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第 5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 3月 1日（木） 16時 00分～18時 00分 

場 所 豊栄のさと ２階視聴覚室 

参 加 者 26名＋傍聴者 10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 

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 枝澤課長、山﨑技師 

欠 席 者 村岸勉委員※、加藤明男委員                   ※代理者あり 

次 第 

１  開会 

   ２  議題 

（１）前回の検討内容等を踏まえた修正案について 

（２）ごみ搬入出車両通行ルートの検討 

（３）施設配置・動線計画 

（４）現時点での計画素案について（まとめ） 

（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２－３】ごみ処理施設における事故事例 

【資料３】施設整備基本計画（素案） 今回検討箇所（議題(２)(３)関連） 

【資料４】施設整備基本計画（素案） 検討箇所以外 
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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５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。 

議題へ進ませていただく前に、現状の報告等をさせていただきます。まず、建設候補地の地元

地域の状況でございますが、これまでご報告してまいりましたとおり、竹原区の周辺地域から

は、非常に厳しいご意見をいただいている状況でございます。中でも、岩倉区、松尾寺区、東

出区の 3地区が、自治会として施設建設に反対の意思を示されており、現在、各区内に反対看

板を設置されている状況です。 

これまでに開催いたしました住民説明会の場や、各自治会と個別に対応させていただく中で聞

かせていただいている意見としまして、大きく分けて、２種類のご意見がございます。 

ひとつは、環境や交通、健康への影響など、施設建設にかかる具体的な内容についてのご意見、

そして、もうひとつは、そもそも建設候補地の選定理由や経過に納得できない、竹原区を選定

したこと自体に納得できない、というご意見でございます。私ども事務局といたしましては、

まず、施設建設にかかる具体的なご意見につきましては、今ご検討いただいておりますこの基

本計画に、可能な限り、反映させるよう取り組んでおりますとともに、今後実施してまいりま

す、環境アセスメントなどの各種調査におきましても、住民の方々が不安に感じておられる点

に対して、具体的に調査結果や対策等をお示ししながら、丁寧にご理解を賜ってまいりたいと

考えております。また、そもそも竹原区を選定した理由や経過が納得できないというご意見に

対しましては、あらためてこれまでの経緯や選定委員会での評価内容、管理者における選定理

由等を丁寧にご説明し、何とかご理解を賜れるよう、粘り強くお願いしてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

次に、当組合の議会の状況といたしまして、一昨日、2月 27日に 2月定例会を開催し、来年度

当初予算の審議が行われました。新ごみ処理施設関連の予算といたしましては、当初は、現地

での各種調査、具体的には、環境アセスメント調査、地形測量調査、地歴調査、断層調査の 4

つの調査業務の経費を来年度当初予算として計上することを予定しておりましたが、今ほども

申しましたとおり、近隣住民の方々から厳しいご意見をいただいている状況の中で、住民感情

を逆なでするような形で現地での調査を開始するのではなく、地域住民の方々から一定のご理

解を得られますよう、まずは十分に対話を行い、慎重に進めていくべきであると考えまして、

それらの新規業務の予算計上は見送ることといたしました。最終的に、事務的な経費を除いて

は、今年度からの継続業務であり、平成 31 年度までの約 3 年間を期間として既にパシフィッ

クコンサルタンツ株式会社さんと契約を結んでおります「施設整備基本計画策定等業務の平成

30 年度分 約 460 万円」のみを計上いたしましたが、一部の議員の方から、現時点で竹原区を

建設候補地として業務を進めていくことは認められないとして、当初予算案全体の中から、こ

の約 460万円の部分を除いた形の修正予算案が提出され、結果的に、その修正案が可決されま

した。 
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さらに、基本計画を策定する際には、議会の議決が必要となる主旨の条例案も提出をされまし

たが、この条例案につきましては、継続審議ということになっております。 

なお、この約 460万円の経費につきましては、今年度当初に債務負担が認められており、すで

に契約済の業務にかかるものであるため、事務局におきましては、現在、地方自治法第 177条

に基づく義務的再議や原案執行権等、今後の対応を検討しているところでございますが、いず

れにいたしましても、繰り返し申しあげておりますとおり、現時点で「建設候補地」である竹

原区が「建設地」となるためには、地域住民や議員の方々の一定のご理解が必要であると考え

ており、そういった面で、皆様に具体的にご検討いただく上においても、基本計画を策定し、

具体的な内容をお示しすることで、様々なご意見がいただけるものと考えております。また、

様々な状況に十分に配慮しながらではありますが、可能であれば、環境アセスメントや断層調

査などの各種調査を実施し、建設地となりうるかを確認するとともに、その結果をお示ししな

がら、地域住民の方々の不安を解消してまいりたいと考えております。 

皆様にお願いをさせていただきたいのは、まずは竹原区で施設を建設する場合に、どういった

良い施設となるかという観点でご意見をいただきたいと考えております。先ほど申しましたと

おりの状況でございますので、成果物といった所まで進めるかどうかわからない状況ですが、

次回 3 月 28 日、いったんの中間承認をいただきたいと思います。本日時点におきましては、

今後の対応を検討しているところでございますが、取り急ぎ、現状の報告をさせていただきま

した。 

では、委員長よろしくお願いいたします。 

【委員長】 微妙な状況になっておりますので、あまり余計なことは言ってはいけない状態でありますが、

先ほど事務局から地元竹原地区及びその周辺の状況のお話と、それから組合議会の状況につい

てご説明がありました。今の流れで粛々とできる状態ではないということをご説明いただいた

わけでありますが、今触れられなかったのですが、愛荘町の町長選挙が先週あって、どうなる

かまだよくわからないということと、3 月に彦根市議会があり、そこでもこの話が出るだろう

ということですので、少しその流れも見ながら今後の対応を考えていくということになると思

います。 

先ほど事務局からありましたように、数十年ぶりにごみ焼却施設を作るということにあたりま

して、今はどういったものが望ましいと考えられているのか、彦根愛知犬上地域においては、

例えば竹原区に作るとするならばどういったものが具体的なのかということを審議するとい

う、そういう立場でご発言いただけたらと思います。 

議事（１） 前回の検討内容等を踏まえた修正案について 

【委員長】 議題（１）「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、議題１、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、資料２－３説明） 

【委員長】 蛍光管等の水銀の件ですが、作業員の安全を考えて割れたものをあえて分別しないというお話

もあり、確かにそれはまっとうだと思います。ここに入れる話ではないのですが、水銀を含ん

でいる製品を割ってしまうとその場で水銀はほぼといいますか、何日かで大気に蒸発していっ
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てしまうので、そもそも蛍光管をなるべく割らないでごみとして出してもらえたら嬉しいとい

うようなチラシを作るぐらいのことは多分できるのではないかと思います。割れてしまうと水

銀は飛んでいってしまいますので、環境に与える影響はよろしくないということで、条約とし

て決められたものでもありますので、意識してもらう上で市民向けのごみのチラシに「割れた

場合はどうしてほしい」ということと併せて、「なるべく割らないように丁寧な形で出してい

ただきたい」ということを入れたらいいかなと思っております。 

あと、事故の一覧表をつけていただいております。実は今までこういったものが一覧で出てく

ることはほとんどなくて、かつては事故が起こったとしてもあまり公表してこなかった。公表

しなかったというよりも、委託で外注の業者がやっているので、事故が起こったとしても役所

はそれを関知しない。そこの会社の中では労災となるけれども、役所側がそれをプレス発表し

なかったという経緯があります。ただ、現在はそれが役所側の事故であっても、あるいは民間

の会社の事故であっても公表すべきだと。あるいは簡単なのはホームページ上で書くだけであ

れば別に記者を呼ばなくても公表になるんですね。それでこういうことがおもてに出るように

なった。ですから、事故そのものは現場にいる方にとっては、20年前に比べるとものすごく減

っているという感覚なのですが、公表することが世間の常識になってきたという話でありま

す。 

もう一つ、実は産業安全に関わる統計で、業種ごとに「100 万人の人が働いたら何人死ぬ」か

という統計があります。一番多いのは林業とか工業で、一番死なないのは事務職員なのですが、

そういう統計で数字を引っ張ってきてみますと、今公表されている事例の裏にも、まだ隠れて

いる人がいるだろうというふうに思いました。 

ほかに何かありますか。よろしいですか。では次の議題に進みます。 

議事（２） ごみ搬入出車両通行ルートの検討 

【委員長】 議題（２）「ごみ搬入出車両通行ルートの検討」について事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 では、議題２、ごみ搬入出車両通行ルートの検討について、ご説明させていただきたいと存じ

ます。 

（資料３説明） 

【委員長】 

【委員１】 

何かご発言ありましたらお願いします。 

新設道路というのは新たな道を作るというのか、それとも既存の道路を利用して拡幅するとい

うことも新設道路となるのでしょうか。 

【事務局】 新設道路という言葉を使いましたが、既設の道路を拡幅するということを含めて新設道路の定

義と捉えていただきたいと思います。例えば農道や、岩倉川の川沿いにも道がございますが、

そういった今ある道を拡幅するということも含めて具体的な整備ルートとしてこれからでき

る可能性を調整していきたいというところでございます。 

【委員２】 台数のほうはだいぶ少ないというご説明でしたが、307 号から数％の進入があるという内容で

したが、この内容ですとそちらのほうは記載されていないので、ご説明いただけますか。 

【事務局】 現時点では 307号側からのルートとして、例えば極端に言いますと山を越えてくるようなルー

トの整備ができるかといった検討も事務局としてはさせていただきましたが、現実問題とし

て、なかなか 307号側から道路を大きく振ってくるということは難しいだろうというのが正直

なところでございます。例えば彦根市の北の方面から 307号で下りてきた場合におきましても、

一旦県道 13 号線側のほうにどこかで出て、この新設道路を可能な限り入ってくるということ
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になるかと思いますが、どうしても、地元の方、愛荘町の 307号線沿いの集落の方は 307号線

を上がってきて、例えば今の既設の道路を使われるのかなと思います。そういったところで、

全く入ってこないということは想定されないかなと思っており、10台程度は東側から入ってく

る可能性がありますが、例えば彦根市や他市町から運搬という形で入ってくる車については、

県道 13 号線から新設道路を通って入ってくるということをルールとして決めていきたいと考

えているところでございます。 

【委員長】 いろんなところを広く整備してしまうと、これ幸いとどんどん走り出しますので、こちらに来

てほしくないという所はあえて細いままにしておくというのも方法としてあると思います。あ

るいは入口をそちら側に向けないという方法もあると思います。 

【委員３】 県道 13号の現状の利用者の台数とか、307号の現状の利用者の台数はどの程度でしょうか。現

状の台数の上に、さらにごみ処理施設関係の車が入るわけですね。その辺の影響度合いを考え

ておかないといけないかなと思います。現状何台ぐらい通過して、これぐらい増えるというこ

とがわかれば教えてもらえればありがたい。 

【事務局】 交通センサスという国交省が取りまとめているデータでは、県道 13号の交通量が昼間の 12時

間だと約 6,000 台、夜間も含めて 24 時間で約 8,300 台です。それに対して先ほどの収集車両

の台数が乗ってくるというところでございます。307 号のほうにつきましては、同じく昼間の

12時間で約 10,000台、夜間も含めると約 12,700台となっております。これに対して先ほどの

10台程度が乗ってくるといったところでございます。 

【委員３】 それは収集車が通ると混雑して迷惑するような台数になるようなものになるのでしょうか。何

台が適正なのかわかりませんが、その辺は見ておかないと収集のために混雑して通れないじゃ

ないか、そんな意見が出てくるかもわかりませんので、もしもわかれば。 

【事務局】 パーセンテージとしては、13号のほうでも 5％増ぐらいですので、混雑を引き起こす原因にな

るようなことではございません。 

【委員３】 現在と 5％ぐらいしか影響はないということですね。わかりました。 

【委員４】 最終的には整備ルートを決めるにあたって、公安委員会等に確認し安全対策が必要になったり

すると思いますが、その辺はまだこれから審議していくという形ですね。 

【事務局】 おっしゃるとおりでございます。基本計画の段階におきましては一旦こういった方針として定

めていくということになります。基本計画にはこれ以上の具体的なルートを載せていくという

ことを予定しているということではございません。具体的にこれから土地所有者様や、各関係

機関も含め、具体的に調整を行っていく中で、おっしゃったところも含まれてくると考えてお

ります。 

【委員４】 県道 13 号だけでなくて、国道 307 号線からの搬入もあると思うので、その辺またよろしくお

願いします。 

議事（３）施設配置・動線計画 

【委員長】 次の議題（３）「施設配置・動線計画」について事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 では、議題３、施設配置・動線計画について、ご説明させていただきたいと存じます。 

資料３のうち、第 8章をご覧ください。先ほどの議題２でお示しいたしました、ごみ搬入出車

両の新設道路の整備ルートにより、建設候補地敷地への進入口が、敷地の西側、または北側、

または南側の 3パターンとなる可能性がありますので、それぞれ対応する配置をお示ししてお

ります。 
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（資料３説明） 

【委員長】 施設配置と動線計画の具体的な絵が出てまいりましたが、何かご注意いただくことはございま

すか。今日のところは、どれかを選ぶとかそういう話ではなくて、この候補地に建設するとす

ればこういう方法があるし、それを基に検討しましょうといった内容であります。 

【委員２】 用語の中で私ども「里道」という説明を受けると、畔と言われるものをイメージしてしまうの

ですが、周遊道路という意味で、補償道路として設定されるなら里道というのはもう少しわか

りやすい名称のほうがいいのではないかという気がします。 

【事務局】 ありがとうございます。用語の使い方も改めて検討させていただきたいと思います。 

【委員２】 根本的なところに戻りますが、最初に近隣住民さんのいろいろなご心配があって、なかなか難

しいというのをお聞かせ願ったのですが、特に進入関係とか配置計画などが心配されている点

だと思うので、そういう意見を取り入れて今具体的な案を出していただいているということで

すね。これをもとに説得が少しでもご理解をいただけるように持っていきたいという趣旨であ

る程度意見を取り入れて作っていただいていると考えさせていただいたらいいですね。 

【事務局】 ありがとうございます。実は、配置については具体的な意見を既に頂いているというわけでは

ございません。案として 6パターンをご用意させていただいている現時点としては、ここの評

価の項目にも書いておりますように、住民への配慮というのがとても大切な要素という認識は

持っております。ただ、特に岩倉区や松尾寺区とこういった施設の配置について、今後ご意見

を聞かせていただいて、ご意見を踏まえて最終決めていきたいという思いは持っているところ

ではございますが、現段階におきましては、前回の委員会で申し上げましたとおり、「具体的

な協議には乗らない」とおっしゃられている状況でございます。地元住民の方への配慮や、例

えば今後実施する断層の調査結果、搬入出車両の通行ルートがどこになるかなど、大事な要素

を含めながら最終的にこの中から決まっていくことになるかと思いますが、現段階での基本計

画としてはそういった可能性を含めてパターン化をして載せているとご理解をいただければ

と思います。当然、例えばこの施設自体が、竹原区より岩倉区のほうが近いというのはなかな

かご理解を得にくいというところも認識としては持っておりますので、具体的にはこういった

ものをお示ししながら協議ができるような段階に持っていけるようにしっかり取り組んでい

きたいという思いでございます。 

【委員５】 リサイクル施設として容器包装プラスチックを分別するかしないかによって敷地面積に影響

があると思いますが、どう考えていらっしゃるのでしょうか。 

【事務局】 その場合にも対応できる面積となっております。ですので、もし容器包装プラスチックの分別

は行わなくなる場合、多少面積は小さくなってくるといったところでございます。 

【委員長】 配置計画も複数提示しているというところだと思います。地元から要望があって、それに応じ

て作ったというものではなくて、事務局のほうから考え得る選択肢を並べて提示するものをこ

こで議論したという形かと思います。よろしいですか。 

議事（４）現時点での計画素案について（まとめ） 

【委員長】 次の議題（４）「現時点での計画素案について（まとめ）」について事務局より説明をお願いし

ます。 

【事務局】 はい。では、議題４、現時点での計画素案について、ご説明させていただきたいと存じます。 

資料４として、第４回委員会まででご検討いただいた内容を一冊に綴じております。基本的に

は、これまでの委員会でお示ししてきた内容や修正内容を反映しているものでございます。 
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ここに、本日お示しいたしました、車両の通行ルート条件、そして施設配置、動線計画の部分

を追加し、次回の委員会で、中間承認としてお諮りしたいと考えております。 

改めて、お気づきの点やご意見等がございましたら、事務局までご連絡いただけたら幸いでご

ざいます。なお、次回の第 6回委員会は、3月 28日でございますので、準備の都合上、大変恐

れ入りますが、ご意見がある場合は、来週中、3 月 9 日（金）までにいただけましたら幸いで

ございます。よろしくお願いいたします。 

【委員長】 次回 3月末で中間とりまとめという形で、今年度はこれで一応シェアするということで進める

予定ですね。 

議事（５） その他 

【委員長】 では、最後に「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１点ございます。 

第 6回委員会の日程についてでございますが、3月 28日水曜日の午前 9時 30分から豊栄のさ

とにて開催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】 全体を通して何かご発言したいことがありましたらお受けいたします。いかがでしょうか。 

【委員３】 一般的な話でお聞かせいただきたいのですが、燃やすごみの中には生ごみが非常に多く、生ご

みというのは当然ながら水分を 85％ぐらい含んでいるわけです。それを回収して燃やしますと

水分を燃やしているようなもので、燃料費もたくさんかかると思うのですが、この辺は前処理

をうまくやって水分をある程度抜いて焼却するというような方法というのは今、世の中にない

のでしょうか。 

【委員長】 かなり素性のきれいな、台所のごみというよりは食品の加工の現場で出てくる残渣ですとか、

そういったものであれば、コンポストによって肥料にするというのはございます。家庭ごみ由

来でも昔そういうことを試みたところはいくつもあるのですが、なかなかできた製品の引き取

り手がなかったということがございます。 

【委員３】 生ごみを自分たちで肥料化して畑とか花壇、そういうのは我々もやっているので、それは一方

では進めていきたいと思うのですが、焼却場で燃やす場合に、施設の中で前処理として水分を

抜いて、100％までは行かないと思いますが、ある程度抜いた状態で燃やすと、燃料費、ある

いは設備的にもいいのではないかと思うのですが、ほかの焼却施設でそういうことをやってい

る地域があるのかどうか。 

【委員長】 現在はごみを集めてきた段階で、水分は 40％ぐらいあるのですが、発熱量にすると低位発熱量

で 2000kcal/kgぐらいであります。自燃限界といいまして自分の力で燃え続けることができる

のが 1300kcal/kgとか言われていますので、現在の焼却炉ですと、最初は確かにバーナーを使

って着火するために燃料が必要でありますが、あとは自分の熱量で勝手に燃えていく。ですの

で、あまり水分を事前に抜いておく必要は特になく燃えていきます。 

実は出てきた熱をどうやって捨てるかというのが非常に大きな問題でして、装置が傷んできま

すから、古い炉ですと上から水をかけるということをやっています。それぐらい熱が出ており

ますので、効率よく燃やすために水分を抜くということは現在の日本ではほとんどない。今日

本ではと申し上げましたが、東南アジアのほうで紙とかプラスチックとかどんどん資源になる

からと抜いてしまって、あとこれを燃やしてという、そういうごみですと本当に水分が 8割ぐ

らいあるらしいんですね。あれは燃えないということは聞いたことがあります。そういった場
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合にはまた考える余地があると思いますが、現在の日本の一般家庭から出るごみですと水分

40％、高くても 50％ですので、十分にうまく燃えると思います。 

【委員３】 ということは、生ごみは水分が 85％ぐらいだと思っているのですが、それが入っていても燃や

すことについては問題ないということでしょうか。 

【委員長】 生ごみ以外に紙ですとか木ですとかあるいは草木が入っていますので、通常はうまく燃えてい

ます。 

【委員３】 ですから特別に水分を抜くような付帯的な設備を入れてやらなくても、やっても変わらない、

だから別にやる必要はない、こういう見解ですね。 

【委員長】 はい、そうです。 

【委員３】 わかりました。 

【事務局】 焼却施設の設備ということでは、今委員長がおっしゃっていただいたところでございます。市

町の取り組みとして水分を切ってごみを出してくださいというような啓発はご承知のとおり

されているかと思いますが、焼却施設としては今委員長がおっしゃられたようなところという

ふうに私も勉強させていただきました。 

【委員長】 発電をするところは、出ていった熱を使って、ボイラーでお湯を沸かしてタービンを回すので、

その効率を考えるとあまりごみに水分が多すぎると熱が足りない、ごみが足りないということ

になって発電の効率に問題が起こってきますので、それには水を切っていただいたほうがいい

というのはございます。 

【委員４】 今のことですが、多賀町でも「ひとしぼり運動」とか、できるだけ水分を減らしてくれという

ことで、もしそれが絞らなくてもいいよとなってしまうと結局重量でいくらとなったときにお

金がかかってくるのではないかと思うのですが、その辺の検討は必要かと思います。 

【事務局】 先ほど申し上げたのはまさにそこでございまして、例えば市町を中心に取り組んでいただい

て、いわゆるごみ減量化の部分で水を切らなくていいということになっていくということでは

決してなく、やはり市民の方にそういった取組をしていただくことによってごみを減らしてい

くというところは変わらないとご理解いただけたらありがたいところです。 

【委員５】 今委員長言われたように、ごみの中の水分を蒸発させるためにごみの熱を使ってしまうので、

それは発電のほうに使ったほうがいいということで、水は少ないほうがいいと。 

【委員長】 はい。少し早いですが、今日のところ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 

 

 


