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「意見交換会（令和元年７月２０日）」参加者アンケート ～まとめ～ 

 

（１）年齢 

 

 

（２）性別 

 

 

  

20代, 1人, 1% 30代, 5人, 3%

40代, 4人, 3%

50代, 21人, 13%

60代以上, 123人, 

79%

無回答, 2人, 1%

（1）年齢

男性, 145人, 93%

女性, 8人, 5%

無回答, 3人, 2%

（2）性別
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（３）学区 

 

 

（４）事務局説明のわかりやすさ 

 

 

佐和山, 

11人, 7% 旭森, 5人, 3%

鳥居本, 15人, 

10%

城陽, 5人, 3%

若葉, 3人, 2%

亀山, 33人, 21%

稲枝東, 11人, 7%
稲枝西, 1人, 1%

稲枝北, 28人, 

18%

奏荘東, 31人, 

20%

その他, 9人, 6%

無回答, 4人, 2%

（3）学区

分かりやすかった, 

23人, 15%

どちらかと言うと

分かりやすかった, 

37人, 24%

どちらかと言うと分か

りにくかった, 22人, 

14%
分かりにくかった, 13人, 

8%

無回答, 61人, 

39%

（４）事務局説明のわかりやすさ
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■４つの建設候補地について、ご意見をお聞かせ下さい。 

項目 内容 

環境・立地条件 

について 

①原町が一番アクセスが良いので原町が良いと思います。山間地であり、埋め立てもいらな

いし、すぐに建設できるので原町がいいのではないでしょうか。 

 立地条件（搬入出路 農業振興地域 土砂災害警戒区域 浸水想定区域 断層 地盤の軟

弱度） 

総合的に判断しても候補地としては①番原町が一番最適と思われる。 

 環境問題から考えても彦根市内の候補地で決めるべきだ。 

 ・②の候補地を推します。清崎の地は古くから放棄地であり有効活用して頂くには申し分な

いと思います。 

・搬入口に少々問題があると思います。私は稲里町ですが 10年前よりふるさと農道が中途

半端になっておりますので、その道を稲枝⇔日夏甘呂とつけて頂ければ幸いです。 

・山﨑地区間の通行は避けて頂きたい（2t車でいっぱい）生活道路です。子供もいますし、

パッカー車がもっとスローで走ってほしい。 

 候補地②が地域発展のことを考えると良いのではないか。 

 ・国定公園との距離も評価に入れるべき。公園を軽視すべきでない。 

・４候補地とも不適当。土砂災害を避け、断層を避け、浸水地を避け、通学路を避け、国定

公園・文化財を避け選定すべき。 

 亀山学区、荒神山は少年の家やスポーツ公園があり、県内より多くの児童の体を鍛えるとこ

ろでもあり、又、荒神山は多くのウォーキングの人々の憩いの所。まして、登山口の横に出来

ることは容認できません。又、住宅地の亀山ニュータウンが密集しており高校も２つあり、学

生の学び舎があるこんな環境の良い所には容認できない。又、琵琶湖に近く関西の水がめ

であり彦根梨の地であり、良い環境を守るため絶対反対します。 

 荒神山には「オオサンショウウオ」が生息しており、自然保護と動物愛護の観点から、候補②

西清崎町は不向きです。国内で大きく問題視され滋賀県及び彦根市の対応が悪く評価され

ます。ぜひ原町地区に新ごみ処理施設の建設をお願いします。（当初の約束） 

・過去にも大洪水があった西清崎町は地盤も軟弱で不向きです。新施設が水没する。 

・想定外の水害（温暖化型洪水で安全性が低い）が発生し西清崎町付近の一帯が水没する

恐れあり。宇曽川が決壊します。 

 ・候補地②③は地盤が軟弱で冠水等の対策・対応等、多額の費用が必要。また断層は無い

が、軟弱な地盤であり遠方の地震による影響も多大であり不適。 

・①④は地震に対する影響に応えられるか。軟弱地盤の②③と如何程の差異が有るか。私

はむしろ②③の方が施設として不適と考えます。 

 上空の風の流れで考えると人口密度の高い住居地帯へ流れていて、４ヶ所のうち一番全件

的に被害が大きい。反対である。（応募自治会というより、亀山自治会の被害が大きい） 

 ②番③番では農業ファームの反対が有り、無理だと思います。②③では農地であり、農地を

つぶすのは良くないことです。埋め立て費用が多くいるのでダメだと思います。④番は周辺

集落からの猛反対されているのでダメだと思います。 

 優良農地に建設は反対（下西川） 

 当該用地③の近隣で農業を営む者として、当地区は水稲耕作における視察先にも度々選

ばれる農業の先進地域であり、また用地③はまさにその中でもリーダー的な立場におられる

企業の耕作地でもある。そのため個人的な意見ではあるが、水稲耕作に対する種々の風評

も鑑み、当該施設の建設は避けて頂きたい。 

 今回の候補地のうち、下西川町については、農振農用地の特Ａ級の農地であります。本施

設の必要性は十分感じておりますが、健全な農地として本来の用途に使用されている土地

を選定されることとなるのは反対であります。現在、その農地は大規模農家が自ら大区画農

地に整備し、投資されている農地です。市の農業を守るためにも考慮願います。また、搬入

道路となる道路は、近隣町の唯一の通勤・通学路となっています。現在でも通行量の多い所

へこのような施設が建設され、ますます通行量が増せば当町としては非常に困ることとなりま

す。候補地の中でも農振地は他にもありますが、耕作放棄地・荒地になっている所で考える

べきである。 
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項目 内容 

 候補地③については農業振興地域の中でも優良な農地であり、現在も大規模な農業経営

者が稲作を行っている。又、近くには彦根特産となった梨の生産地もある事から建設地とし

て適していないと考える。 

 下西川地区は農地のど真ん中にあり優良農地をつぶしてまで建設するのは反対です。耕作

にも交通の面でも支障がある。風評被害も避けられない。 

 候補地③については、美田地域でもあり、軟弱地で地盤改良を充分にする必要もあり、必ず

地盤が経年と共に沈むと思われる。故に不適と考える。 

 立地条件（搬入出路 農業振興地域 土砂災害警戒区域 浸水想定区域 断層 地盤の軟

弱度） 

なぜ断層地である④竹原を候補として一番としたのか疑問である。 

 特に農業振興地域での建設は絶対反対。 

 彦根市の全体の産業振興を考慮すると農業振興地域は避けるべきである。農業で発展して

いる区域をつぶす事になる。 

処分場だけでなく様々な分野への影響も考慮すべき。 

 唯一農業者の 20代の後継者が育っている稲枝地域に当該施設設置は反対!! 

 疑問に思うのは、どの候補地でも安心安全な場所は難しいと思う。環境的にも近くに施設が

できれば健康的に近隣にはどうかなという不安が残る。稲枝近隣には反対したい。 

イメージ的にも困る。過去には水害もあり軟弱な地盤でありそれに備えられるのか？ 
 

災害の頻度から、水害・土砂災害を重視すべくあるべき 

 ご意見があったように水害を考慮すべき。 

 合意形成のしやすさ 

・施設建設用地（特に地盤面、災害時に避難所としての利用価値）として適しているかなどが

一番大切ではないでしょうか。 

事業の経緯 

について 

建設を望んでいる原町の方がおられましたが前市長との約束もあるのでそちらの方を決めて

もらったら良いと思います。 

 原町との約束を守った方がよい。 

 竹原地区にこだわるについてのひとつに金の動き？想定外の話である。災害等もよく考える

べき。 

 参加者からも竹原候補地がまた出てきたことに対する強い疑問の声が出たように、全く理解

ができない。 

 白紙撤回された竹原が再選される事の無いよう、良識ある判断をお願い致します。 

 意見の中であったが、賛成地区（原）があるのに、反対地区（竹原）にわざわざ持ってくるの

がわからない。 

 住民が反対している竹原に積極的で、住民が賛成している彦根市内に消極的なようだが、

その理由がよくわからない。 

原町→竹原町に変わった理由が、様々なことでという説明が主で分からない。 

 原地区との協議書については納得できない。今まで考慮してこられたのか。論外である。 

交通条件について 候補地①については現状での交通渋滞が近隣で発生している中、処理場が出来るとさらに

交通渋滞が起こり、広域にわたり不満が出ると思う。元々の国道の道路整備も並行して県と

協力して進めて頂きたい。 

 ・土地の有効利用の観点（例えば、水田を壊さなくても良い） 

・災害時の交通の便（例えば、高速道路のＩＣに近接する。） 

・災害時の市の混雑から離れている。 

 等々の理由により、竹原地区が良いと思われる。 

 前市長との協定書があるのであれば、なぜ当初から原地区としなかったのか。原地区周辺

は、交通渋滞も激しくバイパス道路を整備されるとしても問題があると感じる。 

仮に原地区として決定に至った後に、周辺住民からの反対が出そうな気がするが、その場

合はどうするのか？ 



5 

項目 内容 

 候補地①は県道彦根バイパスや国道８号線バイパスの計画が有るが、混雑する場所に設置

して問題はないのか。 

 候補地①は外町交差点の渋滞が改善されないと収集作業に支障が出るのではないかと思

う。また、IC付近の混雑が発生するのではないか。 

 特に竹原地区は一般車両がゴミを搬入する場合、通学路を通らない保証がなされない以上

反対である。 

 ・既存の道路を拡張・改善する事は生活道路の向上につながりメリットがあり賛成。ただし、

橋を 2基取り付ける事は財政が困窮している彦根市には無理。 

 ・交通関係の問題の取り上げが少ない。 

 ゴミ処理場の建設には賛成です。彦根の道路は渋滞が多いので心配です。 

 西清崎に決まった場合、２号線からの新設道路を作るのはわかるが、愛知・犬上からの搬入

は亀山小学校・保育園の側の８号線からの道路が搬入路になるのが●●と思うので、安全

対策を確実にお願いしたい。 

 ②の候補地を推します。清崎の地は古くから放棄地であり有効活用して頂くには申し分ない

と思います。 

・搬入口に少々問題があると思います。私は稲里町ですが 10年前よりふるさと農道が中途

半端になっておりますので、その道を稲枝⇔日夏甘呂とつけて頂ければ幸いです。 

・山﨑地区間の通行は避けて頂きたい（２ｔ車でいっぱい）生活道路です。子供もいますし、

パッカー車がもっとスローで走ってほしい。 

建設費・税金 

・コスト等について 

ランニングコストがイニシャルコストより大きく、ゴミ搬入比率から考えても彦根地区が妥当で

ある。 

 中継基地やランニングコストを考えると彦根市３つの候補地の中から決定すべきと考えます。

（ゴミも彦根市が一番多く出す） 

 竹原地区がベター（コスト面） 

 ゴミの多い彦根市内に作るのが当たり前のように思う。 

 多量のゴミが出る彦根地区に建設が妥当と思う。 

 彦根市のごみが７割を占めるので彦根での建設が良いのでは。 

 ・竹原地区では地元の住民も反対の人が多くいると聞いている。 

・竹原では運搬コストがかかりすぎます。 

 農業振興地域や住宅周辺地域では、ゴミが散乱、車両の排ガス濃度の問題に後々莫大な

費用がかかると思う。交通堆積物の収集処理。そうした事から、建設費が増しても継続費用

が少ない様な検討を願います。 

 いろいろ利害関係があるので、一般住民には建設費・ランニングコストの金額を提示し、判

断しやすくなる。 

 各候補地についての施設以外の建設費や運用費用についても試算に基づく比較が欲しい

と思った。 

 税金などで建設されるので、出来るだけコスト・土地代・建設費など安く済む所で、みんなの

間接的な負担が少ないように建設地を決定すべきである。 

 建設費、ランニングコストの説明を詳しくしてほしい。 

 施設・道路（新しく作る）にかかる経費を具体的に。 

 反対している所に建設しない方が良い。希望しておられる所が望ましい。経費がかからない

方が良い。 

 建設費 ・ランニングコスト・お金の具体的な数値示すべき 

 新設のアクセス路の距離が長くなれば処理場新設のコストもかかると思われる。 

 30年～50年を考えて処理施設の整備方針はもとよりコスト面（土地・建設費、ランニングコス

ト、イニシャルコスト etc）のことも資料が知りたい。 

 今日の資料に建設用地費、造成費、施設建設費、道路整備費、環境対策費などのコストを

それぞれ出すべきであった。 
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項目 内容 

 合意形成のしやすさ 

・敷地造成や道路整備用地取得等「施設建設にかかるコスト」が小さいこと。 

・収集運搬や施設運転など「ごみ処理コストが小さい」ことが必要である。 

 中継時点での、今、成算しているコストを見せて欲しい。 

 候補地は、広域で選ぶのが当然ですが、選ぶのはコスト等で決めるのだから近くを考えるの

に条件となると思う。 

 コストがわからないので判断が出来ない。 

エネルギーの 

再利用について 

熱エネルギーの利用を考えた建設地の決定を希望する。 

 廃熱利用の好事例（●地域●●）を具体的に●●。 

管理者について 管理能力のない管理者に失望した。更迭すべきである。 

 ①立地の検討を彦根市長は主体的な彦根市の責任者にかかわらず委員会に丸投げして責

任を放棄しているので、責任者として市長は失格である。 

施設の分散 

について 

広域をやめて、１市４町、それぞれでコンパクトな処理施設を作ったらどうか。１市４町でそれ

ぞれゴミを減少する努力をする必要があると思います。募集要項を変えたらどうか。 

分析・調査データ 

について 

４つの建設候補の説明をするのに、１時間半は短く分かりにくい。 

 候補地については、もう少し十分に検討してください。 

 この資料での候補地の選択は難しい。 

 各候補地の環境アセスメントについて調査してほしい！ 

 どの候補地についても意見はあると思いますが、データ的にしっかり出して決めていかない

と議論ばかりがいつまでも続くと思います。 

 ・全てにおいて一長一短あり。 

・もう少しデータを提示して、評価値が有れば良かった。排出量、コスト etc 

 候補地を縦軸、コスト等を横軸に順位表を作ってください。 

 ・パブリックコメント等意見収集すべき 

・詳細なデータを公開すべき 

 全体の比較ができない 

 資料不十分 

 ・判断するための材料が十分出ていない。 

・４町の土地利用方針が不明。 

・農業投資のない不耕作地、イノシシ被害をクリアできる清崎西を進めればどうか。反対の意

見をあまり聞かないが？唯一農業者の 20代の後継者が育っている稲枝地域に当該施設

設置は反対!! 

 諸データ（情報）の開示が足りません。 

事業の進め方 

について 

10年先・30年先の事を考慮して決定して下さい。 

どこの候補地になってもメリット・デメリットがある。 

あらゆる条件を考慮し、最大公約数で決定となることが必要と思う。 

 候補地の手上げ方式を決めていくのに無理がありそう。もっと行政環境アセスメントなどすべ

ての分析の中から合理的に候補地を決めていくべきではないか。 

 出来る限りテクニカルに計画して頂きたい。彦根以外でも可能。 

 ①候補地：彦根３ヶ所、愛荘町１ヶ所という選定が初めから不公平である。犬上にはないの

か。 

 色々な圧力があるかもしれないが、公正に判断がなされるように。 

 社会的、経済的、環境からの側面から評価して、その結果を公開して住民意見をもらい、そ

の結果を公開して決定するべき。 
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項目 内容 

 候補地の選定については耕地整理が完了し、大区画化可能な優良農地を選ぶのではな

く、耕作しにくい農地を優先して選定すべきと考える。又、周辺自治会、農業者の同意を得

て選定すべきである。 

 彦根でまとめるべき問題 

新たな候補地を募集するべき。５地区の他リバースセンター近くに持ってくるのが１番です。 

 応募自治会だけでなく周辺の自治会や住民にいかに理解を得られるかがポイントであると思

う。100%の理解は難しいにせよ極力同意の求められる地域を選ぶべきだと思います。 

 近隣町の意見を重視すること。 

 原への誘導を前提にした議論のように感じた。 

 候補地の立地利点、懸案事項を対比し、懸案事項の重要度が高い個所を除外していく方法

が良いのではないか。 

 ・候補地自治会の周辺の反対があるのはおかしくないですか。候補地自治会に対しては有

り難いが、周辺自治会と話すべきではないか？ 

・反対の多い場所に決めるべきではない。 

その他 彦根市で決めるのが妥当です 

 新ごみ処理施設は、原地区か下西川地区へぜひ建設して下さい。 

 原町か西清崎町ですね。 

 彦根市の３ヶ所から選定する方が良いのではないか。 

 それぞれ一長一短はあるが、総合的に考えれば原地区が適しているのではないかと考え

る。 

 原地区の役員さんは 25年に原で決定ではないか？と言っていました。原地区にしてほし

い。 

 住民が反対している竹原に積極的で、住民が賛成している彦根市内に消極的なようだが、

その理由がよくわからない。原町→竹原町に変わった理由が、様々なことでという説明が主

で分からない。彦根市内に作るのが妥当と考える。 

 絶対彦根で処理しないといけない。 

 下西川、原で検討されてはどうか 

 彦根市につくるべき 

 原町でよい 

 原町は希望されている。誰も反対していない。原の住民も喜び、他候補地（清崎以外）は反

対している。 

 立地条件・建設コスト・ランニングコストなど、すべて費用を提示しないと判断しにくいが、今

回の意見から現時点の判断は、原町（候補地①）が望ましい。 

 最も安心・安い原町の方がやりやすい。 

 災害の頻度から、水害・土砂災害を重視すべくあるべき。①とすべき 

 ①がよい 

 話を聞く限りはどう考えても「原町」だと思えてきました。 

 建設は彦根市にすべき。休耕田の西清崎に建設するべき。 

 本日の説明、会場意見を勘案、現時点では候補地②が良いと思います。 

 候補地②が一番良いと思います。 

 候補地として、西清崎（候補地②）が最も良いと考えます。 

 今日の説明会を聞き、一番の候補地は第 2候補が適当だと思います。 
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項目 内容 

 ②が良い。危機管理がしっかりしている。 

 農業投資のない不耕作地、イノシシ被害をクリアできる清崎西を進めればどうか。反対の意

見をあまり聞かないが？ 

 彦根市内に造る事。下西川町が一番良いと思います。 

 彦根市の候補地にする事（NO.3） 

 竹原地区がベストではないか。 

 個人的には竹原地区に建設するのが一番だと思います。 

 竹原を希望。 

 ４つを見比べると全てに一長一短があるようです。竹原地区が最良と思われる。 
 

反対している所に建設しない方が良い。希望しておられる所が望ましい。経費がかからない

方が良い。 
 

防災拠点にするのであれば人口集中地に設置することがベストではないのか。 

 人口から限りなく利便性の高い候補地が望まれる。 

限りなく地域に偏らずより中央に近い所が本来の利便性と思われる。 
 

疑問に思うのは、どの候補地でも安心安全な場所は難しいと思う。 

環境的にも近くに施設ができれば健康的に近隣にはどうかなという不安が残る。 

多賀方面等はどうか？と思う。 

 旭森地区は、原町には絶対反対意見です。 

 下西川は断固反対 

 候補地の下西川については、周辺の自治会及び稲枝地区の農業振興地の自治会は総反

対と考える。下西川はまず無理であると断定する。 

 竹原は中止して下さい。 

 竹原は反対もありダメです。 

 中継地でいるような所に建設するのは疑問。 

 公共施設の近くに建設はどうかと思い反対。 

 反対している所に建設しない方が良い。 

 反対意見の多いところは避けるべき。 

 ・候補地自治会の周辺の反対があるのはおかしくないですか。候補地自治会に対しては有

り難いが、周辺自治会と話すべきではないか？ 

・反対の多い場所に決めるべきではない。 

 ・どちらの候補地に決定しても公平・公正になされる事を願います。 

 通学道も県道の設計ミスで農道を使っている。表面（地図上）だけの見方では困る。農道は

地主の負担で行っている設備。設置地区だけでないことを検討して下さい。 

 早く決めてほしい。 

 ・誘致している。 

・反対 

 前市長との協定書があるのであれば、なぜ当初から原地区としなかったのか。原地区周辺

は、交通渋滞も激しくバイパス道路を整備されるとしても問題があると感じる。 

仮に原地区として決定に至った後に、周辺住民からの反対が出そうな気がするが、その場

合はどうするのか？ 

 ③検討のポイントがずれている。 
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項目 内容 

 どちらの候補地も一長一短があり、一つに絞るのが難しい。かと言って絞るのであれば、どの

項目を重要に考えるか、いずれにせよ決めなければいけないが、もっと早くから解っていた

事だから。 

 どこが良いのかよくわからない。 

 候補地について位置が分かりにくかった。（現地→竹原地区） 

 H25の彦根市基本協定書を守ること 

 早く建設して下さい。 

 賛成のところに造らないで何故反対のところに造るのか 

 農振地域では転用ができないのが、ごみ処理施設の候補地に上がっている以上は転用で

きるということと考える。 

稲枝地区全体の将来と考えた時、農村として発展する計画を併せて示すことが大事だと思

う。 

ごみ処理施設は建設でき、他の開発は農振地区でできないという話では納得できない。 
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■本日の意見交換会の感想、その他新ごみ処理施設整備に関してご意見等がありましたらお聞かせ下さ

い。 

項目 内容 

エネルギーの 

再利用について 

温水施設の設置も今後検討してほしい。 

熱が出ると思いますが熱の再利用を考えておられますか？（温水プール、ハウス、発電） 

 排熱利用が将来できる敷地の確保ができる場所を選定すべき。 

環境への懸念 市長さんも三津屋の出身になれば、荒神山周辺の環境の大事さをよくわかると思います。よ

く考えてください。 
 

農家の意見交換会で風評被害（米、彦根梨）、また、ばいじん・臭気とかも懸念しています。 

若い農業経営者（従事者）も育っているので、若い人の芽を摘み取らないよう次世代につな

げたいと思います。 

管理者について 市長の答えがわかりにくい 
 

管理者である彦根市が現実を間違えて話をするなんて最低で、管理者として不適格でこん

な管理者では話もまとまらない。辞職してもらいたい。 

事業の経緯 

について 

・前管理者が原町で決めておいたものを無視したこと、握りつぶして公募にした。 

・用地選定において、第１位の原町が２次審査で最下位にさせられたこと。 

・最初から信頼できない話である。 

 一旦決定された候補地が●●●●●実印まで押させ乍ら白紙撤回された。「公」の機関が

行う事業が簡単にコロッと変わる事に対し、行政に対する不信は以前も増して増した。 

 犬上広域ごみ処理の問題はもっと以前から問題化することは有ったと思うが、もっと市民レベ

ルでの情報公開、周知、協議が早くに行われるべきであったと思われる。 

 候補地白紙撤回時及び合同説明会時、8/末までに決定との事であったが、この新聞報道

は何だったのか。 

 検討から建設まで時間がかかりすぎ。事務局、組合管理者会、結論を早く。 

 ・今回の選定方法に疑問が残る。 

・どの地域も決まるかどうかに関わらず、地域内での分断やしこりが残る。 

・各自治会が周辺と将来にわたりうまくいかなくなっている。 

 今回の選定の募集要項を決めた時から道を間違えている。猛反省すべき。 

交通関連の懸念 パッカー車の搬入、交通機関、特に道路の混雑が心配。通行ルートを明確にする必要あり。 

 ・ガードレール等でハードな学童保護をお願いしたい。 

・8号線の渋滞緩和。 

 どこに決まっても搬入路等周辺の安全に十分配慮願いたい。 

 鳥居本学校は中仙道が通学路です。 

 通学路や交通事情に極力影響の出ない搬入出路が重要である。 

建設費・税金 

・コスト等について 

補助金も国民の税金だという事をもっと大切に考えて頂きたい。 

ランニングコストを明確にするべきである。 

 土地取得に関するお金のお金の流れを全公開すべき。 

イニシャルコストの負担、ランニングコストの分担計画を公開してほしい。 

 建設などのコストだけでなく、ランニングコストも明確に示してほしい。 

 彦根市の運搬コストは、各候補地ごとに出して頂きたい。 

 各候補地別ごとの建設費、ランニングコストの比較の説明が欲しかった。 

 財政的検討がない 

分析・調査データ 

について 

排出ゴミ一市四別の総ｔ数の表（グラフ）を出してほしい。 

バッカ―車の 1年間の燃料代。 

 水害に対する影響評価不十分と考えます。彦根市の影響については軟弱地盤への影響、

昨今生じた地盤の被害を考えればもう少し突っ込んだ影響評価が必要ではないのか。 
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項目 内容 

 説明する分析資料・内容が単純すぎる。もっと建設地を選択する為の詳しい分析をすべき

だ。 

 ・農振地域等が候補選択の一つ要因であるのなら、これを機会に「農振」についてあり方を

考えて頂きたい。 

・環境アセスメントを 4候補地すべてに実施し、その結果を示して頂きたかった。 

 地域での量（グラフにせよ）（コスト表わす） 

 数字的なデータが出てきてない。説明がつかない。 

 データ不足。事務局しっかりしろ。比較すらできていない。 

事業の進め方 誘致している所があれば、そちらを優先して決めてほしい。 

 候補地を選定する場合、立候補するのではなく、地域全体を鑑みて有識者から見解を求

め、ピンポイントに落とし、その地域に依頼、お願いする方法が良かったのではないか。 

 住民投票を取って頂きたい。各施設の近隣地区のみ離れている地域の方はどうでもいい票

が含まれると思うので、ぜひとも住民投票で！ 

 個別の地区へ話になし。選定方法については議論がなかった。 

 候補地自治会の意見でなく、周辺自治会、農業者の理解がない状況で選定すべきではな

い。 

 難しい問題ですが、本来のラインに立ち戻って頂きたいです。 

設置後の運営につ

いて 

余った電力や熱を利用したハウスなどいいのですが、一部団体に丸投げ運営にしたら、ひら

かれた市政に反するので参加も見学も常にオープンな運営にして欲しい。 

 石寺自治会に余った電力を配布して欲しい。 

 発電による余熱電力は設置した所だけで利用するのではなく、１市４町で利用する方法はな

いのでしょうか。 

 処理施設は何十年利用できますか？そして、管理運営を地元にもと思います。 

候補地・周辺住民 

への対応 

④が今回処理施設から外された場合、当局は長期に渡り苦悩し結論を出した住民に如何な

る対応をされるのか、地域・自治体に示して頂きたい。 

経緯・情報の開示 

について 

最終結果（判定）は、議員と監理者で決めると説明されたが定量的に数値を公表してもらい

たい。 

 ・決定までの作業スケジュールを広報に記載して下さい。 

・６月の住民アンケートの結果を公開して下さい。 

 ・建設地を決定する際、採点基準を明確にするべきである。 

・候補地４ヶ所の採点内容をオープンにし、市民に説明するべきである。 

 環境アセスは候補地決定後と言われたが、結果が出てからでは遅い。現段階で示すべき。 

 もう一度意見交換会を開いて詳細なデータを開示すべきでは。 

 ・決める前に４候補地を定量的に比較した結果を市民に公開し、縦覧すべき。不透明すぎ

る。数字を示すべき。 

・数字を示せないのは、本日発言にもあったが、裏で金が動いているのではないかと邪推す

るしかない。 

 これまでの委員会の資料を見せて欲しい。（これまでの背景がわかっている数字を知りたい） 

 次回はもっと情報が必要。補助金等も含めて。最終的にはどこかに決めないといけないの

で。 

意見交換会 

について 

４つの候補地、合同の意見交換会は無意味。 

各町長（副管理者）からの発言も聞きたかった。 

 意見交換会を各地区でも実施してほしい。 

 中立的な立場で原点に立ち戻ってというのが、言葉が上滑りしている。 

 形式的な意見交換会ではなく、管理者、副管理者、広域議会議員の皆さんで、住人の意見

を良く理解し、意見を十分参考にして下さい。 

 もっと回数を増やすべきである。公募のやり直しからスタートすべきである。 
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項目 内容 

 管理者会・事務局の選定基準が明確にならなければこの様な会を何回やろうとも問題を複

雑にするだけ。選定委員会が適性条件の評価をされていることが全く活用されていない。時

間のロス。本日の会の目的がわからない。 

 今後は応募自治会に対しての質問を出来る機会ももうけて頂きたいし、それにより応募地域

の覚悟も確認できると思います。 

 時間ばかり追われてしっかり対論されない。 

 非常に不親切な説明会でしたね。基礎資料も不備。 

 煙突の熱についての質問に決定してから説明するとの事ですが、決まってからでは遅い。話

し合いにならない。 

説明資料の内容 

について 

デメリットの方も充分提示した方が理解を得やすく、不信感も少なくなると思う。 

配布レジュメの内容が分かりにくい。詳細をもっと知りたい。 

 まだ資料不足である。 

 配布資料のスライド内にあった利点等が記入されていたら良かった。 

 選定の基準があいまいで説明不足。 

 ・みなさんの意見を聞いていると説明会ごとの資料が違う。 

・資料不足が考えられる。 

 環境面の説明不足。整備方針の一番に書かれていて環境負荷の低減の一言で何の説明も

ない。あまい。 

 説明の不足分が多い。 

 質問に対する答えが不明確。説明データが少なすぎる。 

 資料は確実に正確なものを 

説明資料のレイア

ウト等について 

説明会及び、意見交換会等の資料について、もっと具体的に数字で表し、分かりやすくした

方が良いと思う。 

 もう少し項目を一覧にし、見易くしてほしい。一覧表で比較してください。今の順位分からな

い。 

 資料が見にくい。レジメ、パワーポイント両方。 

 パワーポイントの資料を各地域拡大して分かりやすくして欲しいし、照明を落とすなど配慮が

必要です。 

その他（肯定意見） 参加し、様々な意見を聞かせてもらって良かった。 

 用地選定については、多面的かつ公正な視点での分析を聞かせて頂き有難かった。 

 色々な意見が聞け、大変参考になった。 

 候補地の選定に当たって、調査され、有意義な説明だったと思います。 

各地域の声に耳を傾け、検討いただくことを願います。 

 開催意義はあったと思う。 

その他（否定意見） 全く事実でない意見があった。かなり不愉快な思いをしました。 

 お金が配られたとか根も葉もない情報を言わないで（裏をとってからに）。 

 最後は尻切れトンボか。 

 候補地の利害は理解できるが、彦根市の問題点を広域行政に持ち込むことは残念で、発言

者も慎むべきではないかと思う。 

その他 ・色んな意見が有ります。当然まず人の安全を第一に。 

・強固に早くしてください。 

 埋立ゴミ処理場との関連は？ 

 色んな角度から見て決定してもらいたい。 

 予定地区により、長い年月の差があり知識に差があると思えた。 

 現状のままで良い。 
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項目 内容 

 下西川さんに。国の農政のあやまりからきている。処理場も含め国や県にしっかり声をあげて

いこう。 

 事務局はどこに建設したのかわからない 

 安心安全にごみが出せる所が良い。 

 ごみ処理施設は必要であるが、恩恵（メリット）を受ける所は賛成で、周辺は反対である。 

 どこにしても反対もあり、難しいが、どこかに決定しなくてはならない。 

 


