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第 7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 8月 21日（火）午後 4時 00分～午後 5時 00分 

場 所 豊栄のさと ２階視聴覚室 

参 加 者 25名＋傍聴者 20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、土田雅孝委員、鳥越正夫委員 

中山進委員 

 
構成市町廃棄物担当課長 中村武浩委員、上林政信委員、長谷川勝就委員、

小林千春委員、飯尾俊一委員 

 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 
神細工事務局長、建設推進室（杉山室長、宮川主幹、尾崎室長補佐、山

本副主幹、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 構成市町住民代表者 森知代子委員、建設候補地建設担当課 中村委員※     ※代理者あり 

次 第 

１  開会 

   ２  議題 

（１）パブリックコメント等の実施を受けての計画素案の修正について 

（２）その他 

   ３  閉会 

 

※配布資料 

【資料１】 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名簿 

【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】 パブリック コメント結果整理表 「意見の概要および組合の考え方」 

【資料４】 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 
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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７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。皆様方には大変お忙しいところ、ご出席をいただき、

ありがとうございます。 

それでは、議事の進行に先立ちまして、いくつか事務局からご説明およびご報告をさせてい

ただきたいと存じます。 

まず、本検討委員会の委員構成についてでございます。前回３月末に実施いたしました、第

６回検討委員会以降、委員について変更がございますので、ご紹介させていただきます。変

更がございましたのは、第４号委員であります構成市町の廃棄物担当課長についてでござい

ますが、各構成市町の人事異動に併せて変更となっております。該当される委員様の紹介を

させていただきます。 

まず、彦根市生活環境課課長として、辻委員が中村委員に変更となりました。 

つぎに、甲良町住民課長として、村岸委員が小林委員に変更となりました。 

最後に、多賀町産業環境課長として、喜多委員が飯尾委員に変更となりました。 

また、今年度 4 月 1 日付にて当組合事務局長および建設推進室長についても人事異動により

変更となっております。 

【事務局】 次に、本委員会を中断しておりました 4 月以降の新たなごみ処理施設建設にかかる動向につ

いてご報告させていただきます。 

まず、住民説明会の開催についてですが、5月 15日に秦荘東小学校区の住民様を対象とした

全体説明会を開催し、また、5月 20日には愛荘町蚊野区の住民様向けに区単位での説明会を

開催しております。 

両説明会について、事務局としましては施設整備基本計画（素案）の概要をご説明し、そこ

で頂戴したご意見を再度、施設整備基本計画（素案）に反映させることを計画しておりまし

たが、いずれの説明会においても一部の参加者により「竹原区を選定した経緯に納得ができ

ない状況で、竹原ありきでの基本計画の説明は聞くことができない。」というご意見などを理

由に施設整備基本計画（素案）のご説明はさせていただくことができず、結果として、竹原

区が選定された経緯の説明や「竹原区での建設を白紙撤回せよ。」といったご意見をお聴きす

るに留まった説明会となっております。 

そのような状況ではありましたが、これまでに皆様に検討していただきました施設整備基本

計画（素案）につきましては、愛荘町竹原区を含めた候補地周辺住民様から、これまでに開

催してきた説明会などを通してお聴きしていた不安要素を払拭できるよう検討が重ねられ、

可能な限りその対策を反映させたものとなっていると考えておりますことから、皆様のご不

安に真摯に対策が立てられていることを確認していただき、その上でさらに、ご意見を頂戴

するため、6月 20日から 7月 20日までの 1か月間、構成市町住民を対象としてパブリックコ

メントを実施いたしました。詳細につきましては、議事の中で担当からご説明させていただ
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きます。 

なお、ごみ処理施設建設に関する事項として、4月以降に愛荘町竹原区周辺の自治会から新た

に 2 カ所で区としての反対看板が建てられ、また構成市町の議会においても彦根市および甲

良町の 2市町から、6月議会で「候補地の白紙撤回」を求める旨の意見書が当組合に提出され

ております。 

以上、簡単でございますが、4月以降の動向についての報告でございます。 

【事務局】 それでは議題に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。地元で反対看板が立っているという状況を知ってから、地元の人間同士で

いさかいや、仲たがいなどが起っていると大変心配なので、そういった状況を含め私が質問

したところ、反対は反対ということだが、誘致したいという方もおられる状況という事であ

りました。状況をお聞きしますと、その事が原因でのいざこざは起こっていないという事で

す。もう少し時間をかけて考えていけたら良いと思います。 

市役所・事務局側は何度も何度も地元に入ろうとします。今はまだ良くて、地元に行くと、

地元の方が集まってくれると思いますが、もう少し状況が悪化すると、小学校の体育館をあ

けて案内をしても誰も住民が来ないという状況になる。こうなると非常に大変です。 

市長さんが住民さんに対して頭を下げることも大事ですが、当該の地域と全く関係ない所で

「自分たちの所に来るわけがない」と思っているその他大勢の人たちに対してのアピールで

すよね。本来は全市民で負担しないといけない問題という事を、どのくらいの声を強めて訴

えることができるかで、話がうまくいったり、暗礁に乗り上げたりすると思います。別の自

治体の件で、半年ぐらいで話がまとまりますという事があって、実際にまとまっているかも

しれないが、新聞発表や報道等はしない方がいいですよと。何年か経って、やはり決まって

いたのですねという事ならばそれでいいかもしれない。でも、多くの市民から見えないとこ

ろで、市長・事務局などが苦労し、努力をして進めるものだと思います。地元だけでなくて、

それ以外の方々に対して、一部の所に負担を押し付けているという認識を持ってもらうとい

うことが大事なのかなと思います。 

今日、施設整備基本計画については特定の地域を想定した計画であり、地図も載っています

が、考え方を整理したということで、進めていきたいと思います。 

議事（１） パブリックコメント等の実施を受けての計画素案の修正について 

【委員長】 議題（１）「パブリックコメント等の実施を受けての計画素案の修正について」事務局より説

明をお願いします。 

【事務局】 （資料 3、資料 2－1、2－2説明） 

【委員長】 委員の皆様から質問等がございましたらご発言お願いします。 

【委員１】 住民さんが環境保全・安全という所に関心をいただいている。今後の防災面も含めて、非常

に広域的な考え方で意見を出していただいたので、ここで案として検討していただくという

事は、大いに良いと思います。 

【委員長】 防災・減災について広域的に意見をいただいている、災害時に施設を利用しやすいように、

という前向きなご意見でした。より良くするための意見があり良かったと思います。 

他、ございますでしょうか。 

【委員２】 今後、詳細な意見も公表していくということでしたが、その辺りのスケジュールですとか、

いかがでしょうか。 



4 

【事務局】 今回お示しした委員会資料のパブリックコメントの結果整理表につきましては、内容をすべ

て書かせていただくと説明がかなりの量となり委員会の時間の制限もありますので、一部整

理したものを資料とさせていただきました。ただ、今後詳細なものを公表していくにあたっ

ては私どもの考えというものをしっかりと各意見に対し記載させていただこうと考えており

ます。 

【委員２】 いつ公表されるのでしょうか。 

【事務局】 9月中旬以降から各構成市町の広報紙で意見件数を公表していくことに併せて、9月上旬をめ

どに組合のホームページで、意見への回答の詳細版についても公表していきたいと考えてお

ります。 

【事務局】 道路の搬入ルートにつきましても細かい部分については、施設の基本設計ですとか、実施設

計の中で検討していくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

【委員３】 災害時の訓練というのは、具体的にはどのような訓練を考えておられますか。 

【事務局】 最近では、すべて停電した状態で非常用発電機を用いて焼却炉を稼働していく設備を設けて

います。今までは非常用発電機の容量は焼却炉を止めるためだけ分しかないのが通常でした

が、最近では炉の再立ち上げに必要な容量をもった非常用発電機もあり災害時には稼働でき

るようになっています。災害時の設備に関する機器の操作や数値の設定などは、普段から運

転方法の訓練をしていないと忘れてしまうところがあるので、そういったところは、訓練を

して災害時にも対応できる施設の運営を出来るようにしていきたいと考えております。 

【委員長】 その他、いかがでしょうか。 

ちなみにパブリックコメントはどの地域から意見があったのかわかると思いますが…。彦根

市、あとの町全部の自治体、全住民に対して返事があったのですか。それとも当該地域の人

からのみ返事があったのか、どちらですか。 

【事務局】 パブリックコメントでは、1市 4町すべての住民を対象として意見を募集させていただいてお

ります。その結果、いただいた 101名の方のうち、1名だけは彦根市の方。それ以外は、竹原

区を含め、建設候補地の周辺住民の方からご意見をいただきました。 

【委員長】 そうなんですね。そういう事をお聞きしたのは、計画素案の中の、関係する箇所を明記せず

意見をいただいた方が多いという話だったので、周辺の方が多かったのかなと思いました。 

当該地域から縁遠い方が多いと関係ないという態度ではうまくいかなくなりますのでそこは

市長さん、管理者、事務局長さんからの情報を流すか、話し合いできるのではないか。中身

について、特に防災面についてなどいくつかコメントもあったので、改善されるかと思いま

す。中身について大幅に変更することなく、決まったものと感じております。 

何かありましたら、よろしくお願いいたします。 

【委員１】 先ほど意見いただいた中で、公開するというご意見があるので、だいたいいつ頃になるか意

見をお願いします。組合の考え方の細かいものをなるべく早く連絡する必要があると思いま

すが。 

【事務局】 パブリックコメントを実施するにあたりましていただきました意見は、個人には回答しない

という事になっておりますので、こちらで取りまとめ次第、ホームページで公開させていた

だこうと考えております。広報紙での件数公表につきましては、来月の 9 月に各市町の広報

紙でなるべく早く公表してまいりたいと思います。 
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議事（２） その他 

【委員長】 委員会の全体の取りまとめや計画素案を今後どう取り扱うかについて、計画の取り扱い等に

ついての説明を事務局からいただけるようお願いしておりますので、説明をお願いいたしま

す。 

【事務局】 それでは、改めてこの検討委員会の活動のおさらいをさせていただきたいと存じます。 

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につきましては、昨年 10月に設置

いたしましたが、委員会要綱ではこの委員会の所掌事務を「施設整備基本計画案の作成に関

する事項を検討し、管理者に提言するもの」と定めております。 

これまで、本日を含めて 7 回の委員会を開催し、また先進地視察として、近江八幡市環境エ

ネルギーセンターへの視察も実施してまいりました。 

今年 3 月に開催した第 6 回委員会にて計画素案の中間承認をいただきまして、その後、住民

説明会、パブリックコメントの実施を経て本日の委員会の開催としております。 

基本計画素案の内容についても、第 1 章の理念の検討に始まり、処理方式、公害防止計画な

ど、候補地を愛荘町竹原区と想定した上での計画としては、検討が必要な内容はすべて検討

していただきました。 

現時点では、新たなごみ処理施設の建設候補地に対して様々な意見を頂戴している状況では

ございますが、この現在の計画素案を計画案としてご承認いただけるかにつきまして委員会

にてご協議いただきたいと存じます。 

委員長よろしくお願いいたします。 

【委員長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各委員】 

 

【委員長】 

状況説明と計画素案を計画案として認めていただきたいと、ただ今事務局からも報告がござ

いましたが、委員会を中断している間に、地元住民さん向けの説明会やパブリックコメント

を実施し、周辺自治会や議会からもご意見をいただき、この基本計画の修正を実施していた

だきました。 

一方で、事務局からのお話を聞いておりますと、現在も候補地については、周辺自治会や議

会から様々な意見を頂戴しており調整を行っているところであるとのことです。 

委員会としては本日を含めて７回開催されたこととなりますが、候補地を愛荘町の竹原区と

して想定した計画案としては全体像が出来上がったものと考えておりますので、いったんこ

の委員会での役割であります計画案の検討については今回で終了し、現在の計画素案を計画

案として組合の管理者に提言したいと考えております。 

なお、今後の計画案の取扱いについては、場所としては、計画案に書かれておりますし、議

事録にも残っておりますので中身の考え方についてご審議いただいたという所で、ご承認い

ただければと思います。皆さまよろしいでしょうか。細かい微修正等につきましては、しば

らくまだやりとりがありますが、大筋はこの方向で進めたいと思います。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。 

最後に申し上げますが、ごみ処理というのは、非常に費用がかかることでして、都市インフ

ラの為、税金でまかなっている。いくらかかっているかはわからないが、かなりの金額にな

っているという事は皆様にもご認識いただきたいと思います。金額だけではなく、色々な問
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題が絡んでいますので、そこに携わっただけでも非常に誇らしい事だと思います。 

以上で、私からは終わりたいと思います。では、司会を事務局へお返しします。 

【事務局長】 委員会の終わりにあたりまして、一言（お礼）のご挨拶を申し上げます。 

委員の皆さまには、昨年 10月に本検討委員会を設置して以降、７回にわたりご協議を重ねて

いただき、本日、基本計画（案）の取りまとめをいただきましたことについて感謝申し上げ

ます。 

また、検討委員会の設置当初においては、昨年度に完了予定であったスケジュールを変更さ

せていただいたことなど、各委員の皆さまには、大変ご負担をおかけすることとなり申し訳

ございませんでした。 

しかしながら、これだけ充実した内容の計画案を取りまとめられたことは、ひとえに皆様か

らいただきました忌憚のない建設的なご意見や、熱心なご協議によって成し得たものである

と思っております。 

今後も、基本計画案をもとに、当組合事務局一同、新ごみ処理施設建設に向け邁進してまい

りますので、今後ともご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが、閉会にあたりましての私からのご挨拶とさせていただきます。皆様、

本当にありがとうございました。 

  

  

以上 

 

 


