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彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設建設に係る 

意見交換会 概要 

 

日 時 令和元年 7月 20日（土）午前 10時 00分～午前 11時 30 分 

場 所 豊栄のさと 

参 加 者 179名 

 

候補地①周辺学区  32名 候補地②周辺学区  39名 

候補地③周辺学区  41名 候補地④周辺学区  35名 

その他の学区    14名  

彦根愛知犬上広域行政組合 

大久保管理者（彦根市長） 

有村副管理者（愛荘町長） 

伊藤副管理者（豊郷町長） 

野瀬副管理者（甲良町長） 

久保副管理者（多賀町長） 

山田副管理者（彦根市副市長） 

事務局 

神細工事務局長、建設推進室（杉山室長、大久保室長

補佐、宮川主幹、山本副主幹、宮嵜主任）、総務課（中

江課長、高橋課長補佐、荒木主任） 

コンサル業者 

パシフィックコンサルタンツ株式会社大阪本社  資源循

環室（枝澤副室長、山﨑技師）、地域創造室（有田副室

長） 

次 第 

1 開会 

2 挨拶 

(1) 大久保管理者 

3 内容 

(1) 資料に基づき説明（各候補地の概要等について） 

(2) 質疑応答 

 

 

挨拶 

（司会） 皆様、おはようございます。本日は何かとお忙しい中、またお足元の悪い中、意見交換

会にご参加いただきましてありがとうございます。それでは、ただいまから彦根愛知犬上

地域新ごみ処理施設建設に係る意見交換会を始めさせていただきます。 

申し遅れましたが、本日司会進行を務めさせていただきます当広域行政組合事務局長の神

細工と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、お借りしている会場の都合もございますので、11 時 30 分を目途に終了したいと

考えております。ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

まず、本日の出席者を紹介させていただきます。 

彦根愛知犬上広域行政組合の管理者であり、彦根市長の大久保貴でございます。 
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副管理者であり、愛荘町長の有村国知でございます。 

同じく副管理者であり、豊郷町長の伊藤定勉でございます。 

同じく副管理者であり、甲良町長の野瀬喜久男でございます。 

同じく副管理者であり、多賀町長の久保久良でございます。 

同じく副管理者であり、彦根市副市長の山田静男でございます。 

続いて、広域行政組合建設推進室、室長の杉山でございます。 

同じく室長補佐の大久保でございます。 

また、ごみ処理場の施設に関する専門技術者としてパシフィックコンサルタンツから 3

名出席させていただいております。 

それでは、意見交換会に際しまして、初めに大久保管理者からご挨拶を申し上げます。 

（管理者） 皆様、改めまして、おはようございます。早朝からお運びいただきまして、本当にあり

がとうございます。また日ごろから広域行政組合の事業各般にわたって格別のご理解、ご

協力をいただいておりますことを改めて厚く御礼を申し上げます。 

さて、今日は、新たなごみ処理施設の建設説明会ということで意見交換会を開催させてい

ただいたところでございます。 

もう既に何度もこれまでの経緯はお話をさせていただいてまいりましたが、初めての方

もおいでになるかもわかりませんので改めて少しお話申し上げたいと思うのですが、現

在、彦根市と犬上郡、愛知郡、愛荘町のごみ処理施設は 2カ所でそれぞれ取り組みをして

いただいております。彦根は野瀬、開出今町地先の焼却施設で処理をしておりますのと、

犬上郡、愛知郡の地域におきましては旧の愛東町の地先にありますリバースセンターで固

形燃料化施設を稼働させているというところでございます。両方の施設が老朽化しており

まして、新たな施設の整備をするというのが喫緊の課題ございます。 

ただ、これをそれぞれの市町で行うのではなくて、広域化で取り組んでいくということ

が方針として平成 11 年に県における指針が定められて今日に至っていると。我々の圏域

でも広域化で取り組むということは合意をし、そして、新たな建設地を探してはきたけれ

ども断念をしてきた過去がございますので、新たに平成 25 年に募集要項を定めて、圏域

全体で候補地を募集するということにいたしました。 

そして、おかげさまで 5 つの自治会から応募をいただいて、私どもは選定委員会という

中立の利害関係を離れた専門委員会を作りまして、そこで優先順位を定めていただいて、

私ども管理者会に送っていただいたわけであります。その中から、我々は協議を重ねまし

て、それは優先順位をいただいたけれども、その評価の中でも実現の可能性や建設コスト、

そうしたものを基準に、またそれぞれの市町との政策の可能性ということも考慮しながら

決めていこうということになったわけですが、最終的には 2位であった竹原区を候補とし

て決定をさせていただいたと。 

しかしながら、広域議会はそれぞれの市町の議会から選出をされている議員の皆さんが

議会を構成するのでありますが、その場で我々の方針をお認めいただくということになら

なかったわけでございます。議論を重ねて検討してまいりました結果、この 3月に、一旦

1 つの候補地として定めた選定結果を改めて、募集要項にのっとって改めてその自治会に

意思を確認し、公開をする上で 4つの自治会を候補地として選定をさせていただきました。  

募集要項に従って、地権者の同意書、あるいは関係書類、そうしたものを提出をお願いし
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て、さらに、それぞれの候補地の地域で説明会をさせていただく、そして圏域全体でアン

ケート調査をもう一度させていただいて、そうしたものを集計し、チェックをし、改めて

管理者会議で議論をしていこうということにいたしました。 

そこに加えて、議会の皆様との意見交換も重ねていき、そしてさらに説明会などでご意

見いただいたものを我々の事務方で調整をしていただいて、我々が設置した選定委員会で

議論がされたものに加えて、新たなさまざまな要素を詳細に検討し決めていこうというこ

とになったところでございます。 

当初、今月中には候補地を決めていきたいということを表明させていただきましたが、

いろいろと手順を踏んでおりますので少し時間を要することになろうかとは思いますが、

今日は再選定以降、検討を加えてきた内容も含めて皆様方にご説明申し上げて、さらにご

意見を頂戴したいと思っております。 

この圏域全体にとってどうしても必要な施設でございます。何とか皆様方のご理解、ご

協力を頂戴して、候補地をまず選定していくということに全力を挙げていきたいと思って

おりますので、改めて皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げて冒頭のご挨拶とさせて

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

資料に基づき説明 

（司会） ありがとうございました。 

それでは、意見交換会を始めさせていただきます。事務局から各建設候補地の紹介、再

選定の方法について説明させていただいた後、皆様との意見交換の時間とさせていただき

ます。できる限り意見交換の時間を取りたいと考えておりますので、ご協力いただきます

ようお願いいたします。 

説明に入らせていただく前に配布物の確認をお願いします。本日の配布物は受付でお渡

しいたしました新ごみ処理施設建設に係る意見交換会資料と、意見交換会参加者アンケー

トの 2種類でございます。お持ちでない方がおられましたら、係員のほうまでお申し出く

ださい。 

なお、アンケートにつきましては意見交換会終了後に会場出口に回収箱を設けておりま

すので、投函いただきますようお願いします。それでは、説明に入らせていただきます。

事務局、お願いします。 

（事務局） 失礼いたします。建設推進室長の杉山でございます。改めまして、本日はお忙しい中、

また休日の午前という貴重な時間帯にも関わらずたくさんの方にお集まりいただきまし

て、大変ありがとうございます。着座にてご説明させていただきます。 

去る 5月 25 日から 6月 9日にかけまして、4つの応募地周辺の住民の皆様を対象としま

した説明会を計 6 回に分けて開催させていただきました。1 市 4 町の広域で建設しようと

しております新ごみ処理施設の内容についてご説明をさせていただきましたが、本日もこ

のような場にご参加いただく方、初めてという方もおられると思いますので、4 つの候補

地の紹介をさせていただく前に、改めまして新ごみ処理施設の整備方針について簡単にご

説明させていただきます。スクリーン、または資料のほうもご覧ください。 

ここにありますように、新たなごみ処理施設の整備方針としましては、高度な燃焼技術

を用いることで、徹底した排ガス処理などによる環境への負荷が低減される施設とさせて

いただきます。また、この新たな施設では焼却による熱エネルギーを回収しまして、温水
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利用や発電した電気を施設内で利用するほか、余剰電力を売ったり、周辺の公共施設など

で利用できるようにするなど、施設の維持管理コストの削減や、地域へも貢献できる施設

としたいと考えております。また、粗大ごみや不燃ごみなどからは資源となるものも出て

きますが、それを効率よく回収することで循環型社会の構築を図ってまいります。 

さらには現代社会におきまして、ごみ処理施設が災害時に求められる機能としまして

は、災害により施設の稼働が停止しないよう、施設の強靭性や災害時の自立起動・継続運

転が可能であることが重要でございます。災害時には大量の災害ごみが発生いたしますこ

とから、ごみ処理施設は平常時以上に重要な施設となってまいります。また、その上で、

電力や熱などのエネルギーを安定して供給できる施設であれば災害時における存在価値

がさらに高まりますので、新たな施設ではこれらの機能を具備した施設を整備し、万が一

のときこそ地域を守れる防災拠点にしたいと考えております。 

先進施設の例としまして、左の写真は静岡県の磐田市クリーンセンターでありますが、

施設では熱エネルギーや電気を温水プールや厚生会館、また農業用のビニールハウスなど

で利用されております。また、寝屋川市、右の写真ですが、こちらは防災拠点として利用

できるように計画されております。このように新たなごみ処理施設は地域に貢献できる施

設としまして、これまでの迷惑施設というイメージを払拭できるような施設にしたいと考

えております。 

以上、簡単ではございましたが、新ごみ処理施設の整備方針をご説明させていただきま

した。 

続きまして、各施設の概要の説明をさせていただきます。スライドは 1 市 4町の広域の

地図に各候補地の位置を示した図です。候補地①が「原町自治会」、彦根 IC の北側になり

ます。候補地②が「西清崎町自治会」で、彦根市の荒神山の東側の麓になります。候補地

③が「下西川町自治会」で、荒神山の西側で琵琶湖のそばになります。候補地④が愛荘町

の「竹原区」で、湖東三山のスマート IC よりも北西ぐらいに位置するところにございま

す。この後資料で説明させていただくものには、資料を若干見やすくするために自治会名

を記載せずに候補地①や候補地②というような記載になっておりますので、ご了承をお願

いします。 

次のスライドに移りますが、こちらは候補地①の原町の概要でございます。左の写真は

インター側から撮影したもので、左の山のようなところが彦根カントリーになります。右

の写真の奥に写っているのもカントリーでございます。 

次のスライドですが、候補地①については選定委員会での意見の抜粋としまして、収運

効率がいいことや、環境への観点がいいことなどが利点となっておりますが、懸案事項と

しましては、進入路に断層がかかっていること、市街地に近いこと、インター付近の慢性

的な道路混雑と埋蔵文化財の包蔵地に指定されていることなどが挙げられております。 

次に候補地②の西清崎町ですが、写真は宇曽川から荒神山のほうを向いて遠景と近景を

撮影したものになりますが、写真では田んぼに稲が植えられているように見えるのです

が、西清崎町につきましては一部の田を除きまして耕作はされておりませんので、写って

いるものは雑草になります。候補地②につきましては選定委員会での意見の抜粋として、

収運効率がいいことや、環境への観点、立地的に山に隠れる点などが利点として挙げられ

ておりますが、懸案事項としましては、浸水想定区域であること、鳥獣保護区であること
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や、安食川と宇曽川に橋梁を設置する必要がありまして、道路整備費が高額となるという

ことが挙げられております。 

次に候補地③の下西川ですが、写真にありますように田園地帯でございます。候補地③

につきましては選定委員会での意見の抜粋としまして、こちらも収運効率がいいことや、

環境への観点、あと土地の所有者の数が少ないことというのが利点として挙げられており

ますが、軟弱地盤であることや、最寄りの住宅が応募自治会でないこと、また景観への影

響が懸案事項として挙げられております。 

次に候補地④の愛荘町竹原区ですが、遠景写真は琵琶湖側から山手のほうを向いて撮影

したもので、山の麓に位置するような場所になります。右の写真は候補地の中心付近から

琵琶湖のほうを向いて撮影したもので、杭のようなものが写っているのは当時梨園をされ

ていたときの名残かと思います。候補地④に対する選定委員会での意見の抜粋をとして

は、立地的に負の影響が少ないと考えられることと、307 号線が搬入路となる場合は右折

レーンが必要になりますが、対策が考えられることや、イニシャルコストが一番安いとい

うことが利点とされまして、懸案事項としましては、敷地内に撓曲帯という断層があるこ

と、土砂災害の危険性があること、通学路への影響や、湖東三山などの観光資源への影響

などが挙げられております。 

続きまして、各候補地からの学校などの施設との位置関係を見ていただきたいと思いま

す。これは広域の図になりますが、凡例にありますように、紫色が保育園やこども園、オ

レンジ色が幼稚園、緑色が学校、ピンク色が病院といったものになります。各候補地の周

辺を確認できるように拡大した図ですが、4 つの候補地の周辺状況と右下にございます彦

根市清掃センター周辺の状況を比べていただきますと、清掃センター周辺には学校や保育

園、病院など多くの施設があるのが確認いただけるかと思います。 

次のスライドは、各候補地周辺の通学路と収集車両の主な通行ルートと搬入出路を示し

た図に、最寄りの学校や病院なども合わせて示させていただいております。 

これは候補地①の原町の図になりますが、道路上のピンクの矢印で示させていただいたル

ートが小学校の通学路になります。緑色のものが中学校の通学路になります。また水色の

ラインが収集車両の候補地周辺での主な通行ルートになります。水色の点線で示させてい

ただいているところが、今後新設道路の整備を予定しているところ、あるいは市で道路拡

幅が予定されている道路になります。 

新設道路の整備につきましては、愛荘町竹原区が候補地であったときの住民説明会や現

在この 4 つの候補地周辺の皆様に対する住民説明会でも、皆様から収集車両の往来による

通学路への影響を不安視されるご意見を数多くいただきましたことから、極力通学路への

影響がないような検討をしてまいりました。 

よって、候補地①の場合は国道 306 号線が収集車両の主なルートにはなるのですが、現

在の道路状況ですと 306号線と中山道の交差点が、正法寺の交差点よりも南の地域ですと

中山道沿いとなるような自治体で収集されたごみを候補地①に搬入するためには中山道

が通行ルートとなりますことから、中山道で旭森小学校への通学路となっているところで

狭い部分がございまして、そういった部分を避けるために新設道路の整備と中山道を拡幅

するというような両方の検討をしましたが、中山道の拡幅には時間と莫大な費用が必要と

のことから、図で示しております鞍掛山の東のほうを正法寺の中を通って 306号線につな
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ぐルートの整備を考えております。この道は既存の芹川の左岸と県道多賀線とを結ぶ市道

につなげることで、306 号から多賀のほうへ抜ける道路としても利便性が高まるものと考

えております。候補地①の南側にある水色の点線の部分については彦根市のほうで拡幅工

事を予定されている部分でございます。 

次のスライドには周辺の主な交差点等での交通状況を撮影した写真を載せております。

同様にほかの候補地においても撮影をさせていただいておりまして、いずれの写真も現在

の彦根市清掃センターに収集車両が戻ってくる台数が多くなる時間帯である午前 10 時ご

ろに撮影したものですが、交通量は日によって異なりますので、あくまでも参考として見

ていただけたらと思います。 

次に候補地②の西清崎についてですが、県道 2号線から候補地までの新設道路の整備と

宇曽川と安食川に橋梁を整備することを考えております。交差点の写真もつけておりま

す。ここが中沢の信号になります。こちらが亀山小学校のところの交差点の状況でござい

ます。 

次に候補地③の下西川についてですが、当初は荒神山通りと候補地を結ぶ新設道路を考

えていましたが、湖岸道路の石寺町の交差点から荒神山通りまで、ここの道路が通学路と

なっておりますことから、候補地北側からも搬入できるようなルートも考えております。

次のスライドには、その交差点の付近の写真を添付しております。 

次に候補地④の竹原区の場合ですが、以前から通学路の安全性ということで地区の皆様

からはご心配をいただいておりましたことから、図のように小学校前を収集車両が通らな

いように新設道路の整備を考えております。小学校の通学路に重ならないようなルートを

考えております。 

次に、主要な交差点付近の写真になります。新設道路を整備することによりまして、307

号からの収集車両の通行もなくなると考えております。 

続きまして、農業振興地域を示した図をごらんください。オレンジ色の部分が農用地区

域になります。 

次のスライドでは各候補地の状況を示しております。候補地②と③と④につきましては

農業振興地域で農用地区域でもあります。しかしながら、候補地②と④につきましては、

現状では耕作はされていないような状況でございます。 

続きまして、次のスライドで土砂災害警戒区域等についての図を示しております。赤色

で囲われました区域が土砂災害の警戒区域になります。このスライドで各候補地での指定

状況を示しておりますが、候補地④では東側の山肌が土砂災害警戒区域に指定されており

ます。よって、候補地④につきましては擁壁による対策が必要になってまいります。 

こちらは浸水想定区域についての地図になります。水色の部分が浸水想定される区域で

す。こちらで各候補地の指定状況を示しておりますが、候補地①では色が確認はできませ

んが、50cm程度の浸水区域の指定はありますが、問題のない程度と判断されております。

候補地②につきましては宇曽川沿いということもありまして、2m～5m未満の浸水地域に指

定されております。候補地③につきましては 1～2m未満の浸水区域に指定されているとい

うことになりますので、候補地②と③、それぞれにつきましては、盛土による土地のかさ

上げが必要になってまいります。 

こちらは断層との位置関係ということで、赤色の線がすべての断層を示しております。
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こうやって見ていただきますと周辺はかなり断層があるように見えるのですが、これは活

断層以外の断層も含まれておりますし、また推定断層も含んでおりますことから、推定断

層ですと文献によりまして断層の位置が違ったりしておりますので、それもどこにあるの

かというのがまだはっきりしない部分もありまして、例えばこのあたりでもたくさん重な

っているように見えるのですが、これは多分 1つの断層と見ていただけたらと思います。 

活断層としましては、候補地①に彦根断層がございます。候補地④では常安寺断層が活断

層になってまいります。活断層というのは断層の中でも特に数十年前以降に繰り返し活動

しているような、将来も活動すると考えられるような断層のことを言いますので、この図

にある多くの断層は活断層ではないということでございます。ただし、断層というものに

位置づけられておりますので、大きな地震によって何らかの影響があるというふうには考

えられております。 

こちらに各候補地周辺の断層の有無を示しております。候補地①では 306号線に沿うよ

うに彦根断層があります。また候補地の敷地内には副断層とされるものがございます。候

補地④では、県道の 216号線付近になるのですが、常安寺断層がございまして、これも推

定断層なども入っていますのでたくさんに見えるのですが、候補地を挟むように撓曲帯と

呼ばれる断層がございます。撓曲帯というのは、断層の上のほうが撓んだ地盤となってい

るようなものになるのですが、こちらにも存在しております。候補地①と④は敷地内にも

断層が存在しているのですが、専門家の先生によりますと、現地の簡易な調査をしていた

だいたのですが、その結果としましては、いずれの候補地も事前に断層等の位置を確認し

て、それらの断層の真上を避けるような施設配置をすれば土地利用は可能であるというよ

うな旨の報告をいただいております。 

続きまして、地盤の軟弱度についてですが、軟弱度を液状化の危険度で示しているもの

でございます。黄緑色のところが液状化の危険がある地域でございます。各候補地の状況

ですが、候補地②と③が液状化の危険がある軟弱地盤の地域となっております。よって、

この 2つの候補地につきましては地盤改良が必要となってくると考えております。 

続きまして、各候補地での施設配置を検討した案になりますが、候補地①の位置につき

ましては、敷地内に副断層が存在しますので、その上に施設の配置ができないということ

から施設を北側に寄せた配置になります。水色の点線部分が先ほど申しておりました彦根

市で拡幅を予定されている道路でございます。 

次に候補地②の施設配置ですが、搬入ルートは県道のほうから宇曽川、安食川に橋を架

けてそのまま入ってくるような形になっております。焼却施設は山側になろうかというふ

うに検討しております。 

続きまして、候補地③の施設配置ですが、水色の点線の部分が先ほど申しました通学路

を避けるために今後必要になると考えております北側の搬入路になっております。中でル

ートをぐるっと回るような形になろうかと思いますが、その辺も設定していく必要がある

かと考えております。 

次に候補地④の施設配置ですが、候補地の西側にございます撓曲帯を避けるような新設

ルートの整備を考えております。北側に写っております調整池がございますが、そちらを

ぐるっと山手のほうを回ってくるようなルートを検討しております。以上が各候補地の紹

介となります。 
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続きまして、再選定の手法の説明をさせていただく前ですが、本日の意見交換会の開催

を広報紙等でお知らせさせていただいた後、事務局のほうには何人もの方から意見交換会

の内容に対するお問い合わせがございました。聞いている中で、本日の意見交換会では、

廃熱利用についてどういったことに利用できるのかということを説明するということで、

周辺住民のご理解を得られやすくなるのではないかというようなご提案もいただいてお

りますので、少々お時間をいただきまして簡単にご説明させていただきます。 

冒頭でも説明しましたとおり、温水プールやビニールハウスといった利用というのは皆

さんもご存じかと思いますが、廃熱を利用した発電もできるということから、施設で利用

しきれない余剰電力を地域でもご利用いただくことが可能になります。またこのビニール

ハウスについては、通常皆さんのイメージでは暖かい時期に採るような作物を寒い時期に

収穫しようとビニールハウスを温めるというような形のものをイメージされると思いま

すが、余剰電力を使いますとハウス内を冷やすというような環境を整えることができれ

ば、暑い時期には収穫できないような例えばイチゴみたいなフルーツなども夏に収穫でき

るようなことも考えられます。そのほか災害時の避難所になっているような小中学校の体

育館に地域振興策の補助金を利用していただいて空調設備を整備し、そこへ電気を送って

いくというようなことも可能になります。このような利用をすることで、ごみ処理施設が

地域の発展にも資するような素晴らしい施設になればと我々考えているところでござい

ます。 

それでは、建設候補地再選定の手法についてご説明させていただきます。今回の候補地

再選定は皆様もご承知のとおり、彦根市の原町、西清崎町、下西川町、愛荘町の竹原区の

4 つの建設候補地の中から最終的な候補地を 1 カ所選定していくということとしておりま

す。建設候補地となる 1 カ所の決定につきましては、候補地を公募させていただいた際の

公募要項に記載のとおり、広域行政組合の 1市 4 町の首長らで構成する管理者会で決定す

ることとしております。候補地の最終決定は管理者会で行いますが、今回は選定の段階か

ら当組合議員の皆様にも関わっていただくというように考えております。 

そのためには 4 つの候補地の現地視察を議員の方にも行っていただきまして、周辺の状

況を環境も含めて知っていただいた上で、候補地すべてに関する、例えば建設用地取得の

可能性や、断層や地盤の強度、災害に対する安全性、生活環境に関する道路混雑度や通学

路への影響、当該用地取得費や造成費、周辺道路の整備費などのコスト面、またそれぞれ

の地域の現状や課題などについて事務局からさまざまな資料を提示させてもらいまして、

組合議会と管理者会と議論を深めてまいりたいと考えております。そしてこれまでの住民

説明会や本日の意見交換会でいただいたご意見、住民アンケートの結果、選定結果報告書

についてもお示しさせていただいてまいりたいと考えております。今後も組合議会の皆様

と選定手法の詳細について協議を進め、最終的な建設候補地 1 カ所を決定していきたいと

考えておりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。説明は以上でござ

います。 

意見交換 

（司会） それでは、ただいまから意見交換の時間とさせていただきます。本日は広域行政組合、

執行側と住民の皆様との意見交換の場でございます。会場にいらっしゃる応募自治会の

方々に対する直接のご意見やご質問は避けていただきますようお願いいたします。建設候
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補地決定に向けた活発な意見交換の場といたしたく、ご意見やご質問につきましては管理

者、副管理者及び事務局に対していただきますようお願いします。 

それでは、ご意見、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

（住民１） 今おっしゃった話で、私は候補地①の原町の自治会から寄せていただいています。私ど

もが発言することはよろしいですか。そしたら言わせていただきます。 

先ほど大久保市長もおっしゃったように、平成 11 年度からごみ処理場の広域化という

ことが始まった。それから 25 年にこういう施策で応募という形になったというお話をさ

っきお聞きいたしました。私どもは平成 17 年に、先ほど見ていただいた事業の区域内を

土地信託という形で 1つの事業を誘致して物を進めていこうという形で整備をしてまいり

ました。そのときに、平成 24 年に彦根市長さんからごみ処理場を受けてもらえないかと

いうお話がございました。それはどうかというと、今まで 2カ所ほどあったところがいず

れもできなくなったという形から、どうしても候補地として原町でお願いできないかとい

うお話がございましたので、町民一同審議いたしましてお受けしようという形で平成 25

年 3月に基本協定書を彦根市さんと原町と結ばせていただいたという経緯がございます。  

その中で、施策の変更でこういう応募方式という形で今進められているという状況でござ

います。私どもといたしましても当初からお願いをされた部分もございますので、それに

合わせて応募をさせていただいたという形でございます。 

選定委員会というものを設けられまして選定されました。その中で委員さんの客観的な

部分での判断で 80 点という点数の中で私どもの原町は 1 番になっておったのです。あと

20 点というところで委員さんの主観的な点数の配点がありまして、1番であったものが敗

れてしまったんです。5 番になった。そういう矛盾なところもあるので 3 回ほど修正をお

願いしたという経緯もございました。 

その中で、今回こういうような形で 1 番のところを排除して、2 番のところに決められ

たというような状況がございます。それは何かというと農業振興地やさかいにあかんねん

というようなことをお聞きしました。1 番から 2 番に行ったその理由として。ただ、先ほ

どスライドを見せていただいたところは、私ども以外はすべて農業振興地域というような

形になっております。私どものところは準工業地域、都市計画で言う用途地域でまさに合

致するところでございます。用途変更をせんでもすぐにできるようなところでございま

す。そこのところを選定せずに、わざわざそういう農振地のところを選ばれたということ

で、何度も大久保市長さんにもお願いをして、面談などさせていただいて、意見交換とい

いますか、そういったものもさせていただいたけれど、「ご了承願いたい」、「ご了承願い

たい」というような返答ばかり続けてきているわけでございます。 

今日、こういう意見交換会の中で改めてこういうことを言うのも何かもしれませんが、

当初の前市長さんとの約束ということを私どもはしっかり守っていただかないと次の段

階という形を考えておりますので。ということは当然損害賠償という話が発生します。25

年に私どもは約束をさせていただいた結果もございますので、そういう状況ということも

また本日おいでの皆さんにも知っていただきたいということで発言をさせていただきま

した。以上でございます。 

（司会） ただいまのご意見で何か。よろしいですか。意見ということでお聞きさせていただいて

おきます。 
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ほかにご意見、ご質問等ございませんか。 

（住民２） 鳥居本の高根自治会の者ですが、大久保市長にお尋ねいたします。愛荘町竹原の候補地

はさまざまな理由で周辺集落から猛反対され、議会でも多くの議員から理解を得られず、

市長は白紙撤回を表明されたと理解しております。現状では竹原も候補地となっています

が、議会からは NO を突きつけられ、そのときから竹原を取り巻く環境は大きく変わらな

い現状であっても再度、竹原に決定しようと考えておられるのか明確にお答えください。 

竹原地区は活断層に囲まれており、いつ地震の被害が出るかわかりません。いわば地震

により被災する可能性が極めて高い地域に公の施設建設を 1度でも考えられたことは私た

ち市民は理解できません。まして、湖東地域が被災したならば瓦礫の処分を担う施設をな

ぜあえて竹原にと考えられたのか、この点についても明確にお答えをいただきたいと思い

ます。 

彦根市の候補地の 1つである原町につきましては、当初市長は執行部だけの会議の中で

原町を推しておられたと聞いておりますが、いつの間にか心変わりされ、なぜ最終的に竹

原と決められたのか、その点もわかりやすく説明をしていただきたいと思います。 

現在、原町周辺の 306 号バイパスは、国体までには完成を目指して事業を進めておられ、

それに合わせて周辺の道路も整備が行われると聞いております。交通渋滞の緩和は現実味

を帯びています。こうしたことから幹線道路からパッカー車の搬入も安易であると考えて

おります。また、彦根市のごみが 7 割を占める現状を考えれば当然市内に建設すべきです。

それが彦根市のリーダーシップであると私は思っています。市長のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。以上です。 

（司会） 管理者、お願いします。 

（管理者） まず、これは選定に至った経緯を振り返って申し上げますが、先ほど原町の方もお話が

ありました。農業振興地域と準工業地域という違いがあって、彦根市においては、最初選

定委員会から報告書をいただいて以降、どこに候補地を決めるかという段になったとき

に、それに先立って農業委員会から農業振興地域を避けるようにという意見具申があった

ということもありました。私どもは彦根市長として、市内にある 3候補地から選ぶのであ

れば準工業地域のほうが法律の整合性が取れているであろうということを申し上げまし

た。それがなかなか管理者会では合意をいただくところまで行かなかったというのが 1点

です。 

災害対応に関しましては、先ほどもスライドでごらんいただいたように、断層がかかっ

ている候補地が 2つあります。それは原町と竹原。両地域も、先ほどもご説明がありまし

たように断層帯、あるいは副断層の真上でなかったら建設は可能だということであります

ので、竹原も原も同じく建設が可能だと考えたところでございます。 

結局、私どもはいろいろと協議をさせていただいて、圏域全体のこれまでの取り組み、

全体で公募をして決めていこうということで、中立的な立場で専門家の皆さんに集まって

いただいて出していただいた結論、これが優先順位の 1 位から順に当たってくださいとい

うことでございましたので、そこに立ち返って検討をするということにいたしました。 

1 位を避けたというのは、先ほどのスライドでございました地盤の問題や建設コスト、2

位との比較というところから竹原区に、あえて 1位を選ばなかったというところの理由で

ございます。 
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議会では白紙撤回をせいというお話でありましたが、議員の皆さんはそれぞれいろんな

ご意見を持っておられます。結局結論としては、私どもが選定をしたその理由が釈然とし

ない、納得いかないということで、一旦候補地を 1つに絞ったということではなくて、改

めて平等に扱うという対応にさせていただいたということでございます。その辺のところ

を議会の皆様とも考え方を共有しながら、これからさらに深めていって選定に進んでいき

たいと思っております。 

（司会） ほかにございませんか。 

（住民３） 私は愛荘町の秦荘の者です。実は先ほども説明されたのですが、説明の中で今竹原地区

から学校、私はいつも学校ばかり言っているのですが、これは小学校とは先ほどの説明か

らは少し違います。近くは、500m ぐらいしか離れていないです。それから保育園も 1km

以内です。中学校で初めて 1kmぐらいあります。そういった学習地域の中に作る。まして、

先ほど山の麓と言われたのですが、竹原のほうではほとんど頂上です。一番よくわかりま

す。それも説明の中と違います。通学路、307 号線から、小学校へ行くのに 6 集落がそこ

の道を通ります。東小学校はほとんどパッカー車が通るような道路ばかり通ります。通ら

ないと言えば、甲良町のほうから来るだけが通らないという通路になります。ごみ焼却炉

は反対ではありません、大賛成です。その中で、そういった条件の悪い中を選んでくると

いうこと。あとは、甲良町から愛荘町の間、彦根のパッカー車が相当多いです。説明の中

では大したことないようなことを言われましたが、先ほど言われたとおり彦根市は非常に

多いです。そういうことから考えると彦根市のほうから考えたらコスト面は非常にかかる

と思う。お互いにどこかへ持ち寄るということならばまだしも、交通に対しての費用的な

面では少ないと思います。 

それと最後に言いたいのは、これは定かではない話です。実は反対としているのは愛荘

町です。それから賛成をしているのは原町、彦根市のほうです。なぜ愛荘町にそんなに力

を入れているのか。これは定かではございませんが、梨園のところに土地を持っている方

からの話では、一部お金が支払われているところがあるというようなことを聞きました。

これはとんでもない話。そうか、そういうことで竹原に一生懸命になっておられるのかと

解釈をしました。そういったことから、これはとんでもない話になっていったもので、愛

荘町の我々の地域としては大反対です。そういうようなことをどのように考えているか、

答えていただくようなことはしてほしくないです。自分自分で考えてください。以上です。 

（司会） ただいまのこともご意見として承っておきます。ほかにございませんか。 

（住民４） 彦根市肥田町に住みます住民です。私は一日も早く新しい処理施設の建設を望んでおる

市民でございます。私の経歴は、彦根市長さん、豊郷町長さん、甲良町長さんはご存じで

すし、事務局の方もご存じだと思います。私はごみ問題や環境問題のことに従事しており

ましたので、現職時代は助役さんレベルで広域でごみ処理施設を作るプロジェクトを私が

立ち上げました。そういう中で現在進めておられるやり方について不信を持っておりま

す。 

まず最初に、大久保市長の先ほどの冒頭の説明の中で、リバースセンターが愛東町にあ

るという説明をされましたが、管理者がそういう認識でいるのでしょうか。リバースセン

ターは旧湖東町の平柳でございます。そういう間違った説明をされるという管理者でよろ

しいのでしょうか。 



12 

次に本題に入らせていただきます。ごみ処理施設はいわゆる迷惑施設として嫌がられる

施設であります。しかし、技術的な面から見ますと、現在の技術では環境問題はありませ

ん。心配されるのは風評被害であります。 

そういう中で、処理施設は、まず社会的に優れている場所、都市計画の面、地形・地質

の問題、それから場所によっては農振地域で農水省の補助金が入っている地域もございま

す。そういったところを開発するとなると補助金の無駄遣いになるということも認識して

いただきたいと思います。 

そういう社会的な面、それから経済的な面、まず、建設費と輸送に伴いますランニング

コスト、距離が遠ければパッカー車の数も増やさなければなりませんし、人もたくさん要

ります。そういう経済的な面、それと環境的な面、地形によってはダウンドラフトと言い

まして高濃度の煙が集中する、発生する地形もございます。そういうこともすべて考慮に

入れて、それらの面を総合的に具体的に情報公開で説明をして住民の理解を得るべきだと

私は思います。 

先ほど長所・短所を言われましたが、定性的な説明ではこの問題は解決しません。定量

的に数値を示して、ここはこういうメリットがあるという数値的なメリットの公開をやっ

て、場合によっては縦覧をして、そして、住民の意見をもらって決定すべきだと私は考え

ます。そのほうが賛成が得られやすい。そういう方法で進めれば反対することもできない

と思います。私は現職時代にごみの処分場を作ってきた経験がございますので、そういう

観点から発言をさせていただきました。 

（事務局） データの公開ということでご意見いただきましたので、その辺は公開できるデータはす

べて公開させていただいて、またご意見も頂戴するという形でやらせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

（司会） ほかにございませんか。 

（住民５） 日夏町でございます。今先ほど言われたことに関連するのですが、通学路と収集車両の

主な通行ルート及び搬入出路の地図がずっとあるのですが、候補地②に通学路が亀山小学

校と若葉小学校がマークされているのですが、進入路は県道 2 号線を使うと。県道 2号線

を使うのには若葉小学校は確かに通りませんが、ここに全く書かれていないのが、城陽小

学校の通学路が県道 2 号線をかなり跨いであるのですが、これはわざわざ書かれていない

ということは、何か事務局のほうでデータを意図的に変えておられるのではないかという

ことを、この資料自体がちょっと懐疑的に見てしまうのですが、その辺は何でここに書い

ておられないのかということを質問したいと思います。 

（事務局） すみません。城陽小学校ということですが、この辺のことを言っていただいているのか

なと思います。当初そのあたりも入れてくるのも検討してはいたのですが、このラインと

いいますのは、今も既に清掃センターでごみの収集車両が搬入するときに利用されている

道でございまして、彦根市内ではここを通過する量はほぼ変わらないと考えていることか

らも、そのあたりはこちら側と比べて、ここも確実に集中してくるような場所になります

ので、こっちは重要視してこのあたりの写真なども撮らせていただいているのですが、今

もう既に収集されているところ、エリアが、今は清掃センターのここら辺で収集されると

こっちを通って清掃センターのほうへ搬入しているというものが、ここを収集したものが

こっちへ入ってくるのですが、こちらの北の部分は、このラインとこのライン、このライ
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ン、3 つに分散されて入ってくるのと、もっと東側ですとこちらをこう回って入ってくる

ということでかなり分散はされるというところもありまして、こちらのこのラインよりも

北のほうはあまり重要視をさせていただかなかった結果、記入が漏れてしまっているとい

うか、申し訳ございません。示させていただけばよかったのですが、確かにここは城陽小

学校や南中学校へ行かれるルートはこの先もありますので、そのあたりも示させていただ

けばよかったのですが、ちょっと消えておりまして申し訳ございません。 

ただ、収集車両というのは、常に現状でも市内でもごみの収集を行って、どこへ持って

いくかによって常にたくさんの収集車両が集中して通っている部分というのもあります

が、それが場所が変わることによって、分散された道のルートを通って、候補地②でした

ら 3 つほどのルート、4 つですかね、北側ではそういったルートを分散されて入ってくる

という形になりますので、そのあたりをちょっと記載させていただいていなかったので申

し訳ございません。 

（住民５） 説明はよくわかるのですが、曽我医院から行かれるところのちょっと北ぐらいから城陽

学区なんですよね。だからわざわざそういうふうに図を書かれていないので、データ自体

を懐疑的に見てしまうところがあるので、また今後よろしくお願いします。 

（司会） ほかにご意見ございませんか。 

（住民６） 彦根市本町の彦根市民です。今回 4つの案の説明を聞いたのですが、先日愛荘町で説明

を聞いたときに初めてわかったのですが、もし愛荘町の竹原地区にごみ処理場が建設され

た場合に、彦根市の今のごみ処理場に中継所を建設して、例えば彦根市の場合は小さなご

み収集車が行き来していますから、そのごみを大きな大型のダンプに乗せ換えて、いわゆ

る 20 台、30台小さいので竹原に行くんだったら、4台ないし 5台、6台ぐらいの大きなパ

ッカー車で向かうということで、そういうものを彦根市の今のごみ処理場に作るという話

ですが、その場合、いわゆる今のごみ処理場を更地にしてまた新たに中継所を作るのであ

れば、その建設コストであるとか、例えばごみ処理場の場合 40年から 50年使うというこ

とは、彦根市の中継所にかかる人件費などの維持管理費、ランニングコスト、そういうも

のは全然ご説明がないのですが、もし竹原に決まったとした場合ですが、そういうことが

彦根市に作られるというのであれば、それの説明もしっかり出していただかないと、我々

市民としては、市内に作るのであれば中継所は必要ないのだと思いますが、もし竹原に作

るのであれば中継所を作るということが前提になるわけで、それであれば中継所に係る建

設費、それとごみ処理場は 40 年から 50 年使うということは、40 年、50 年の人件費を含

むランニングコストを出していただきたい。その場合、もしかしたら彦根市のごみだから

彦根市で考えてください。1 市 4 町の広域ではなくて、彦根市で考えるならば、この会場

にも今チラホラと彦根市の市議会議員の人たちがいるのですが、今度 9 月の議会か何かで

試算をしっかり彦根市の執行部から出していただけるのでしょうか。 

今回の場合ですが、今は彦根市の話ですが、新体育センターに関してもいまだにまだ今

後 15 年間の維持管理費のランニングコストも出されていないというような状況なので、

もしかしたらそんなことは全く、竹原に決まるかどうかもわからないので、それはまだ考

えていないのかもしれませんが、我々彦根市民としてはどこかに決まる、もし万が一竹原

に決まったのであればごみの中継所が必要だということになるわけですから、それである

ならば説明の中で、中継所に使える建設費用であるとか、また 50 年間使うのであれば 50
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年間の人件費を含む維持管理費の試算ですよね。試算ですからプラス、マイナスあると思

いますが、その辺などもしっかり説明していただきたいと思うのですが、よろしくお願い

します。 

（事務局） 今、竹原地区に建設する場合、中継基地が彦根市には必要だということで、彦根市の清

掃センターでも試算をされておりまして、今いただいている向こうからのデータを見てい

ますと建設費等の試算もされております。今のこの焼却施設は、新たなごみ処理施設がで

きれば必ず解体をしなければいけないというものになりまして、仮に解体した跡地にその

中継施設を建設するのであれば国の交付金が得られるということで、削減できる費用をこ

の収集の運搬経費や施設の建設経費に充てる。削減できた部分はそちらに充てるというよ

うな試算をされているのですが、それで建設費、運営経費、あと運搬経費も含めて試算さ

れておるデータです。 

本日はその数字をお持ちはしていないのですが、ほかの候補地 3つへの運搬経費と比べ

ますと、下西川にもし建設した場合に、今の彦根市の清掃センターというのはかなり人口

重心的にはいい場所にございまして、運搬経費等、少なくて済んでいるところにはなろう

かと思いますが、そこから今の彦根市内でも 3つの候補地に仮に建てることになりました

ら必ず運搬経費は増加するという試算になっておりますが、下西川の増加額とほぼ同じと

いいますか、それも下回ってくるのではないかということで、彦根市の清掃センターのほ

うから試算をいただいているものがあります。それは運搬経費、中継基地を作ることで、

作らない場合と比べて収集車両の増加する台数はかなり抑えられる、1 台で済むというよ

うな試算をされておりますので、それと合わせて考えても下西川町へ持っていくのと同程

度か、それよりも安く済むというのが、運搬費と建設費、運営経費、30年間利用するとい

うことで試算されているものになりますが、その程度になると試算されております。 

（住民６） 竹原ですよ。 

（事務局） 竹原へ持っていく場合に、彦根市で中継基地を運営していくに当たっての運営経費と運

搬経費の増額分、総額で考えたとしても、彦根市の下西川町に建設する場合とそう変わら

ない。 

（住民６） 下西川町に作るのであれば中継所は要らないわけじゃないですか。竹原区に作る場合に

は中継所は必要なわけですよね？ 要するに竹原区に作った後も例えばランニングコス

トがかかる。中継所を作った場合に下西川に運ぶことと同じということは、結局ランニン

グコストは 2つ考えられるわけですよね。だから、下西川に作ったのであれば中継所は要

らないわけだから、竹原区に作ったときと同じようなコストなわけであるから、彦根市の

場合は、結局 30年ということは、彦根市のごみ処理場は 40年たっていますから、あと 10

年だと 50年たつわけで、大体 50年ぐらいはごみ処理場は使うわけだから、30年試算と言

うけれども、あと 20 年残りの試算があるわけであって、そうなるともし下西川町に作っ

たのであれば中継所は要らなくなるので、中継所の建設費もなくなるし、ランニングコス

トもなくなるわけじゃないですか。竹原区に作るということが前提になった場合には中継

所が必要であると。確かにどこに置いたとしてもランニングコストはかかるわけですが、

要するに彦根の場合は中継所を作った場合に中継所の維持管理とか云々かんぬんという

のは結局彦根市の市民の税金で使われるものですよね、彦根市の分なのだから。 

（事務局） 確かに下西川町、原町、西清崎町で作る場合は彦根市の場合は中継基地を必要としませ
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んが、下西川町に建設すると今の彦根市の清掃センターよりもかなり離れているというこ

とがあって、中継基地は作らないのですが、運搬経費のほうが竹原に仮に行った場合に彦

根市で試算されています中継基地の建設費、運営経費、あと運搬費の増加というところも

含めたものと比べて同じような額になるというようになります。それプラス、彦根市の住

民の利便性は今までどおり同じ場所に持っていけるというところもありますし、竹原へ搬

出する車両といいますか、直接に市民の方が持っていかれる台数というのが今まで想定さ

れていたものがほぼなくなるということで、かなりメリットは竹原に行く場合はあるのか

なと考えております。 

（住民６） それは竹原前提の話ですよね。 

（事務局） 竹原になった場合は中継基地が必要ですので、運営するのと建設する費用も含めて、建

設する場合にも解体費用を、本来下西川に建設される場合は解体費用を丸々彦根市が負担

をされるわけですが、竹原に行く場合、そこに中継基地を焼却施設の跡地に作る場合は解

体費用の補助を国からいただけるということで、その削減がかなり大きいです。その削減

できる部分を維持管理費や建設費からそのまま差し引くという形での試算になっており

ますので、そうしますと下西川でやる場合とほぼ同程度か、それよりも下回るというよう

な試算がされているところでございます。 

（住民６） というのであれば、例えば彦根市内、下西川になるのか、原になるのかわかりませんが、

彦根市内に作ったほうが、削減された部分が中継所の建設コストに使えるのだから要する

にゼロなんだという話なのかもしれないですが、それなら彦根市内に作ったほうがその削

減される部分を全く使わなくていいわけじゃないですか。ほかに充てられるわけですよ

ね。ほかのコストに使えるわけじゃないですか。というのであれば、竹原に作ることによ

って二重にコストがかかってしまうのであれば、彦根市内の 3 カ所のどこかに決めて作っ

たほうがいいのではないかと思うのですが。結局国からの補助金も出るけれども、それの

差額分は使わなくていいわけなのだからと思うのですが、そういうものではないのでしょ

うか。 

あと、数字がわからない、今日は持ってきていないということなので、例えば後日、事

務所に行けば数字を見せてもらえるのですか、試算というのを。 

（事務局） 清掃センターに確認して、見せていいということであれば見させていただきます。 

（司会） ほかにございませんか。 

（住民７） 愛荘町蚊野の住民です。私たちは周辺集落、6 集落一貫して竹原ということが公表され

たときから反対を表明してきました。今日初めて断層の詳しい地図が出たのですが、もう

1 回それを出していただけますか。 

まず、1 つは竹原地区、あれだけの断層帯があります。鈴鹿西縁断層帯のど真ん中にあ

るんですね。これが 1 つ大きな危惧、これは我々だけではなくて、広域行政の彦根市議会

でも非常に大きな懸念が出されていました。これが 1つ。 

それからもう 1 つは、ほぼ全域が土砂災害の危険箇所に想定されています。中には警戒

区域に入っているところもあります。先ほど、防護堤をというようなことでおっしゃって

いましたが、非常に危険なところであります。 

それに加えて、先ほども運搬のランニングコストのことが出ていましたが、中継基地を

作るというのは、これは次善の策。当然普通の運搬車で行けるところ、彦根市内が 7割の
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ごみがあるわけですから、普通に考えても彦根市内で施設をするというのが当然のことだ

と思います。 

先ほどから言われているように新ごみ処理施設は当然必要です。ですが、公正に考えて

みていただきたい。今日ご発言された皆さんの発言をしっかり聞いて考えていただきたい

と思います。改めてそのことも含めて周辺 6集落、断固反対ということを表明いたします。

以上です。 

（司会） それでは、ほかにございませんか。 

（住民８） 石寺町から参りました。先ほども農業振興地ということで言われていました。農業振興

地と言いまして、何遍も言うのは嫌なのですが、次の若い世代が順調に育っております。

稲枝には、もちろん滋賀県と言わず、農業に対する情熱のある若者が順調に育っておりま

す。そこら辺を十分理解していただいてよろしくお願いいたします。 

3 番の地図で、通学路の問題で、それではちょっと異議があるというところがあるので、

記憶の中にとどめておいてください。 

そして、手を挙げられた自治会において、自分たちの集落をかなり離れたところでよそ

の町に迷惑をかける領域となっております。これは問題がある。 

そして、西清崎におきまして、廃熱を利用していろんな夢のあるようなことが書かれて

おりますが、この煙突から出た熱というのは、私ども彦根梨をやっている者にとっては心

配ごとの 1つとなっております。朝霧が立ち込めるこの条件は、上空と地面との温度差に

よって生じるものであって、1℃、2℃変わることによってだいぶおいしさが変わってまい

るので、廃熱利用もいいけれども、煙突から出てくる熱がどのように影響してくるのか。

そういうところを数字をもって表していただきたいと思っております。以上です。 

（司会） 煙突の熱に関するお答えすることはございますでしょうか。影響があるとか。 

（事務局） 煙突からの影響についても環境アセスメントを実施するときにはその辺もすべて調査

しながらさせていただくことになるのですが、現時点でのデータがございませんので、最

終的に決まってからということで、そのあたりは調査していくことになろうかと思いま

す。 

（司会） ほかにご意見ございませんか。 

（住民９） 愛荘町に住んでいる者です。先ほど来、断層と地震のこと、特に活断層についての説明

がございました。仮に地震があった場合に大きな影響があるということは当然予想されま

す。ただ、活断層の直下にあるからということだけではなくて、例えば地点の②、③につ

いての影響は全くないのか、どの程度の影響があるか、その辺の評価はどの程度されてき

たのか。私はそれが知りたいのが 1 つ。 

もう 1点は、地震は少なくとも鈴鹿西縁断層ぐらいになりますと千年から数千年のオー

ダーで起こる災害である。ところが、水害につきましては、例えば滋賀県でも琵琶湖の水

位が非常に上がって琵琶湖周辺が水浸しになったという大きな災害が 100年のオーダーで

起こっております。さらに昨今のテレビの報道を見ますと 50 年に一遍の大雨というよう

なことで非常に大きく取り上げられております。その辺の環境に対する影響、これを十分

に考えて立地条件を考えていただきたい。現在までにどの程度までその辺の評価がなされ

ているのかわかれば教えていただきたい。以上です。 

（事務局） 施設自体はどこの候補地につきましても震度で言えば 7にも耐えられるような施設にす
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るということで、軟弱地盤のところについては地盤の改良もさせていただく必要もござい

ますし、施設自体は震度 7以上でも大丈夫というものにはなってくるのですが、ただ、そ

こへの搬入路等につきましては断層があるところであったり、軟弱地盤であったら液状

化、最近でも全国各地で大きな地震があった場合に道路が分断されたり陥没したりという

ようなところの映像でも見ていただいているかと思いますが、大きな地震が来ると搬入路

はどこであっても分断などされるようなことは考えられるのかなと考えております。 

ただ、施設内については、その辺も大きな地震にも耐えられるようなものにしていきた

いと考えておりますので、施設自体は稼働するということは、強靭な施設にさせていただ

くと考えておりますので、その辺はご理解をいただけたらと思います。 

また、水害や土砂災害についても想定される区域については、最悪の事態が起こった場

合にも耐え得るような対策も検討しておりますので、土砂災害の場合は頑丈な擁壁を作る

であったり、浸水の被害が出るようなところについてはかさ上げをして水が入ってこない

ような施設にするという形で検討しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（司会） もうそろそろ時間もまいりましたが、あとどなたか。 

（住民 10） 鳥居本の一自治会の者ですが、まずこういうグラフを作られるときに、これはごみ施設

の処理でしょう。何で各市町村ごとのごみの相当数のグラフがないのですか。まずそれが

あって、ありきの話でしょう。違いますかね。彦根市は特にですが、例えば学区別に年間

どれだけのごみが出ているとか、各町ごとに、1 年間、1 年間、そのグラフ、表があって

こそ、そういったことの話がまず基本の前提にある話じゃないですか。 

それと、今の野瀬町、彦根にございますけれども、パッカー車の各市町ごとの台数や燃

料コスト、これは単純に彦根市から遠くになれば、それだけの大きな、これから環境問題

というのは特に言われておりまして、ましてや燃料代のことはすごく言われています。こ

ういうのは今後 20 年、30 年、その施設を動かしていく中では、一番ごみを出している彦

根市から遠いところに持っていけばそれだけの燃料コストがかかるわけでしょう。年間い

くらかかっているのかというのを出していただいて、それがこの場所であればこれだけか

かるというのも出していただければ、あとはどこにするかは単純に決められるのではない

ですか。以上です。 

（司会） ご意見として承っておきます。最後にどなたかご意見ございますか。 

（住民 11） 下西川町です。難しいお話がたくさん出ておりますが、下西川町として誘致をいたまし

た理由を少しだけお話をさせていただきます。 

私たちの多くは先祖代々から受け継いで、田畑を大切に守り継いでおります。しかしな

がら時代の流れは急激に変化し、その利活用についても大きく変化している。昔は財産で

ありながら、今や負の財産となりつつある。なぜなら売りたくても売れない、耕作したく

ても耕作できない、担い手が家にはいない、米価格は下がる一方で農業機械は高額となっ

ているため、生計的には極めて困難と言えるさまざま要件で空洞化している。そんな中、

農業の担い手と言われている方たちにお願いするなど農協に委託しているのが現状であ

る。 

一方、お願いしている地主の立場はさらに厳しく、年貢や賃貸など減額の一方であり、

米の価格は現在以上においしい米がさらに安くなりそうである。土地改良のほかに、固定

資産税など、必要経費は主要事業より多くなりつつある。負の財産化となっている。昔は
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財産、今やお荷物である。地主は諦めの境地にあり、市は一方的にこの区域を農振地区に

指定し、補助金で縛りつけている。担い手のことは考えても、地主の困っている現状を理

解しようともしない。一体誰のための農業なのでしょうか。土地所有者の考えは全くとい

って視野に入っていない。地主の中には無料に近い売買で手放したいと思っても買い手す

ら見つからない現状がある。 

したがって、自分たち自身が何かの落着き方を考えなくては始まらない。その 1つが今

回の中心になっている、いわゆる公共事業でない限り永久に脱却できないということであ

る。苦肉の策と言える。今後も農振地区が見直され、変更されることは全くと言っていい

ほど確実に低い。公共施設の誘致しかないのが現実である。たとえ彦根市に相談や苦情を

訴えても変更されることはない。下西川町町民は、この世のため、人のため、彦根市のた

め、皆さんのために頑張って誘致をして稲枝地区のまちづくりの一環となって、きっかけ

となってできればよいと考えております。以上です。 

（司会） 時間も参りましたが、最後にどうぞ。 

（住民 12） 3 点お伺いしたいと思いますが、まず、25年の 3月に彦根市と、それから原町で基本協

定書が交わされていたという事実ははっきりしているわけです。そして管理者会議で 6回

目までは原町ということに決まっていたのに、7回目をやったときに突然「愛荘町の竹原」

と管理者の彦根市長がおっしゃったというこの経緯に対して、もう 1回なぜそこで急に変

わったのかということを誰も納得いかないので、何で変わったのかということ、ほかの副

管理者の方は知らなかったわけですから、それはご本人の彦根市長にお伺いしたいと思い

ます。 

それから、彦根市のごみがこの広域の全体の 7割であるということは皆さんもご存じで

すが、そこに事業用のごみが加わると 8割が彦根市のごみであるということであります。

愛荘町の竹原の方は、全体の 8割のごみをなぜこの小さな町で引き受けなければならない

のか基本的に納得がいかない。そして周りの 6つの自治会は断固反対だという声明を上げ

ておられる。そして、広域行政組合の議会でも白紙撤回の議決がされている。それがなぜ

もう 1 回この候補地に上がってくるのかということが皆さんも納得がいかないと思いま

す。 

それから 3点目に、中継基地という話が出てきて、これは初めて聞かれた方も結構多い

と思うのですが、竹原にまだ候補地が決定していたときに広域行政組合でいろんな意見が

出まして、彦根市議会でも納得のいかないという意見が出ましたときに、突然「中継基地

を作ったらどうや」と市長が思いつきのように言うんです。皆さん議会も、えっ、中継基

地って何だと思ったのですが、よくよく聞いてみると 1 回彦根市で集めたごみをもう 1回

中ぐらいの建物の中に一遍収めて、また別の大きなパッカー車に積み直して竹原に持って

いくと、こんなことをおっしゃるので、誰が普通に聞いてみても、例えば真夏の暑いとき

を考えてみましたら、一旦集めたかなりにおいのするようなごみを一旦集め直してまた別

のものに積んで竹原まで行くという、こんなこと誰が考えてもおかしいというようなこと

をまことしやかにおっしゃったんです。それを今でもまだ生きているような、私たちはそ

れは没になったかと思っていたのですが、まだそれをおっしゃっていて、竹原が候補地に

決まったときはそういうこともあると。しかし、ごみ処理施設ができて、さらに中継基地

を作るというこのコストというか、ナンセンスというか、こういうおかしなことをどうし
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てお考えになったのか、もう 1回そこのところをちゃんと説明していただきたいと思いま

す。以上 3点です。 

（司会） まず、管理者のほうからお願いします。 

（管理者） お答えいたします。1 点目、当初彦根市は原町を推薦していたが、なぜ変わったのかと

いうことでございます。先ほど冒頭にもご説明申し上げましたが、彦根市長としては、彦

根市から 3つの候補地が手を挙げていただいて、その中では法的に整合が取れる原町がい

いのではないかということでお話をさせていただいてまいりました。しかしながら、イニ

シャルコストの問題や、道路交通の問題などいろいろ議論が出ましてまとまらなかったと

いうところでございます。 

第 6回目から 7 回目の会議までにひと月程度ございましたから、各町長さんと個別に協

議をさせていただいたり、いろいろと改めて資料を当たったり、そうしたことを経て、原

点に立ち返って、この施設というのは圏域全体で処理をするということでスタートしまし

たので、25 年に公募するということを決めて要項を皆さんに決めていただいて進んできた

というところの原点に立ち返って決めるというところに落ち着いたというところがござ

います。 

立ち帰って判断するということにはなりましたが、当初から議論をしてまいった経緯も

あって、当初 1位として位置づけられた下西川に関しましては、さまざまな懸案もありま

したことから、管理者会議では一定そこの選定リスクがあるということもありまして、建

設コスト等々、2 位との比較をいたしました結果、2 位ということで合意をしたというと

ころでございます。 

彦根市から搬出されるごみが一番多いのになぜ彦根市を選ばないのかというお話であ

りますが、これは募集要項を定めたときに圏域全体で募集をするという基本原則を決めた

わけでございます。したがって、ルールを決めてから、後からこっちのルールにするとい

うことは整合性がない。したがって、圏域全体の利益のために要項をそこで決めていただ

いたわけですから、今どこが近いから、遠いから、ごみの量が多いから、少ないからとい

うことを持ち出して要項を決める前の段階に戻すということは妥当ではないと思います。 

そして、中継基地の問題に関しましては、現在、鳥居本の中山の基地で実際中継基地とし

て稼働しているわけでございまして、一旦燃えないごみを中山で集めていただいて、大き

なコンテナで三重に持っていっているという実績があります。同時に、竹原での説明会で

も多く議論が集中したのは、収集運搬車両の多さ、搬入車両の多さということが周辺への

環境影響が大きいのではないかという議論がありました。そうしたことから車両を減らす

ということは負荷を下げていくということになる。同時に現在稼働している焼却施設の解

体費用を補助を使って整備し直すということにすれば経済的な負担も減ってくる。この両

面で話がされたものであります。仮に竹原と決まった場合には、そうした選択肢があると

いうことでありますが、通常、彦根愛知犬上の圏域のエリアのごみ処理に関しては中継基

地を設けるということはないわけでありますが、中継基地を設けることのメリットは大き

いというふうに判断はしております。 

（司会） 最後に、どうぞ。 

（住民 12） 中継基地の問題ですけれど、竹原に候補地が決まったときは中継基地という問題が出て

くるわけですが、中継基地ということについて皆さんお聞きになっても、今ね、中山の投
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棄場のごみを、一応それは埋立ごみです。それを中継地点で三重県に運んでいるとなりま

すが、この今の問題は可燃ごみです。圧倒的に多い可燃ごみを中継基地を作るという話を

言っているわけです。全然比べる対象にならない。おかしなことをおっしゃっていると思

います。 

それから、最初に「全体のことを考えて」とおっしゃいましたが、7 割から 8 割のごみ

が彦根市で出ているとすれば、その一番近いところに処理できるように持っていくのが妥

当な考え、一番コストが少なくて済むと考えるのが常識の範囲だと思いますが、そこにつ

いては、お答えできればですが、おかしいというふうに私は訴えたいと思います。 

（管理者） 今ご発言いただいた方は当議会の議員さんでもいらっしゃいましたので、この要項を決

めたときに議員として在籍をしていただいたわけです。そのときに、どこが効率がいいか

らここで集中的に公募をしようというふうに決めたわけでは決してありません。全体のエ

リアでどこが手を挙げていただいても、そこを中立的な立場の方に検討していただいて決

めていただこうということでスタートしたものでございます。最初からその議論が管理者

会議の中でありました。どこか効率がいいのではないか、どこが一番誰にとってもメリッ

トがあるのではないか。最初の応募要項を作るときにそうした利害を排して候補地を決め

なければならないという前提に立っていたわけでございますので、そこはぜひ皆様方にも

ご理解いただきたいと思います。 

（住民３） それは理解できんよ。反対反対と言っているところへ無理やりしようとしているんや。

それはおかしい。先ほど言われたとおり確かに彦根の近くが一番ええ。そのことを何で考

えないのか。これだけ何で強調したのか。 

（司会） よろしいでしょうか。 

それでは、時間も参りましたので、この辺で意見交換会は閉じさせていただきたいと思

います。後日にでもご意見、ご質問等ございましたら、本日お配りしております資料に行

政組合の連絡先を書いておりますので、ご連絡いただければ別途対応させていただきま

す。 

それでは、以上をもちまして、本日の新ごみ処理施設建設に係る意見交換会を終了させ

ていただきます。皆様ありがとうございました。アンケートのご協力もよろしくお願いい

たします。 

 以上 

 

 


