
①　意見公募の実施について
　・案件名【彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画（素案）】
　・意見の募集期間　　平成30年（2018年）6月20日（水）～7月20日（金）
　・意見の募集方法　　郵便、ファックス、Eメール、持参

②　意見公募結果について
　・提出意見件数　　  　123　件（101名）
　【内訳】
　　（１）案の修正を行うもの　　　　　・・・１５件
　　（２）案の修正を行わないもの　　・・・５４件
　　（３）すでに案に記載済みのもの ・・・　４件
　　（４）その他　　　　 　　　　　　 　　・・・５０件
　　※（４）その他については、基本計画（素案）以外に関するご意見等をまとめた件数となります。

③　寄せられたご意見について
　　　・寄せられたご意見等の概要、ご意見等に対する組合の考え方は以下のとおりです。
　

　　
№ 意見の概要 意見（種類） 件数 組合の考え方

1

＜理念１＞に対する矛盾
「施設の建設および運転にあたっては、１市４町の住民の安心を確保するため、
情報公開を積極的に行う。」と謳っているが、これまで地域住民や議会の質問に
対し明確な回答は一切なく、また反対意見に対しても耳を貸そうとしない。住民の
不安はますます募る一方で、広域行政組合には「基本方針に基づいた真摯な対
応」を望む。

理念１に関する意見 1

2

周辺地域の反対の声を聞いても、無視された話で、ただご理解をと言われ、今後
の地域の活性化に成り得るとも言われる。でも、竹原地区ごみ処理施設建設では
不安な事ばかりで、マイナス面ばかり考えられる。住みなれた環境を変えないで
ほしいです。

理念１に関する意見 1

3

秦荘地区住民として、竹原地区設置案に断固反対
・琵琶湖周辺の大量のごみを大量の運搬車を連ねて遠距離まで運んでくることは
非常に不合理である。
・設置されれば半永久的になるので、今から真の適当な場所を探してもらいたい。
・竹原地区は住宅街であり、近隣は保育園・幼稚園・小学校・中学と教育現場であ
る。ここへの設置は彦根の中心街で焼却することと同じであり、全く不可能なこと
である。
・竹原地区設置により、地域発展を促すものでなく、却って住民の減少・流出に拍
車をかけ、産業投入等が不可能になる等、縮小しかねない。
◎大久保市長は説明会で、開口一番「焼却により電力が発生するので個々の経
済負担が軽くなる」とのこと。金銭で頬を打たれた思いがして大変不愉快である。

理念１に関する意見 1

4

岩倉内でも、ごみ処理施設に最も自宅が近くなるんですが、やはり、悪臭・24時間
稼働による振動及び騒音、又は何かあった時の被害等を考えると、建設は反対で
す。

理念２に関する意見 1 施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

5

＜理念３＞に対する矛盾
「施設の省エネルギー化、および太陽光発電等の自然エネルギーの導入により、
温室効果ガスの発生量を抑止するなど地球環境の保全に努める。」と謳っている
が、廃棄物の運搬に掛かる総距離数が延びれば、必然的に排気ガスなどの温室
効果ガスは増加する。

理念３に関する意見 1 施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

6

彦根愛知犬上地域でのごみの排出量は平成28年度約48,300t/年、その中で、彦
根市内からのごみの排出量はその76%以上となっています。愛荘町竹原区に新ご
み処理施設が設けられれば、現在の彦根市清掃センターから直線距離にして
10km以上離れている愛荘町竹原区にごみを搬送することになります。道路での
距離は、15km以上遠くなります。彦根市内からのごみは36,877t/年、1日当たり約
100tのごみが発生します。毎日15km以上遠く1日100tごみを運ぶことが、現在より
追加されることになります。1tトラック100台が毎日15km往復30km必要となります。
これが「経済性に優れた施設」でしょうか？

理念４に関する意見 1

7

＜理念４＞に対する矛盾
「施設の計画・設計・建設から運営・維持管理・改修までを含めたごみ処理システ
ム全体で、常に経済性や効率性に配慮し、ライフサイクルコストの適正化を図
る。」と謳っているが、彦根市のごみが１市４町全体の７割を超える中、建設地を
竹原へ移すと、彦根市の収集運搬費は、年間で１億2500万～１憶7500万円も増
加し、経済性は悪化する。また、事業所ごみの回収に必要とされる中継基地に関
する記載もなく、基本計画そのものに不備がある。

理念４に関する意見 1

8

彦根市から遠方へのごみ運搬には理解しがたい。経済的、環境保全面からも不
適切な場所と言わざるを得ない。

理念４に関する意見 1

9

＜理念５＞に対する矛盾
「大規模な災害が発生した際に一定の期間で災害廃棄物の処理ができるよう、余
力のある処理能力を備えた設備を導入する。」と謳っているが、南海トラフ地震の
危険性が懸念される昨今、災害廃棄物の処理施設を、活断層に挟まれた「被災
の可能性が高い場所」に建設することは、基本方針に矛盾する。

理念５に関する意見 1

10
健康が大切。自然を残す（壊さない）。騒音。災害の多い近年、近くでの工事反
対。許すな。いたづらに自分たちの住む所を、自分の手で壊すな。 理念５に関する意見 1

11

町内で大雨警戒情報の対象になる竹原地区がごみ処理施設の候補地になること
事態が安全性を無視しており、受け入れることはできない（想定外の災害・事故が
あってはならない）

理念５に関する意見 1

12

・小学校や保育園の近くに焼却場を建てるのは反対です。
・避難地域になる所に建てて大丈夫なのか？
・災害が増えている中、1ヶ所に集めるのは？分散化をするべきだと思うので計画
の見直しをするべき。

理念５に関する意見 1

13
竹原への建設を進めるのであれば、基本計画に中継基地の費用や設備、候補地
を明記した上で中間承認を求めることが必要不可欠である。 計画条件に関する意見 1 施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

なし

第4章　基本条件の整理

―意見の概要および組合の考え方―

なお、お寄せいただいたご意見は趣旨を損なわない範囲で一部要約している部分があり、類似の内容はまとめて記載し、個人や
団体を特定または類推できる情報は削除しました。また、彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画（素案）に関する意見
公募の趣旨に該当しないご意見は「その他」のご意見としてまとめております。

第1章　施設の理念・基本方針

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

第2章　計画条件の整理

第3章　処理方式の検討

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

1 / 5 ページ

101618
資料３



14

近くに小学校・保育園がある所に、ごみ処理場からの有害物質や臭い等、これか
ら成長していく子ども達に害になるような場所にごみ処理場を作ることに反対しま
す。
また、運搬車の行き来に伴う交通安全も懸念されます。

ごみ処理施設基本条件全般に関する意見 1

15

多賀火葬場のある周辺の山。
竹原の候補地は白紙撤回すべきです。現状でも事故に巻き込まれている子ども
がいます。竹原・蚊野・周辺の宝である子ども達を守ることを第一とし、安心して通
学するためには、収集運搬車両の出入り通行をさせたくありません。
近隣住民を無視しての行政のやり方に反対します。

ごみ処理施設基本条件全般に関する意見 1

16

岩倉川沿いはホタルの生息地である。優良農地でもあり幼稚園や小学校もある。
交通事故等危険であり、道路拡幅はありえない。環境破壊につながる。子ども達
の夢を壊してはならない。環境を守る先人達の努力を無にしてはならない。

ごみ処理施設基本条件に関する意見 1

17

竹原には家も多く子どももたくさんいます。そして子どもがいるということは、小学
校・中学校への通学路にもなっているのに、そこに大きなトラックが通るとなると、
子どもたちにはとても危険なのではないか。しかも一日に何台も行き交う中には、
子どもの環境としても良くない。そして、つくし教室がある。つくしに通う子どもたち
にも危険を及ぼし、良くない影響を与える。子ども達の未来のためにも、ごみ処理
場は作るべきではない。

ごみ処理施設基本条件全般に関する意見 1

18

小学校や保育園、療育施設のすぐそばにごみ処理場を作るのは絶対に反対であ
る。子どもたちの未来のために安全な環境を保持するのは行政の大きな仕事で
はないのか。また搬入にかかわって、子どもや地域住民の安全、騒音、振動によ
る生活環境の悪化は対策を施しても火を見るより明らかである。

ごみ処理施設基本条件全般に関する意見 1

19

県道の車両通行量が増加し、生活が脅かされる。
小学校、保育園の近くに建設するのは反対。
(過去そのような施設の近くに、ごみ処理場が造られたことはないのでは)
余計に発生するごみ運搬費用が、負担させられる。
周辺地域・議会の反対も多い。(愛荘町議会も反対すべき)
いい加減な内容で建設候補地が決められ、そのまま建設されたらいい加減な運
用がなされ大変な問題が起こりそうな気がする。
以上の理由から、建設候補地を愛荘町竹原区にすることには反対です。

ごみ処理施設基本条件全般に関する意見 1

20

・小学校や保育園の近くに焼却場を建てるのは、反対です。排出物質への不安、
住環境への悪影響を心配する。
・搬入車両のルートなど心配、通学路が近いため。
・車両の排ガス。道路、町内への騒音がひどくなる。

ごみ処理施設基本条件全般に関する意見 1

21

保育園、幼稚園、小学校がすぐ近くにあり、住宅も多く、体に影響する心配がない
と説明されても、長い目で見て絶対に安全と言い切ることはできないと思います。
ごみ処理施設を建設する第一条件として、近くに学校などがないこと、住宅から離
れていること、
これは誰が考えても常識ではないですか？
近隣住民の強い反対がある以上、建設は不可能だと思います。

ごみ処理施設基本条件全般に関する意見 1

22

生活圏内でない所を希望します。
近くに小学校・保育園があり、建設にあたり交通量も増え、搬入時も住民・子ども
達も登下校時における危険。環境においては、ごみ焼却時に出るダイオキシンは
少ないと言っておられますが、住民の近くに建設は反対します。候補地が他にも
あるのに、竹原ありきで事が進められるのは反対です。早くにこういった議論も無
く進んでいくのは反対です。田舎にとって水は田に関わる事です。汚染されていく
ようにも思います。

周辺施設に関する意見 1

23

十分な議論もないままに、焼却場建設が決定される事には反対です。なぜ竹原な
のか。
廻りには小学校や保育園もあり、子ども達の健康のためにも、建設場所を再考す
べきです。

周辺施設に関する意見 1

24

「彦根や犬上のごみをなぜ愛知郡に？おかしいでしょう！」の言葉ひと言です。
もっと人の少ない山手に持っていってほしい。「近くに保育園が2つ（つくしや秦川
保育園）あるのと、学校も近いのに、なぜそんな場所に？」と考えざるを得ませ
ん。県や国をあげても、断固反対です。
近くに民家があり、衛生面や健康面できちっとした保障があるのか。全てにおいて
おかしい。ダニやらノミ等、人の害にあたるごみを、民家や保育園・学校の近くに
建設するな。

周辺施設に関する意見 1

25

小学校や保育園の近くに焼却場を建てるのは反対です。環境が悪くなることが心
配です。

周辺施設に関する意見 1

26

小学校や保育園の近くに焼却場を建てるのは反対です。周辺地域や議会の皆さ
んの反対も多い中、竹原の候補地は白紙撤回すべきです。彦根市のごみが7～8
割だと聞きます。どこか、学校等が近くにない所を探してください。 周辺施設に関する意見 1

27

小学校や保育園の近くに焼却場を建てるのは反対です。また、子どもや未来のた
めに焼却場は要りません。なお、子どもや孫が田舎に帰らない要素を省いてくだ
さい。住みやすい蚊野のために活動をしてほしいです。

周辺施設に関する意見 1

28
小学校・保育園の近くですので反対です。

周辺施設に関する意見 1

29

「近隣の土地利用条件について整理する。いずれも、排ガス等による環境影響
や、来館・通学等に対して予想される影響に留意する必要がある。」とあるが、「排
ガス等による環境影響や、来館・通学等に対して予想される影響」とは何か。それ
に対して具体的にどのような対策を行うのか。「留意する必要がある」とは、「何も
しない」と受け止められる。

周辺施設に関する意見 1

30
保育園や小学校も近くにあります。新ごみ処理施設建設を反対します。

周辺施設に関する意見 1

31

竹原は、小学校に近い場所であり、児童の通行が多い。道は狭い所が多い。彦
根地区等々のごみを運ぶために通る車の数は、かなり多いと思われる。子どもた
ちや住民にとって危険が増すのは確かであり、ごみ処理場建設には反対である。
住宅・集落が近くにある場所に、ごみ処理場は相応しくない。もっと住宅や集落か
ら離れた場所に建設するべきである。近隣への影響は、多々あると思われる。竹
原は住宅・集落・学校に近すぎる。竹原への建設には、断固反対する。

周辺施設に関する意見 1

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。
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32

愛荘町竹原の2km圏内には、湖東三山で知られる金剛輪寺と西明寺、2つの国宝
があります。湖東三山は紅葉が有名で、年間延べ30万人の観光客が訪れます。
また、6月2日発刊の週刊現代や、彦根商工会議所の会報誌でも紹介されたとお
り、西明寺は「アメリカCNNが選んだ日本の新絶景(31選)」に選ばれ、今後の外国
人の観光スポットとして新たな注目を浴びています。こうした湖東エリアのインバ
ウンドを進める中で、新ごみ処理施設を竹原へ建設することは、景観破壊だけで
はなく、観光客の交通の妨げとなります。
加えて、僅か500m圏内に、重要文化財の矢取地蔵もあります。矢取地蔵は鎌倉
時代の木造菩薩で、今昔物語にも登場し、その説話は室町時代の「矢取地蔵縁
起絵巻」や「秦荘町の昔話」などによって、代々受け継がれた貴重な文化遺産で
す。私たちは、この説話や文化遺産を子や孫の世代に受け継ごうと、文化財の活
用による保護を進めています。
今年、第196回通常国会で「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に
関する法律」の一部を改正する法案が通り、平成31年4月より施行されます。

新ごみ処理施設整備基本計画(素案) (3)周辺土地利用条件には、こうした周辺の
観光開発や文化財保護に関する記載がなく、国が進める文化財保護や、インバ
ウンド政策と逆行しています。

竹原への建設は、様々な面でハードルが高く、一つひとつの課題を解決するには
時間が足りません。今、膠着状態のまま無駄な時間を費やすより、少しでも早く候
補地を見直す方が得策だと思います。

周辺施設に関する意見 1

33
民家・学校・避難場所・通学路等の近くに設置すべき施設ではない。

周辺施設に関する意見 1

34

竹原地区新ごみ処理施設建設について
①一般の民家に近いこと
②小学校、保育園等に近いこと
以上を理由に建設に反対といたします。

周辺施設に関する意見 1

35 常安寺からの通学路に交差するので歩道橋等の安全対策を考えてほしい。 収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

36
設定した進入路を利用しない対策をどうするのか。

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

37
ごみ処理場は皆にとって必要なものですが、竹原の近くには小学校や保育園もあ
り、小さな子ども達が近くを通ったりする事も多く、車の通行も多くなれば危険な事
も多くなると思い、竹原にするのは反対です。

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

38
小学校や保育園、また田園の近くに建てるのは反対。子どもの通学等にトラック
の往来は危ない。 収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

39
小学校や田畑の近くで、ごみ処理施設は環境に悪いので、もっと僻地がいいので
は。それとトラック等の往来が子ども達に危ない。山の奥の方を探してください。

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

40

新ごみ処理施設建設候補地竹原地区反対。
・近隣地区に小学校・保育園があること。
・周辺地域や議会の反対も多い中での竹原地区を建設候補地にすること。
・新ごみ処理施設から排出物質への不安、これに伴う自然環境への悪影響、ごみ
の搬入出による交通量の増大など、私どもの住環境の変化への対応する問題点
が多いこと。

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

41

岩倉集落の墓側（竹原に最も近い町道寄り）は、通学路や通勤道でもあり、近くに
ごみ処理施設が来ることは、交通量も増し、環境面でとても不安で、心配です。愛
荘町だけのごみでも大変なことなのに、彦根市や豊郷町・甲良町・多賀町のごみ
までこっちに向かって車が走行する。もっと近くの住民の反対意見も、耳を傾けて
ください。
子ども夫婦が、一生住み続けたいと思える環境ではないと言っています。あえて
新築となった場合、この地区を選べない理由の一つです。焼却場が近くに来るら
しいと聞いただけでも嫌がっています。未来の子ども達に心配や不安は避けたい
ものです。

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

42

通学や通園に影響が出るため、小学校や保育園の近くに焼却場を建てるのは、
反対です。
搬入ルートが決まっていないにもかかわらず、建設予定地だけが先に名前が挙
がるのは、納得できません。
安全には問題ないといわれますが、小学生や未就学児の子どもがおり、心配でな
りません。
蛍がいなくならないと言い切れるでしょうか？
冬場の北風は、岩倉地区が最も心配です。
小学生の子どもも反対しています。
白紙撤回を求めます。

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

43

罰則がないかぎり守られない。前年に字内の横断歩道上での死亡が発生したが
何の対策等うたれないまま来ていることを見ると処理施設ができても通行しても対
策が打たれないままになると思う。県道と言えども他の道路があるなら両側に歩
道をもうけ、トラック等の通行を抑制すべき。直線道路をスピードが出ない道路に
変えるべき。生活道路であるのだから。字内のスピード取締を昨年以後したことが
あるのか

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

44
児童への安全

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

45

最近大型の車の交通が多くなり、家のひびきがひどく不安の毎日です。これ以
上、ひどくなるのは困ります。
近くには保育園、小学校があるのになぜ竹原に？子どもの安全、危険も増す。近
くに建てるのは反対です。

収集運搬に伴う安全性の確保に関する意見 1

46

この素案では、「建設候補地選定については、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の検討事項ではありません。」と前書して、「ごみ搬
入出ルートの検討」を行っている。そのなかで、新施設への搬入出車両の通行
ルートは、「県道13号から建設候補地に向かって…を通行ルートの条件とします」
と記し、愛荘町竹原地区の地図を添付しています。建設候補地は、愛荘町竹原区
と決めた上での検討内容となっています。矛盾。意味が分からない。

搬入出ルートに関する意見 1

交通の問題については、岩倉川より北側で、彦根八日市甲西線からの専用道路を新設する
予定であるため、ご指摘されている通学路や通勤路を新施設にごみを搬入する車両が多く通
るということはなく、また、ごみの搬入は通学時間帯を避けて行うようにいたします。一部、新
設道路が常安寺区住民様の通学路と交差する部分がございますが、今後、専用道路の具体
的なルートや整備内容を検討する中で、交差部分の安全対策についても検討いたします。
ごみ処理については彦根愛知犬上圏域の市民・町民全員、一人ひとりの問題です。彦根愛
知犬上の1市4町は広域でのごみ処理を行う決定をした以上、日々発生するごみは、圏域の
どこかで処理をする必要があります。
ごみ処理施設は極めて頑丈な建築物であり、災害時の避難場所やエネルギー供給等、防災
面で安心・安全なまちづくりに貢献できるものと考えています。また、敷地内には緑地を整備
する等、良好な環境を維持します。若い世代が住み続けたい町にするための施策の必要性
は認識しており、今後愛荘町竹原区として作成されるまちづくり事業プランの中でも反映でき
るよう検討してまいります。

（施設整備基本計画に、交差部分の安全対策を検討すること、ごみの搬入は通学時間帯を
避けて行なうことを記載いたします。）

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。
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47

ごみ搬入出車両の通行ルートは最も地域住民の関心が高く、慎重な判断が求め
られるところです。基本計画書（素案）では通行ルートとして、県道13号から岩倉
川の北側を通るルートを挙げていますが、この案について住民への詳しい説明が
されていません。今回のルートは、反対集落以外の集落からも反対の意見が多
く、私たちはこの案を認めることはできません。基本計画の中間承認を進める前
に、住民への説明と理解を得ることを強く要請いたします。

これまで、彦根愛知犬上広域行政組合は、私たち地域住民や議会の意見も聞か
ず、また原町と交わされた協定書の解釈も覆し、竹原への建設を強引に進めよう
としています。もし一度竹原への建設が決まったら、私たちの意見を聞き入れても
らえない施設が完成し、また私たちの健康被害も無視した運営がされるのだろうと
不安でなりません。彦根愛知犬上広域行政組合には、市民や町民から信頼され
るよう、真摯な対応を望みます。

搬入出ルートに関する意見 1

48

近隣に小学校・保育園がある。交通量の問題、環境に対する問題等。
地域住民の人として、今回のごみ処理施設建設には反対します。処理場の必要
性は納得できますが、候補地の選択設定の変更を切に願うものであります。 搬入出ルートに関する意見 1

49

ごみ処理場が仮に出来たとき、搬入車が時間的に集中したりしたとき、現在の道
路まして竹原地区内の道路状況を考えると交通渋滞を発生させたり、無理な運転
により事故を誘発させるかもしれないので、周辺環境（インフラ）含め、再度建設
地を考えるべきである。

搬入出ルートに関する意見 1

50

彦根市地先の候補地を再検討すべきである。竹原への建設を進める計画である
が、ごみ搬入車両の通行ルート（県道13号から岩倉川北側を通るルート）に対し
て、住民への説明・理解が得られているのか。彦根市の候補地は、土地所有者と
の折り合いがつかず断念したということであるが、その他は一認定農業者の受託
して耕作しているとも聞く。所有者の意見ではないのではないか。また、優良農地
のためとも言われているが、ごみ搬入車両ルートが予定される円城寺地先や竹
原地先はそれにも増して優良農地であり、収穫する米の味も段違いに良いもので
ある。
近くには小学校や保育園もあり、搬出ルートも未決定である。交通量の増加も懸
念される。地域住民の意見も聞かず、強引に進めるやり方には承認しがたく、断じ
て反対する。

搬入出ルートに関する意見 1

51

今、まさに夏、パッカー車から出る臭い。それがｘ台。生活ごみとして搬送される。
予想するだけでもう嫌になる。せっかく、このきれいな風景の中で生まれ育ち、こ
の年にしてこのような事になるとは、予想だにしなかった。まして教育関係施設が
近くにあることが分かりながら、なぜ…。候補地の方々（竹原地区）はどう思ってい
るのだろう…。竹原地区への処理施設には、絶対反対する！！

搬入出ルートに関する意見 1

52

東出区内県道(稲枝一松尾寺線)の交通状況はスマートインターが開通後以前に
もまして一般・大型車輌の通行量が著しく増加し「通行時の激しい振動」「危険な
走行車両の増加」「積雪時の激しい渋滞と地震の様な振動」「舗装の傷み」「交通
事故の増加」など住環境が著しく阻害されている。ごみ搬入ルート案が示されてい
るが将来的も担保されたものでなくこれ以上我慢できない。

搬入出ルートに関する意見 1

53

100%安心できるものでない。学校（教育施設）が近くにある。近江米産地ですが、
ごみ処理施設によって風評被害が出る事が懸念される。
安心して生活できるためにも、どこの場所でも地域でも喜んで迎え入れられる施
設で、その中に公園・学校や個・公の施設が進んで近隣に出来て、環境面におい
ても絶対に大丈夫、間違いないという保証が無い限り、今の現状では（ごみ処理
施設必要です）今ある施設を直すか、再度検討されるべきだと思います。

公害防止対策に関する意見 1

54
環境において、小学校や保育園、また岩倉川の近くに建設するのは反対。
近隣地域の住民の意見も、同意もなく、協力できない。 公害防止対策に関する意見 1

55

近くに西明寺・金剛輪寺があり、皆さんの努力により年々観光客が増加している
ように思われるが、ごみ捨て場が近くに出来ることでイメージが悪くなり、また、臭
い・煙等が発生する。観光客が少なくなる。愛荘町はごみ捨て場ですか。
岩倉は、清流が流れ、ホタルの里として年々多くの人が見に来ているが、環境
は？現状が維持できるのか。
人気のない奥山に持っていくべきだ。

公害防止対策に関する意見 1

56

以下のことを理由に断固反対させて頂きます!!
最近あるごみ処理場の近くでもいろいろと聞きましたがまず水質汚染、地下水な
どが非常に心配です。私たちは東出で○○○をしており鈴鹿山系を水源とした伏
流水を水分分析質調査をして飲用可能な水を大昔から○○○の仕込み水として
使用しておりこれから先汚染される可能性があり非常に心配しております。今まで
大丈夫だった水がごみ処理場が稼働して汚染されたら、賠償責任はとってもらえ
るのでしょうか？ちなみにこの下流には○○○や○○○があります。
あと空気汚染はかなりすごいと思います。あの○○○の煙突が100メートルもある
のに、まだ臭いと苦情が出ています。
土壌汚染もあり、東出名産のやまいもや、東出農家でつくる自分らが食べる米な
ども汚染され何十年後かには品質、味ともにわるくなると思います。
あと、秦荘東小学校も秦川保育園も近いのにあの近さは考えられないと思いま
す。
それと、害獣も増えると思います。害虫、からす、ドブネズミ、蛆虫など。逆に岩倉
川のホタルや川さかななどいなくなると思います。
それからただでさえ東出は交通量が多くて毎日ほど振動で困っているのに愛荘町
よりかなり人口の多い彦根市のごみまで持ってくると交通量が1日に800台と聞き
ます。はっきりいって通ってもらっては困ります。あと夏場は絶対悪臭でと思いま
す。小学生が通行する道なので、交通事故などもとても心配です。
それから今の宇曽川ダム近くにあるリバースセンターもものすごく臭くて匂うのだ
から20年後、30年後のことを考えると心配です。私ども○○○も岩倉、松尾、東出
など周辺住民も本当に心配しておりますので宜しくお願いいたします。
※一部、個人や団体を特定できる他所は「○○」に変更しております。

公害防止対策に関する意見 1

57

竹原新ごみ処理施設建設候補地の地理的欠陥
それは500ｍと離れていない所に、地元の宝小学生が学ぶ秦荘東小学校がある
ということです。
公害防止計画で謳われている公害防止基準が「0」で無い限り、子どもたちに害が
出るのは明らかである。
今一度再考していただき、候補地〝竹原〟を白紙撤回してください。
公害防止基準が「0」であれば、高い煙突も不用。

公害防止対策に関する意見 1

58

環境基準をあたかも適正の様に記載されているが、施設が存在しなければ発生
しない訳でありこの地に有害物質を発生させる施設建設には断固反対である。

公害防止対策に関する意見 1

59
作物が売れなくなった時の補償を作るべき。東近江みたいにまわりが山で、田畑
が近辺にないのとはちがう。 公害防止対策に関する意見 1

60

ごみ処理場を周辺の人に賛成させるには、有害物質を少なく悪臭など問題を生じ
させないと言葉では何とでも言えると思います。
仮に完成した後、問題が生じた場合どういう対応をとられるのでしょうか？
近くに学校・保育園などがあり、子どもの健康面が心配です。
窓が開けられない教室では困ります。
収集車の出入りも多くなり、騒音は防げないと思います。
近くには工場がありますが、風向きによって臭いはあります。なので、悪臭の問題
はどうしようもないと思うので反対です。
竹原地区と決定された方々がどちらにお住まいかは分かりませんが、自分たちの
住んでる所にごみ処理場が建設されると決定された場合の気持ちを教えていた
だきたいと思います。

公害防止対策に関する意見 1

第5章　公害防止計画・焼却残渣処理計画

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。
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61

環境問題への影響
・水・大気汚染による健康への影響
・悪臭･騒音（車、施設）
・生態系などの環境変化
保育園、小学校等の教育施設が近いこともあり、子どもの成長に与える環境への
影響が懸念されます。

公害防止対策に関する意見 1

62

建設絶対反対です。小学校や保育園、地下水を使っている醤油工場があり、竹原
への建設は反対です。白紙に戻して建設予定地を検討してください。旧秦荘町の
我が地区は鈴鹿の扇状地、その名水で米を作っているからです。

公害防止項目（水質）に関する意見 1

63

愛荘町岩倉は豊かな自然に囲まれ、岩倉川には多くの蛍が生息します。蛍は、き
れいな水に生息することから、環境のバロメーターと言われています。私たちは、
この緑豊かな環境を未来永劫守るためにも、岩倉近隣に新ごみ処理施設を建設
することを断固反対します。竹原の建設候補地は、早急に白紙撤回すべきです。

公害防止項目（水質）に関する意見 1

64

私どもの自治体には50～60年前より簡易水道がございます。水源地・貯水槽・送
水管を完備したもので生活用水として、なくてはならない存在です。先人たちが総
出を何日もして完成してくれました。又、先人達からの言い伝えによりますと秦川
山の銭取り地点を水源とした名水の水脈を掘り当てたと誇らしげに当時の喜びを
語っておられました。
しかし、残念ながらその水源地はごみ処理施設予定地の側、100ｍ位にあり、汚
水の地下水流入の恐れ等々の不安で、使用できなくなると思います。
どうか、貴組合におかれまして施設着工の前迄に以下解決お願いします。
水源地の確保と当自治会貯水槽までの送水管インフラの整備をお願いします。
夢々、逸失利益分の補償金での解決とならない対策をお願いする次第です。

公害防止項目（水質）に関する意見 1

65

今までのリバースセンターは高い所にあったため、何の生活への支障も感じずに
過ごせていましたが、建設予定地は非常に身近に感じる所であり、煙や臭いなど
環境への影響が心配に思います。きちんとした、大気汚染物質の排出の予想な
ど、科学的な根拠も示して説明をいただきたいと思います。

公害防止項目（大気）に関する意見 1

66

今回新たなごみ処理施設の建設に伴い、ごみの量の大半が彦根市地域のごみと
聞きました。他の地域のごみを処理しなければならないのか疑問である。ましてや
燃やすだけで、何か再利用・有効利用できる施設が考えられないのか。燃やすだ
けではダイオキシン等の有害物質が出るだけで、環境破壊になる。また、搬入車
両が多くなり交通量も増え、交通事故等も増加する。何も良い事は1つもない。

公害防止項目（大気）に関する意見 1

67
小学校や保育園の近くに焼却場を建てるのは反対です。いずれも排ガス等による
ダイオキシン・環境影響、通学等に対して予想される。 公害防止項目（大気）に関する意見 1

68
周辺地域住民の意見も十分に聞かず。排ガスの影響がどんなものか？もっと深く
検討すべきである。候補地は白紙撤回すべき。 公害防止項目（大気）に関する意見 1

69

竹原区への選定経過が不明確。ごみ処理構成区域の一番端に持ってくることは、
搬送費の増大を招き、継続する。
候補地は手を挙げるだけで、周辺地区への説明や納得は行政組合がするという
話だが、説明は不十分であり、反対が強まっている中で、無理に話を進めるべき
ではない。特に日常の風向きは岩倉地区に向かっており、問題が起これば一番
影響を受ける。

公害防止項目（大気）に関する意見 1

70
運搬での近隣への騒音

公害防止項目（騒音）に関する意見 1 施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

71
前町長が焼却場での熱を利用してプールへの利用を言及されていたが、今後の
活用はどうするのか。 エネルギー利用計画に関する意見 1 施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

72
災害時への不安

プラント計画に関する意見 1 施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

73
他の進入口に対するレイアウトも考慮されているようだが、具体的にどのように考
えているのか。 施設配置計画に関する意見 1 施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

74

「災害時の被害軽減」が評価△になっている。断層は施設ギリギリを走っているの
ですか。
緊急時の避難場所として利用できるのであれば、常安寺・竹原・岩倉・松尾寺北
にとってはありがたいと思う。南海トラフが問題視され、30年以内に大地震が起こ
ると想定されている。震度７が起これば瓦屋根の田舎風建物は壊滅状態になると
思われる。その時に利用できる丈夫な建物であれば、歓迎できる。また、その時
のためにも避難口（進入路）を北口・西口・南口に計画すべきだと思う。
緊急避難場所としての対応をPRすればいかがですか。

施設配置計画に関する意見 1

断層の位置については、現在参考となるのは国土地理院発表の断層位置図ですが、「推定
断層」として記載されており、正確な位置は把握できているものではありません。正確な位置
を把握できていないため、施設ギリギリとなるのか、もっと間隔を確保できるのかが現在不明
であるため、現時点での評価としては安全側になるよう「△」としています。今後、断層調査を
実施し、正確な位置を把握いたします。
ごみ焼却施設は、元来「火力発電所の耐震設計規程」にしたがって設計されるため、プラント
部分は相当な耐震性を有しています。また、東日本大震災以降、ごみ処理施設は災害時防
災拠点としての役割が着目され、他の官庁施設と同様、「官庁施設の総合耐震計画基準」に
従って設計されるようになり、建築物としても極めて頑丈な施設となっています。本計画にお
いても、これらの耐震基準に従うことを明記しています。
そのため、災害時には、避難場所・電力供給・入浴等にご活用いただける施設となり、周辺
住民の皆様にご安心を提供できる施設となります。
収集車や搬入車両については、県道13号からの専用道路以外の道を通ってアクセスしない
ように、進入口を制限する必要があると考えています。
しかしながら、歩行者については緊急時に多方面から来場する可能性が考えられるため、現
在計画している敷地内外周道路上の複数個所に、通用口を複数設けます。
（施設整備基本計画に、「緊急避難時の来場者への配慮のため、外周道路上に通用口を複
数設ける」ことを記載します。）

75
建設や運営に係る莫大な費用

事業計画に関する意見 1 施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

回答作成中

回答作成中

117
～
119

説明不十分を指摘する意見 説明不十分を指摘する意見 3
回答作成中

120
～
123

その他の意見 その他の意見 4 回答作成中

97
～
116

候補地選定を疑問視する意見 候補地選定を疑問視する意見 20

第9章　その他ごみ処理施設に係る事項の計画

その他　（例：候補地の選定に関すること等）
76
～
96

候補地の撤回を求める意見 候補地の撤回を求める意見 21

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

第6章　エネルギー利用計画・高効率発電の検討

第7章　プラント計画および土木・建築計画

第8章　施設配置・動線計画

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。

施設整備基本計画としては、素案どおりとします。
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