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修正箇所一覧表 

※第 5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 

（(１)現在のごみ処理体系 1）彦根市） 

彦根市では中間処理施設として「彦根市清掃

センター」があり、「燃やすごみ」、「粗大ごみ」、

「資源ごみ」のうち「缶・金属類」、「びん類」、

「ペットボトル」および「容器包装プラスチッ

ク」については彦根市清掃センターにて焼却、

破砕・選別等の資源化処理を行っている。 

（意見） 

資源化処理よりも、文脈から考えると中間処

理ではないか。 

（回答） 

修正します。 

彦根市では中間処理施設として「彦根市清掃

センター」があり、「燃やすごみ」、「粗大ごみ」、

「資源ごみ」のうち「缶・金属類」、「びん類」、

「ペットボトル」および「容器包装プラスチッ

ク」については彦根市清掃センターにて焼却、

破砕・選別等の中間処理を行っている。 

10 

（(１)現在のごみ処理体系 1）彦根市） 

 

（意見） 

処理体系図中、容器包装プラスチックの清掃

センターでの処理項目が（圧縮・梱包）となっ

ているが、選別が入るのではないか。 

（回答） 

修正します。 

P.10図参照 

10 

（(１)現在のごみ処理体系 1）彦根市） 

 

（意見） 

処理体系図中、「廃蛍光管」となっているが、

彦根市での呼び方は「使用済蛍光管等」です。 

（回答） 

修正します。 

P.10図参照 

12,14 

（処理フローについて） （意見） 

豊郷町と多賀町も、白色トレイ、ペットボト

ルについて甲良町と同様に「犬上郡環境協議

会」を追記願います。 

（回答） 

修正いたします。 

P.12,14図参照 

18 

（③粗大ごみ） 

彦根市では「使用済小型家電」について… 

（意見） 

他の部分でも「小型家電」と表現されている

ので、「使用済」は不要ではないか。 

（回答） 

彦根市では「小型家電」について… 

資料２－１ 
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修正します。 

18 

（⑧古紙・衣類） 

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。 

 

（意見） 

多賀町について、「集団回収が実施されてお

り、資源化業者により直接資源化される。」に

修正願います。布類のみの拠点回収は甲良町で

はないかと思います。 

また、P.14では「資源化事業者」、P.18では

「資源化業者」となっていますので、統一した

ほうがよいと思います。 

（回答） 

修正いたします。また、「資源化事業者」に

統一いたします。 

甲良町…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、資源化事業者に

おいて直接資源化される。 

多賀町…集団回収が実施されており、資源化事

業者において直接資源化される。 

20 

（動物の死がいについて） 

 

（意見） 

現在、彦根市では、ロードキル動物を含め中

型（サル、イヌ等）以上は一時保管後民間事業

者に処理委託（焼却処理）しているが、新施設

では中型までは焼却処理とするのか。 

（回答） 

ご理解のとおりです。処理可能な動物の具体

的な種類については今後の検討となりますが、

投入ホッパにおいてブリッジを起こさない大

きさの動物で、かつ安定的な燃焼に影響を及ぼ

さない範囲であれば焼却処理を行う方針とし

ます。 

－ 

21～23 

（新施設稼働開始後のごみ処理体系） 

 

（意見） 

P.19 の⑫処理困難物でスプリング付きマッ

トレス等の処理を行うよう検討するとの記載

があるが、P.21の図で言えば「粗大ごみ」に当

たるのか、それとも別枠となるのか。 

（回答） 

「粗大ごみ」に該当します。 

－ 

21～23 

（新施設稼働開始後のごみ処理体系） 

 

（意見） 

P.19 の⑫処理困難物で水銀廃棄物について

新たに記載いただいたが、P.21 の図に記載が

P.21～23図参照 
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ないので、新たに水銀使用製品の項目を加えた

方がよいのではないか。 

（回答） 

修正します。 

97 

（⑤缶・金属類受入ヤードおよび選別・圧縮ライン） 

ヤードからショベルローダー等により手選

別ラインに供給し、破除袋機を通った後、手作

業により不純物の除去とともに… 

（意見） 

破袋・選別設備として破除袋機の設置につい

て記載があるが、P.27 で缶についてはコンテ

ナ方式の回収としていることから、破除袋機は

不要ではないか。 

（回答） 

ご指摘のとおりです。修正いたします。⑥び

ん類受入ヤードおよび選別・貯留ラインについ

ても同様であることから、併せて修正いたしま

す。 

ヤードからショベルローダー等により手選

別ラインに供給し、手作業により不純物の除去

とともに… 

98 

（⑧容器包装プラスチックピットおよび選別・

圧縮ライン） 

選別ラインは、手選別とする。 

（意見） 

仮に分別収集を行うのであれば、指定袋など

袋に入れての回収が一般的と考えるが、手選別

を行う場合、破除袋機が必要となるのではない

か。 

（回答） 

破袋機を設置することとします。（容器包装

プラスチックについては、機械による除袋はで

きません。） 

破袋機を通った後、手作業により不純物の除

去とともに選別を行う。 

109 

（表 環境保全に関する法令等 騒音規制法、振

動規制法、悪臭防止法について） 

市長が指定する地域では規制の対象となる。 

（意見） 

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の記載

の中に「市長」と表現がありますが、法律上の

一般的なことを述べているのであれば「都道府

県知事」ですし、愛荘町のことを述べているの

であれば「町長」です。滋賀県では表に記載の

事務については市町へ権限移譲しています。

（回答） 

「町長」に修正いたします。 

町長が指定する地域では規制の対象となる。 

114 
（(１)排ガス 3）窒素酸化物） 

…窒素酸化物の規制には市町村等の上乗せ

（意見） 

「市町村等」ではなく、都道府県ではないで

…窒素酸化物の規制には都道府県の上乗せ

排出規制や総量規制基準もあり… 
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排出規制や総量規制基準もあり… しょうか。大気汚染防止法に関する所管は都道

府県かと思います。 

（回答） 

「都道府県」に修正いたします。 

115 

（(２)悪臭） 

…都道府県知事が市町村長の意見を聴取し

たうえで定めるよう規定している… 

（意見） 

内容について法的には上記で間違いありま

せんが、滋賀県であれば権限移譲によりどちら

も市町の事務となっております。その部分も記

載しておいた方がよいのではないでしょうか。 

（回答） 

追記いたします。 

P.115追記箇所参照 

115 

（(３)騒音・振動） 

…知事が地域を指定して定めることとされ

ている。 

（意見） 

上記、悪臭についての指摘と同様です。 

（回答） 

追記いたします。 

P.116追記箇所参照 

129～

141 

（各種「基準」の定義について） （意見） 

「排水基準（排出基準、規制基準）」「公害防

止基準」「自主基準」という言葉が混在して使

用されています。言葉の定義をしっかりとし

て、統一した定義での使用をお願いします。 

例えば P.130ページ（1）排ガスでは、「排ガ

ス中の有害物質にかかる公害防止基準を以下

の表に示す値とする」と記載がありますが、表

中では「新ごみ処理施設の自主基準値」となっ

ています。また表題については「5.3公害防止

目標値の設定」となっています。 

計画全体において調整が必要です。 

（回答） 

整理いたします。 

なお、計画施設において設定する公害防止に

係る基準値を総じて「公害防止基準」と呼びま

す。「法令基準」と「規制基準」は同じ意味で

すが、そのうち排ガスに関する基準は「排出基

準」、排水に関する基準は「排水基準」とも呼

P.129～141参照 
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びます。「自主基準」は、「法令基準」および「規

制基準」の対となる言葉です。 

135～

141 

（(２)悪臭、(３)騒音・振動、(５)排水） （意見） 

規制基準（排水基準）が記載されているだけ

で、自主基準（公害防止基準）をどうするのか

の記載がありません。規制基準を自主基準（公

害防止基準）とするのであれば、その部分を記

載すべきかと思います。 

（回答） 

公害防止基準として、規制基準を採用するこ

とが明確となるよう追記いたします。 

P.135～141修正箇所参照 

135～

137 

（(２)悪臭、(３)騒音・振動） （意見） 

表の表題の書き方を統一してください。表に

記載されている内容は、規制基準ですので、以

下のとおり修正するのが良いかと思います。 

「表 悪臭に係る規制基準（敷地境界地表）」 

「表 騒音に係る規制基準（敷地境界線上）」 

「表 振動に係る規制基準（敷地境界線上）」 

（回答） 

修正いたします。 

P.135～137修正箇所参照 

164 

（８.１ 配置計画） 

⑨里道 

（意見） 

「里道」という言葉は畔を想像してしまうた

め、別の用語の方がよいのではないか。 

（回答） 

「周遊道路」に修正いたします。 

⑨周遊道路 

164 

（(２)対象施設等の条件 災害廃棄物ヤード） 

単位容積重量を 0.5t/m3、保管時の積上げ高

さを 1.5mとすると… 

（意見） 

仮置場の必要面積の算定については、県災害

廃棄物処理計画においては、単位容積重量を

1.0t/m3・保管時の積上げ高さ 5m、国の指針で

は、可燃物の単位容積重量を 0.4t/m3・不燃物

の単位容積重量を 1.1t/m3・保管時の積上げ高

さ 5m 以下としている。「単位容積重量を

0.5t/m3、保管時の積上げ高さを 1.5m」はどの

ような根拠を基に示しているのか。 

原案通りとします。 
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（回答） 

積上げ高さ 1.5mは、平場に高さ 5m未満の円

錐状に積上げることを想定した場合の、おおよ

その平均的な積上げ高さとして想定したもの

です。 

単位容積重量 0.5t/m3は、国の指針において

計算例として 0.4t/m3を使用されていることを

参考にしつつ、「ごみ処理施設整備の計画設計

要領」において可燃性粗大ごみの単位体積重量

0.2t/m3 および不燃性粗大ごみの単位体積重量

0.3t/m3の中間値 0.25t/m3に対し、貯留時の圧

縮を考慮して 0.5t/m3としたものです。 

なお、災害廃棄物ヤードの面積算定において

は基準があるわけではなく、国の指針で示され

た数値（単位体積重量）はあくまで計算例です。 

167,169,

171 

（施設配置案 ①-(2)、②-(2)、③-(2)） （意見） 

地図を見る限り、この土地は山から岩倉川に

向かって勾配がついているのではないかと思

われますが、この配置では逆勾配になるのでは

ないかと思われますが、調整池の位置が最上流

の位置にあるのではないかと思われます。ポン

プアップを考えておられるのでしょうか。 

（回答） 

現状の地形は、ご理解のとおり山側から岩倉

川に向かって勾配がついておりますが、敷地造

成工事により施設のある盤面は平地とします。

その上で、敷地内に降った雨水が調整池に流れ

込み、また雨水調整池から岩倉川へと流れるよ

うに雨水排水側溝や排水管の設計を行います。 

原案通りとします。 

 


