということでございますか。 

【委員１】 そっちもありますし、この見積の前提のシステムとして、この報告書の前のページを参照す

るのかもしれないのですが、どういう条件でこの見積がなされているかという。 

【事務局】 わかりました。 

【委員１】 それと、もう 1 点すみません。資料 3 の 166 ページのリサイクル施設の維持管理運営費のほ

うの資源物等売却益のところなのですが、分別案③が、売却益が少し少なくなっているのは

どういうことなのかなと思いまして。 

【事務局】 ご指摘の点は、維持管理費の分別統一案①と②のときにリサイクル施設の維持管理費の⑤資

源物等売却益が 10 億 6000 万円ぐらいで、分別統一案③が 10 億ぐらいになっているその差が
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何かということですね。 

【委員１】 はい。 

【事務局】 これはすべてのプラントメーカからすべての分別統一案を見積対応いただいたというわけで

はなくて、案①だけのメーカとか案③だけのメーカもあったりして、その平均をした結果、

計算上少し小さくなってしまったということです。何かその際に条件的な違いがあるという

わけではございません。 

議事（４）その他ごみ処理施設にかかる事項の計画 

【委員長】 次の議題、その他ごみ処理施設にかかる事項の計画について事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 では、続きまして、第 9 章「その他ごみ処理施設にかかる事項の計画」について、でござい

ます。この第 9 章は今後の事業スケジュールや概算事業費等について一定の整理をしており

ます。 

（資料 3 説明） 

【委員長】 資料 3 の 164 ページ目にありますスケジュールは、あくまで今考えているスケジュールであ

って、今後状況によっては変わっていくこともあり得るということを確認したいと思います。

付帯する工事等の説明もありましたが、今すぐにそこまで進まないとは思うのですが、所信

表明をいただいたということで。何かご質問いただくことがございましたら。 

【委員２】 このスケジュール表は、一般の方への公表は今の段階では出ないということですか。 

【事務局】 基本計画に掲載をしていく予定はしております。今日議題として上げさせていただいており

ますので、今日の会議の資料として、この後ホームページ等でも公開をしていきますので、

そういった意味では出ていきます。そのため右下のほうにスケジュールは変更の場合があり

ますということは記載させていただいております。 

【委員２】 環境影響評価ですが、4年から 4年半というように地元には説明されているのではないかと思

うのですが、どうですか。 

【事務局】 環境影響評価は約 4 年ということで今ご案内をしております、先ほど申しましたように、当

初はこの 30 年度の頭から入っていきたいという思いも正直に言えばございました。ただ、先

ほど申しましたようにいろんな意見をいただいている中で、そのあたり慌てずに、きちんと

地域住民の方々にお願いする部分をお願いをした上でと考えておりますので、そういった中

でどこまでこの環境影響評価、環境アセスメントは短縮をしていけるかというところで、一

定 3 年半ぐらいまでの短縮ということであれば、それぞれの工程を少しかぶらせることによ

って可能だということで、4 年の部分を、今日お示ししたスケジュールでは 3年半で引かして

いただいているというところでございます。 

【委員長】 でも、4年と言ってしまったんですね。 

【事務局】 そうですね、約 4 年ということでご案内をさせていただいているというところでございます

が、そのあたりは、また今後スケジュールの中で、こういった基本計画でまた定めたことに

よりまして次のステップのご案内をさせていただくときには、そのあたりを含めてご説明さ

せていただけたらと思います。 

【委員長】 そのあたりは少し慎重に進めていただきたいと思います。 

【委員３】 今の発言していただいた中で、地元の方に一度言ってあることというのは、地元の方は覚え

ておられますので、きちんとこのスケジュール表も、4 年なら 4年をきちんと図で表しておく

ほうがよいかと思います。そして早くなるのはよいのですが、ただ、今言ったようにかなり
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時間的に、心理的な部分もありますし、お願いするほうになりますので、私はこれは 3 年半

の計画になっていますが、4 年の図にしていただいて、見てわかるようにしたほうが私はわか

りやすいのではないかなと思うのですが、もしできたらそういう方向でお願いしたいと思う

のですが。 

【事務局】 

 

そのあたり一度検討させていただいて、現在としましては、当然 39 年度の稼働を目指してい

くという中で一定スケジュールを引かしていただいておるのですが、そのあたり住民様への

説明の部分も含めまして、記載の仕方も含めて再度ご検討させていただきたいと思います。 

【委員長】 そうですね。委員からそういう指摘があったということも重要なことではありますので。 

よろしゅうございますか。 

【委員７】 

 

先ほどのメーカヒアリングのところに戻らせていただきたいと思うのですが、調査項目の中

に、当然ながらこの計画に書いています公害防止項目、要は最低限基準を満たすということ

が条件だというふうに思っているのですが、そうであれば、この資料 3の 69 ページの処理方

式の検討の中で、一番この辺は地元の方も非常に心配されるところもあると思いますので、

単に環境への負荷の少ない施設という部分では評価はあるのですが、そういったことも前提

にして処理方式の選定をしていますということはしっかりと明言していってもよいのではな

いかなと思います。要は、環境への負荷が少ないというのは必ずしも公害防止項目に適合し

ているかどうかということとイコールではないと思いますので、その辺、項目として適合し

ているのであれば加筆されたほうがよいのではないかなと思います。 

【事務局】 ありがとうございます。 

【委員長】 そうですね。このチラシでも、不安的な要素を全面に出して作られているわけですものね。

実際、確かにそういう風評というのは必ずあるのですが、どういう進歩をしてきたとか、よ

そでも何の問題もなくうまくいっているとか、互いに勉強し合うような形で対話ができたら

少しは相互理解が進むのかなと期待しておりますので、ぜひともお願いしたいです。 

議事（５） その他 

【委員長】 では、その他について事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 それでは、事務局より２点ございます。 

次回第 5 回委員会は 3 月 1 日(木)の 16 時 00 分から豊栄のさとにて、そして、第 6 回委員会

は 3月 28日(水)の 9時 30分から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。 

2 点目に、第 2回および第 3回の委員会の会議録につきまして内容照会をかけさせていただい

ておりましたが、本日皆様から確認書の提出をいただいております。この後頂戴したご意見

等を踏まえ事務局にて会議録を作成し、近日中には皆さまにお渡しさせていただきますので

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】 わかりました。では、最後になりましたが、今日は最初に申し上げました要求を地元に言わ

せるようなことはしないということ。それから、反対運動をされている方もかなり重い心持

ちでされていると思いますので、配慮をぜひともみんなで持っていただきたいというふうに

お願いしたいと思います。あと、もう 1 つは消耗戦に持ち込むことは絶対にしないでいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

では、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 以上 
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