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彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設建設に係る 

住民説明会（第 18回説明会） 全文 

 

日 時 令和元年 12 月 1日（日）午後 7時 30 分～午後 9時 00 分 

場 所 グリーンピアひこね 

参 加 者 

90 名 

亀山学区（52名）、城陽学区（21名）、稲枝東学区（9 名）、若葉学区（4名）、 

佐和山学区（2名）、稲枝西学区（1名）、彦根市外（1名） 

事 務 局 

彦根愛知犬上広域行政組合 大久保管理者（彦根市長） 

〃 事務局 神細工事務局長、建設推進室（杉山室長、山本副主幹）、

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（枝澤室長、山﨑主任）、地域創造室（有田副室長）、

環境・エネルギー室（岡村次長、西脇主任） 

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（施設整備基本計画の概要について） 

(2) 質疑応答 

 

 

挨拶 

（事務局） 皆さん、こんばんは。お時間も参りましたので、ただいまから始めさせていただきます。 

日曜日の夜、何かとお忙しい中、また寒い中、ご参加いただきましてありがとうございま

した。 

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説明会を始めさせて

いただきます。本日はお借りしております会場の都合もございますので、午後 9 時を目途

に終了したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、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。 

続きまして、広域行政組合建設推進室の杉山でございます。 

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。 

申し遅れましたが、本日進行を務めさせていただきます彦根愛知犬上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。 

それでは、説明会に際しまして大久保管理者からご挨拶を申し上げます。それでは管理者、

お願いいたします。 

（管理者） 皆様、改めましてこんばんは。今年一番の冷え込みとなりましたが、皆様方にはご多用の
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ところお運びをいただきまして誠にありがとうございます。併せて日ごろから広域行政組

合の運営に格別なご理解、ご協力をいただいておりますこと、改めて厚く御礼申し上げた

いと思います。 

本日は、新たなごみ処理施設、熱回収施設建設の説明会を開催させていただいたところで

ございます。これまでの経緯につきましては、当地でも過去にわたってご説明をさせてい

ただいてまいりました。簡単に申し上げさせていただきますが、今私どもの彦根市開出今、

野瀬地先で稼働しております焼却施設に関しましては県内でも一番古い施設になってお

ります。そして犬上郡、愛知郡の圏域で取り組んでいただいておりますリバースセンター、

これにつきましても耐用年数が限られておるということであります。数年前から彦根の処

理場におきましては、皆様も処理の変化というのをお気づきいただいているかもわかりま

せんが、一部汚れたプラスチックなどを焼却に回しております。もともと古い施設でござ

いますので、プラスチックごみを燃やすということについて、炉の耐用年数が、一時ダイ

オキシン対策で大規模な改修はされたものの、劣化が極めて加速度的に進んできている状

況であります。そうした状況を踏まえまして、圏域の処理施設として建設候補地を検討し

てきた結果、先日の広域議会におきまして西清崎地先を候補地とするということに決定を

いたしたところでございます。 

これからいくつかの仕事をしていかなければなりません。第一には環境アセスメント、こ

の候補地を建設地として定めてまいりますためのさまざまな手続きがあります。そして今

の稼働しているごみ処理施設は焼却をしているわけですが、この焼却をした熱を回収して

エネルギーを作っていくという新たな施設を建設するということ、これによってごみの分

別の仕方等々にも少し影響が出てくるかもわかりません。その辺のところを深く検証して

いくという作業があります。 

これから２つの大きな仕事をしていかなければならないと思っています。1 つは今申し上

げた熱回収施設、ごみ処理施設の建設ということ、もう 1つは、それに伴ってこの地域の

発展に資する施策を皆さんとともに考えて、それを実行に移していくということでござい

ます。この公共施設が当地に建設されることによって必要な対応、そしてこの地域がさら

に活性化するような施策、これを進めていくということでございます。地域振興策につき

ましては具体的にまた皆様方ともご相談させていただいて練り上げていくという作業を

進めていきたいと思っております。 

限られた時間でございますが、本日はこれから概要を事務方からご説明申し上げて、また

皆様からご意見を頂戴しながら、さまざまな課題もあろうかと思います。収集運搬車両の

通るルートであるとか、あるいは廃熱の利用の仕方であるとか、灰の搬出の仕方であると

か、環境が悪くなるのではないかとか、いろいろとご懸念を持たれている方も多いと思い

ます。そうしたことに対しましてお答えをさせていただき、また宿題を頂戴し、皆様とと

もに前進をさせていきたいと考えておりますので、どうぞ忌憚のないご意見を頂戴します

ようにお願いを申し上げでご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

（事務局） ありがとうございました。 

それでは早速ではございますが、事務局から新ごみ処理施設の概要、今後の事業スケジュ

ール等について説明させていただき、その後、皆様からのご質問のお時間とさせていただ
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きます。できる限り多くの方から質問、ご意見を賜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。 

その前に、配布物の確認をさせていただきます。本質の資料は、受付でお渡しいたしまし

た「彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画（案）の概要」、カラーの 2枚ものと、

搬入出路についての地図を拡大したものの 2枚、そしてアンケートの 3種類でございます。

お持ちでない方がおられましたら係の者までお申し付けください。アンケートにつきまし

ては説明会終了後に会場の出口の回収箱に入れていただきますようお願いいたします。 

資料に基づき説明 

（事務局） それでは説明に移らせていただきます。事務局、お願いします。 

（事務局） 皆さん、こんばんは。建設推進室長の杉山でございます。着座にて失礼いたします。 

それでは、資料をもとに、彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備基本計画の概要につきま

してご説明させていただきたいと思います。また、前のほうには資料から要点だけを抜き

出したスライドを用意しております。スライドのほうでは資料を補足するようなものも用

意しておりますので、その際にはスライドのほうをご覧いただけたらと思います。 

それではまず、新ごみ処理施設の整備基本計画についてでございますが、新たなごみ処理

施設をどのような施設とするかについて定めた計画となっております。例えばどのような

ごみを処理対象とするのかから始まりまして、今後のごみ処理量の推計、そしてごみ処理

施設の規模の検討、処理方式の検討、処理によって発生するエネルギーの利用計画など、

新たなごみ処理施設を建設する上で必要となるそれぞれの基本的な事項について定める

計画となっております。 

また、この施設整備基本計画は、環境影響評価、いわゆる環境アセスメントや、施設整備

の基本設計を実施していく上で必要となる計画でございます。 

本計画を検討するに当たりましては、施設整備基本計画検討委員会におきまして資料の 1

ページに記載しております 6 つの理念をもとに、この計画の根幹となる基本方針を定めて

おりまして、理念 1の「ごみの安全・安心・安定的な処理が確保できる施設」につきまし

ては、例えば安定性を備えた技術を導入すること、安全性や危機管理についての配慮を行

うこと、また 1市 4町の住民様の安心を確保するため、情報公開を積極的に行うことなど

を基本方針として定めております。 

理念 2の「環境への負荷の少ない施設」につきましては、例えば公害防止対策に万全を期

すこと、周辺環境への負荷の少ない施設とすること、周辺地域への騒音、振動、悪臭など

の問題を生じさせない施設とすること、また周辺環境との調和を図るため、施設のデザイ

ンや色彩は景観に十分配慮することなどを基本方針として定めております。 

次に理念 3の「資源循環・エネルギーの回収に優れた循環型社会基盤施設」についてです

が、例えば再資源化が可能なごみのリサイクルを行うことや、ごみの焼却によって発生す

る熱のエネルギーを利用して発電を行い、エネルギーとしてのリサイクルを積極的に行う

こと、また、ごみの減量や地球温暖化防止などの環境問題について住民の皆様のご理解を

深めていただくための啓発拠点施設とすることなどを方針として定めております。 

次に、理念 4 の「経済性に優れた施設」についてでは、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経済性、効率性に十分な配慮を行い、

コストの適正化を図ることを方針として定めております。 
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続きまして、理念 5の「災害に強い施設」では、例えば大規模な災害が起きた際に発生が

予想される災害廃棄物について適切に処理ができるよう施設の処理能力に一定の余力を

備えた施設とすること、災害時に稼働不能とならず、安定稼働ができるよう、耐震化など

の対策を施した災害に強い施設とするとともに、平常時より災害時の廃棄物処理に係る訓

練を行うことなどを方針として定めております。 

最後に理念 6の「社会情勢等の変化への柔軟な対応ができる施設」については、例えば最

新技術を活用して将来的な処理システムや公害防止基準の変化にも柔軟に対応すること

ができる施設を導入することを方針として定めております。 

以上、申し上げましたこの 6 つの基本理念を念頭に置き、基本計画が検討されました。 

2 ページをご覧いただきたいと思います。処理対象物と施設規模となっております。 

処理対象物としましては、皆様が現在もお出しいただいている家庭系の一般廃棄物や事業

所からの一般廃棄物が対象となりまして、産業廃棄物は対象外となります。 

埋立ごみについてですが、現在は彦根市と犬上 3 町の埋立ごみを中山投棄場の中継基地で

一旦運搬用のコンテナに入れ、民間の処理施設へ搬出しておりますが、新ごみ処理施設で

は埋立ごみも入れてリサイクルできるものを選別した後、埋め立てることしかできないも

のだけを現在も焼却灰を搬出しております大阪湾広域臨海環境整備センター、通称フェニ

ックスの埋立処分場へ搬出する計画となっております。 

熱回収施設いわゆる焼却施設と、リサイクル施設においてどのようなごみを処理するのか

という点につきましては、現在各市町でごみの分別の体系が一致していないということ

で、今回のごみ処理施設の広域化を機に 1 市 4町でごみの分別を統一することを前提に検

討が重ねられました。現状としましては、来年度中に 1 市 4 町において、令和 11 年度の

新ごみ処理施設の供用開始を視野に入れた一般廃棄物処理基本計画が策定される予定と

なっておりまして、各市町の分別が統一されるようにそれぞれの市町の計画の中で調整さ

れることとなりますので、その基本計画をもとに新たな施設で焼却するごみ、リサイクル

するごみの種別を決定していくことになります。 

続いて、施設規模についてですが、施設規模を決めるに当たっては、処理量がどの程度に

なるかについて、平成 24年度から平成 28年度までの各市町のごみ排出量の実績と人口推

計結果をもとに、平成 44 年度までの将来排出量の推計を算出した結果、当時の計画目標

年次であった平成 39 年度において、平成 28 年度実績よりも約 6％減量されていると推計

された燃やすごみにつきましては、推計どおりに減量が進まない可能性も鑑み平成 28 年

度の実績から 5％の削減を目標としております。 

燃えないごみにつきましては、現状からの推計でいきますと、平成 39 年度において 2.9％

増加する推計結果となったこと、また粗大ごみにつきましては 14.9％増加する推計結果と

なったことから、燃えないごみと粗大ごみにつきましては平成 28 年度実績値の現状維持

を目標値としております。この減量目標の設定をもとに処理規模を決めております。 

資料では、熱回収施設とリサイクル施設の処理規模を記載しておりますが、先ほど申しま

したとおり、現状では 1市 4 町の一部のごみの取り扱いについて統一されていないため、

例えば彦根市では分別収集されております容器包装プラスチック、この後「容器包装プラ」

というふうに呼ばせていただきますが、容器包装プラは 4町では燃やすごみとして回収さ

れ、固形燃料化されております。よって、処理を行うごみ量について 3つのケース分けを
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行い、処理規模もそれに合わせてケース分けをして算出しております。 

3 つのケース分けにつきましては、資料では処理対象物・施設規模について四角で囲われ

た中のリサイクル施設の施設規模のところで、日量 34t、31t、35tと書かれた横に※印で

記載されております。 

ケース①は容器包装プラと廃食用油を燃やすこみに含む場合ですが、古紙とか衣類につき

ましては、彦根市の場合は行政回収をされているということで、行政回収されたものを含

め、古紙・衣類として持ち込まれるものすべて受け入れる場合となります。 

ケース②は、ケース①と同様に容器包装プラと廃食用油を燃やすごみとする場合ですが、

古紙や衣類についてはそれらを分別して住民の方が直接持ち込まれるものだけをリサイ

クルしていく場合でございます。 

ケース③は容器包装プラと廃食用油を分別してリサイクルする場合で、古紙・衣類につい

てはケース②と同様に直接持ち込まれる分のみリサイクルしていく場合としております。 

このようなケース分けによりますと、熱回収施設の場合は施設規模が 2通りとなります。

日量 147t の場合はケース①とケース②の場合となっておりますので、容器包装プラと廃

食用油を燃やすごみに含む場合となります。日量 144t の場合はケース③となりまして、

容器包装プラと廃食用油を分別する場合の処理量として算出しております。 

ただし、新たなごみ処理施設の熱回収施設では、いずれの場合も日常的なごみの年間処理

量の 1割を災害廃棄物の処理量として見込んでおりまして、日量として 13tを処理規模に

反映しております。 

リサイクル施設の処理規模につきましては、3 つのケースに沿って 3 通りの施設規模を検

討しておりまして、容器包装プラと廃食用油を分別してリサイクルし、古紙・衣類につい

ては直接持ち込み分のみリサイクルするというケース③の場合は日量 35t となり、この 3

ケースの中では最も大きな施設となります。 

現時点では、先ほど申しましたとおり、1 市 4 町の分別区分が統一されていないことから

施設規模に幅を持たせた計画となっておりますが、来年度中に策定を予定されている 1市

4 町の新たな一般廃棄物処理基本計画では現状のごみ排出量をもとに今後の分別区分や減

量等の目標が定められることとなりますので、その計画との整合性を図りながら、この施

設規模に見直しをかけ、施設整備基本設計のほうで反映させていくこととなります。 

続きまして、処理方式・処理設備の計画概要についてでございます。 

検討委員会ではどのような方式でごみを燃やすのかについては、焼却方式とした 4 つの処

理方式を候補に挙げ、先ほどご説明させていただきました各理念に基づき評価を行い、ま

たプラントメーカから概算費用の見積もりを取得するなど、コストの面からも検討を重ね

ました。結果として、エネルギー回収効率がよく、省エネルギーに優れており、さらに他

都市の採用実績数が多く、安定した燃焼により排ガス中の有害物質を低減できることなど

の理由から、ストーカ方式という焼却処理方式を採用することとなりました。 

また、炉の数を 2炉とするのか 3炉とするのかについても比較されておりまして、経済性、

周辺環境との調和といった観点から総合的に判断し、2 炉が採用されております。 

排ガスの処理設備につきましては、ばいじん除去としてはろ過式集じん機、バグフィルタ

というもの、塩化水素、・硫黄酸化物除去として乾式法、ダイオキシン類や水銀除去とし

て活性炭吹き込み法を採用することとし、窒素酸化物除去としては処理方式を組み合わせ
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ることで排ガスに含まれる有害物質を低減いたします。 

熱回収施設におきましては、ごみを燃やすことで発生する熱をそのまま利用、あるいは熱

エネルギーを回収して電力を発電することが可能であり、基本計画ではエネルギー利用に

ついて試算を行っておりますが、特に用途のほうは定めておりません。よって、エネルギ

ー利用につきましては、今後、彦根市の関係部局や周辺地域の皆様とも協議しながら有効

な利用方法を検討してまいります。 

スライドの写真は静岡県の磐田市クリーンセンターですが、熱回収施設の熱を温水プール

や厚生会館で利用されている例として挙げさせていただいております。 

続きまして、リサイクル施設の処理方式についてでございますが、資源の種類によっては、

破砕や選別、圧縮梱包が必要となることから、各種資源類に合わせて処理方式を定めてお

ります。また、リサイクル施設には動物の死がいを焼却処理する前に一時保管するため、

イノシシなど大型動物も保管できるような冷凍庫を設置することとしております。 

焼却残渣や不燃残渣の処理方式につきましては、先ほど申しましたように大阪湾広域臨海

環境整備センターへの埋立を前提としております。 

続きまして、3 ページの公害防止計画・焼却残渣処理計画についてでございますが、基本

計画では排ガス、排水、悪臭、騒音、振動など、公害防止項目を整理し、対象となる物質

の方式や対策を定めております。また、公害防止基準の設定では、排ガスにつきましては

表中の赤枠内にありますとおり、関連する各法令で定められた基準値より厳しい自主基準

値、公害防止基準値を設けております。これらにつきましては皆様も特にご心配されてい

る部分かと存じますが、ごみ処理施設には大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置

法などさまざまな有害物質に対する規制基準値が法令で定められております。当然のごと

くではございますが、それらを守って適切な運転を行ってまいりますが、万が一どれか 1

つでも上回った場合には運転を停止するという値が法令の基準値でございます。また、近

隣の施設やほかの自治体の施設でも行われておりますように、法令の規制基準と同等か、

さらに厳しい自主基準値を設定し、通常の運転時においてはさらに低い運転管理値を設

け、その値を目標として運転されることとなります。 

法令で定められた基準値には、環境基準値と規制基準値がございますが、環境基準値とは

皆様が普段お過ごしいただいている環境、例えば今呼吸されている空気について定められ

た基準もございますが、人が一生涯暮らすに当たって有害物質による短期的、または長期

的な影響がないよう、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ま

しい基準値として定められたものが環境基準値でございます。 

一方、規制基準のほうは、工場などから出るもの、例えば排ガスなどの濃度について定め

られた基準でございますが、これは大気中への拡散効果も考慮した上で、十分に環境基準

値を守ることができる濃度として定められております。 

また、排ガスについてですが、公害防止基準としては現在の彦根市の清掃センターで定め

られている値よりも低く、また近年の他施設の平均よりも低い値で計画をしております。 

これらは煙突で測る濃度の基準でございますので、煙突からガスが出て大気中に拡散され

ることでかなり薄くなります。例えば煙突でのダイオキシン類の 0.1ng以下という基準は、

大気中に拡散されて薄まることで環境基準値の 0.6pg 以下、pg というのは ng の 1/1000

となる単位でございますが、この数値を十分に下回る濃度となるように設定された基準値
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ということでございます。 

ちなみに、人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断され

るダイオキシン類の許容 1 日摂取量としましては、体重が 50kg の人であれば 200pg とな

りますが、日本人の 1 日のダイオキシン類の摂取量は、個人差はありますが、1 日 55pg

程度という調査データがありまして、そのうち大気からの摂取量というのは 1pg程度と、

1 日の摂取量の大半が食品からというふうにされております。 

このように、大気からのダイオキシン類の摂取はかなり少ないものではありますが、ダイ

オキシン類をはじめ、排ガス中に含まれるその他の有害物質については皆様も特にご心配

されている部分かと存じますので、焼却施設におきましては燃焼空気量もできる限り抑

え、排ガス量を低減してまいります。 

また、高度な燃焼制御、適切な排ガス処理により、排ガス中の有害物質濃度を可能な限り

低減し、また煙突を可能な限り高くすることにより、大気拡散効果により濃度の低減を図

ってまいります。 

続きまして、臭気、騒音・振動については、法の規制基準値を遵守するよう設定しており

ます。これらの基準は建設候補地の敷地境界線上の基準値でございます。臭気や騒音・振

動は敷地から離れるとさらに小さな値になります。 

臭気につきましては、臭気が発生する場所はできる限り密閉構造とし、また換気バランス

を負圧化するなど、臭気が外部に漏れないようにいたします。なお、排ガスからの臭気は

先ほどご説明しました適切処理をして排出しますので、基本的には臭気が出ることはない

と考えております。 

騒音につきましては、騒音が発生しやすい機器は建屋の中に収めて、また室内の壁には吸

音材を貼るなど、適切な防音対策を行い、敷地境界における騒音基準を遵守いたします。 

振動につきましても騒音と同様に、使用する機器を低振動型のものを採用するとともに、

振動が発生しやすい機器は建屋の基礎とは独立した基礎に設置するなど、適切な振動対策

を行い、敷地境界における振動基準値を遵守いたします。 

主灰、これは焼却炉の下から出てくる灰でございますが、埋立先での受け入れ基準値に従

い設定しております。飛灰処理物、これは先ほど申しましたろ過式の集じん機、バグフィ

ルタという大きな掃除機みたいな排ガス処理装置でつかまえる灰でございますが、これも

受け入れ先の基準値がクリアできるよう基準値を設定しております。 

また、これらの灰につきましては、施設から搬出する際には水で湿った状態にしておりま

すので、蓋のついたダンプ等で適切に搬出すれば、搬出時に灰が道路にこぼれたり飛散す

るようなことはございません。 

排水につきましては、現在西清崎町については農業集落排水施設による処理エリアとなっ

ておりますが、彦根市の下水道計画では今後令和 12 年度を目途に市内の農業集落排水を

公共下水道に接続する計画となっていることから、今計画では施設からの排水を公共下水

道へ放流するものとして計画しております。よって、下水道の一律規制と彦根市の下水道

条例における上乗せ基準値を遵守していくということとしております。 

続きまして、ごみの収集車の搬入出ルートについてでございますが、こちらも皆様、特に

ご不安な点であろうかと思います。現状の施設の実績から算出いたしますと、新しいごみ

処理施設には 1 日約 120台程度のごみ収集車、いわゆるパッカー車が出入りします。また、
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現在彦根市清掃センターへ住民の方や事業者が直接ごみを持ち込まれる車両の台数は県

内のほかの市町と比較しますとかなり多いという状況でございまして、この一般車両も合

わせますと 1日約 400 台弱の車両が出入りする試算となっております。 

新ごみ処理施設へのごみ搬入車両の通行ルートにつきましては、今後関係自治会、土地所

有者、耕作者、関係行政機関などの各関係者と調整を行った上で適正ルートを決定してい

くことになりますので、資料では整備ルートをお示ししておりませんが、現段階で想定さ

れます整備内容としまして、候補地選定委員会で検討いただいた県道 2号線から候補地に

至るための道路整備に加え、宇曽川と安食川に橋を架けるルートが当組合としての案とな

ります。今申しましたとおり、どのような道路を整備するかにつきましては今後の検討と

なりますが、候補地周辺において収集車両の通行ルートと通学路と重なる、交差する部分

の安全対策については十分検討してまいります。 

続きまして、資料 4ページの施設配置・動線計画についてですが、施設配置につきまして

は基本計画では進入口を施設の東側と南側と想定して 2通りの配置案を検討しておりまし

て、資料の図は進入口が東側となる場合でございます。表の災害時の被害経験のところに、

敷地の北西側の土砂崩れのおそれに対しては、土砂崩れの影響を軽減すべく、可能な限り

熱回収施設を西側、敷地境界線から離しているとあります。このことについては、選定委

員会において土砂災害危険箇所などについて評価をいただいておりまして、候補地西清崎

町は敷地の北西側の 6 分の 1 程度が土砂災害危険箇所に指定されておりますが、指定箇所

を避けた施設配置が可能であることや、浸水対策として 2m の盛土をすることとしており

まして、山裾に対して敷地とのレベル差が 2m 生じることから、影響は軽微と判断されて

おります。土砂災害対策の擁壁についても不要と判断されております。よって、敷地北西

側で今空白となっております部分までが土砂災害の危険箇所に指定されていることから、

この配置案であれば施設建設は可能と判断しております。 

施設配置につきましては、搬入出ルートがどのようなルートになるかによって施設への進

入口が決まってくることや、関係自治会の皆様とも協議をさせていただきながら施設配置

を決定していくことを想定しておりますので、今お示ししている図はあくまでも案という

ことになりますが、いずれにしても土砂災害の影響が軽微となるような配置にしていく必

要がございます。 

また、災害時の被害軽減としましては、浸水対策として敷地全体を盛土により嵩上げする

必要があるとの記載がございます。このことについても選定委員会においては、先ほど申

しましたとおり、浸水対策として 2m の盛土で対応可能と判断されております。ただし、

近年水害による大きな被害が日本国内で多発しているということから、新たなごみ処理施

設については理念でもご説明しましたとおり、災害に強い施設を建設することとしており

ますので、万が一この周辺が浸水するような状況に備え、自主避難所や防災拠点としても

寄与できる施設となるよう関係自治会の皆様や関係行政機関と検討していきたいと考え

ております。 

ちなみに、スライドに浸水対策として、土地の嵩上げのほか、基本計画のほうではごみの

受け入れピットを施設の 2階部分としておりまして、電気室や中央制御室など施設稼働に

必要な重要な設備や、自主避難所となる部分についても 2階に配置されるということにな

り、万が一周辺が浸水しても施設が稼働不能とならないような対策を計画しております。 
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スライドの図は大阪府の寝屋川市のクリーンセンターでございますが、建物に斜めに接続

されている部分が 2階にあるごみピットまでの進入路でございます。スロープのような形

で上がっていくというものでございます。このような形で浸水対策を計画しております。 

また、巨大地震が起きた際の対策としまして、スライドでは我々が計画しているごみ処理

施設というのは震度 7、6の大規模な地震でも施設が倒壊しない頑強さを備えた施設とし、

地震を検知した際は安全、安定的に施設を停止し、異常がないことを確認後、速やかに再

稼働ができるように平常時より訓練をしっかりすることを予定しております。 

スライドの図は東京都の武蔵野市クリーンセンターでございますが、周辺の小学校など、

避難所となるような施設に対しまして発電した電気を供給するような形を取っておられ

まして、震災の際にも防災拠点として活用できるものという形になっております。このよ

うに、当圏域での新たなごみ処理施設におきましても万が一の災害に備え、災害時にも電

気や熱を供給することができるごみ処理施設が地域の皆様のお役に立てるように自主避

難所や防災拠点ともなる災害に強い施設にしていきたいと考えております。 

続きまして、資料の 4ページになります概算事業費ですが、施設整備費と維持管理運営費

について熱回収施設とリサイクル施設のそれぞれの事業費をケース①からケース③の場

合分けでそれぞれ算出されたものになります。それぞれの合計額を比較しますと、ケース

③が最も高くなっております。これはケース③の場合は容器包装プラと廃食用油を分別し

てリサイクルする場合となりますので、容器包装プラを燃やさない分、熱回収施設の整備

費が安くなるものの、それ以上に容器包装プラをリサイクルするための施設整備費が高く

なること、また維持管理運営費については熱回収施設で高カロリーとなる容器包装プラを

燃やさないこととなるため、売電収入が減ることとなり、結果的に維持管理運営費が高く

なりますし、リサイクル施設での維持管理運営費も容器包装プラをリサイクルする分、経

費が高くなってしまうためでございます。 

最後に、今後の事業スケジュールについてでございますが、施設整備基本計画につきまし

ては 10月の臨時会で候補地を西清崎とした基本計画をお認めいただきましたので、本年 8

月定例会において候補地が 1 カ所に決まっていない段階ではございましたが、4 つの候補

地のいずれに決定しても事業を進めることができる額として予算をお認めいただいてお

ります。お認めいただいております地質調査、地形測量、地歴調査、環境アセスメントの

業務、また施設整備、造成等基本設計について現在入札等の準備を始めておりまして、12

月から 1 月上旬には各種業務に着手していく予定となります。 

測量調査につきましては令和 2年度を予定しております。 

環境影響評価業務には 4年間の歳月を要しますが、環境影響評価の結果により候補地西清

崎での建設を進めることが可能であると認められることで初めて建設地とすることにな

るため、4 年後となる令和 5 年の今ぐらいの時期に西清崎が建設地として決定された場合

は速やかに用地取得ができるよう、今年度から用地売買交渉の準備に入らせていただきま

す。 

また、環境影響評価の下のほうに記載してございます都市計画決定の手続きにつきまして

は、都市計画決定は候補地西清崎を建設地として決定した後になると想定しておりますの

で、建設地決定の時期に合わせて都市計画決定がされるよう、環境影響評価業務と並行し

て今年度から関係機関との協議を進めてまいります。 
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それから、令和 3年度の中旬まで施設整備、造成等基本設計業務を進め、成果物となる基

本設計をもとに、令和 3 年の中旬ごろから敷地造成の実施設計に着手してまいります。敷

地造成の実施設計の完了予定となる令和 4年度の中旬ではまだ環境影響評価が出されてい

ない段階となり、正式に西清崎が建設地となっていない状況ではございますが、敷地造成

の実施設計の完了後から施設整備を請け負う事業者選定に係る準備を始め、施設建設工事

の実施設計に入るまでに事業者を決定し、決定した事業者が施設建設工事の実施設計を進

めていくこととなります。 

令和 6年度では造成工事を 1 年かけて行い、令和 6 年度の中旬から 1 年半で施設建設の工

事の実施設計を完了し、令和 8 年度には施設建設に着工し、令和 11 年度の稼働を目指し

ております 

以上が、彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設基本計画の概要と今後のスケジュールの説明と

なりますが、6 つの理念と基本方針でもご説明しましたとおり、新たなごみ処理施設につ

きましては災害に強い施設とし、自主避難所や防災拠点としても寄与できる施設、また焼

却による熱を利用した発電や自然エネルギーを活用し循環型社会の形成に寄与するだけ

でなく、地域の振興にもつなげられる施設、さらには情報発信や環境教育に関する機能を

設けることで迷惑施設というイメージを払拭できる施設にしていきたいと考えておりま

す。 

今後、周辺地域にお住まいの皆様をはじめ、各方面からさまざまなご意見を頂戴すること

になろうかと思いますが、環境影響評価などを通じて皆様の不安を 1 つずつ解消しながら

当圏域住民の悲願であります広域でのごみ処理施設の建設を西清崎で進めてまいりたい

と存じますので、どうか皆様のご理解とご協力を賜りますようによろしくお願いいたしま

す。 

質疑応答 

（事務局） それでは、ただいまから、質疑応答の時間とさせていただきます。 

なお、1 点お願いがございます。ご質問いただく際にはお名前は結構でございますので、

できましたらお住まいの自治会名を教えていただけますとありがたいと存じます。それぞ

れの自治会の住民の皆様がどのような施設を望んでおられるのか、またどのような点を心

配されているのかを整理し、今後の対応に備えていきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、係の者がマイクをお持ちいたしますので、ご意見、ご質問がある方は挙手をお

願いいたします。 

（住民１） 亀山です。10 月の臨時会で候補地が決まったということですが、どのような議論で決まっ

たのかを教えていただきたいです。ほかの候補地と比較して何が優れていたのか。コスト

面が優れているというお話を聞いているのですが、2017 年のときの価格からだいぶ、今

350億円ほどになっていて、当時 150億と言われていたのがすごく高くなっています。 

あとは、災害時に稼働できるというところで、川が近くて山が近いということで、ほかの

候補地と比べて災害のリスクは不利な点があるのではないかと考えています。どのような

ことでここに決定したのか教えていただけないでしょうか。 

（事務局） まず候補地西清崎につきましては、施設の整備、施設整備費用というのはいずれの候補地

であっても同じという形で進めておりましたが、周辺の道路の整備や、用地の取得費、造
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成費などを比較しますと、4 つの候補地の中では一番安いというところではございません

でしたが、収集運搬費用についてですが、これまでの住民説明会や住民のアンケート調査

の中でも、この圏域での収集運搬効率、収集運搬経費が少ないところに作るべきだという

ご意見もたくさんいただいておりまして、そのあたりの運搬経費、今の彦根市の清掃セン

ター、またリバースセンターから離れることによって各市町の運搬経費が増加するとこ

ろ、また安くなるところが出てくるのですが、1 市 4町のトータルしたもので、30 年間施

設を使用する計画をしておりますので、その 30 年間での運搬経費を考えていきますと、

加えて経費の算出となりますと、トータル的に西清崎が今の清掃センターから近いといい

ますか、人口重心からも離れていない部分ということもありまして、30年間での運搬経費

が最も安くなってくるというところから、トータル的に考えて西清崎が最もコストがかか

らないところになるということで判断されたということになります。 

災害につきましては、西清崎、下西川につきましてはどちらも浸水の想定エリアというこ

とになります。2 つございました彦根市原町、そして愛荘町竹原区につきましては断層が

近くに存在したり、副断層が敷地の中にあると判断されていたことからも、災害に対する

リスクというのはどこの候補地もあるということでございましたが、それへの対応策とい

うのはいずれの候補地でも可能であると候補地の選定委員会でも判断されておりました

ので、西清崎も想定している災害に対する対応策というのは可能であると。対策費用も含

めて西清崎での建設は可能ということになっておりますので、そのあたりは 4 つの候補地

の中でも西清崎を選定した結果となっているところでございます。 

（住民１） ありがとうございます。川の近くということで、他県で台風のときにごみ施設が使えなく

なったというのが出てきたと思いますが、そこら辺の対策は十分取ったというご説明で、

今すぐではないのですが、そこをしっかりしていただきたいです。 

（事務局） 先ほど申しましたように、今現状我々が想定しているのは 2ｍの嵩上げをして、その上に

建てる施設は、ごみの回収する場所、ピットがそれよりも 5ｍほど高くなってくるという

ような計画になっておりますので、下のグランドレベルから行くと 7ｍレベルのところに

ごみ焼却施設があるというような形を今想定しております。 

西清崎の浸水想定深度は 2ｍから 5ｍというエリアにはなっているのですが、それは宇曽

川だけ決壊したら 2ｍまでということになるのですが、愛知川がもし決壊すると 2ｍから 5

ｍという想定エリアになっておりますので、5ｍ浸水するようなことがあっても、施設と

しては可能であるというような状態で浸水に対しては対策を取っていきたいと考えてお

りますので、またご理解いただきたいと思います。 

（住民２） 賀田山町大山自治区です。大山自治区は西清崎地区に最も隣接しておりまして、私、個人

的に周辺環境の悪化及び交通アクセスの問題からごみ処理施設建設については今のとこ

ろ断固反対でございます。 

そこで、ごみ処理施設が仮に建設された場合のごみ処理収集運搬車両、先ほど簡単にご説

明がございましたが、交通アクセスについて 1点お伺いをいたします。配布されておりま

すごみ処理施設整備基本計画の概要で、ごみ搬入出ルートの検討によりますと、ごみ搬入

出車両の通行ルートは（ａ）から（ｃ）の条件により検討を行うとございますが、このル

ート、これは今後検討していくということでございますが、これを新たに建設、検討され

るということでよろしいでしょうか。 
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それと、現状、この道路条件では既存の施設から西清崎町に新たにごみ処理施設を建設し

た場合、今ご説明がございましたが、当然今後は 1市 4 町の業務用、一般家庭用の排出ご

みが一極収集で西清崎地区に来るわけでございますから、それに伴うごみ収集運搬車両及

び一般家庭ごみの運搬車両の通行量も一気に増加すると思われます。例えば巡礼街道はか

なりの車両が賀田山の大山地区を通行しております。特に朝夕の通勤時間帯、ラッシュ時

には巡礼街道沿いにある私の家の前は、私や家族の車両が街道に出ることもおぼつかな

い、とても危険な状況でございます。 

もう 1つ例えますと、新たに大型ショッピングモールができたことでございますが、周辺

道路のアクセス環境が伴っておらず、土日に至っては道路渋滞がひどく、近隣住民は大変

迷惑しているということをよく耳にいたします。 

今後 1市 4町から西清崎方面へのごみ運搬車両及びごみ運搬車両と識別できない一般家庭

ごみの持ち込み車両が通ることになりますと、現在でも混雑している状況の中、既存の道

路だけではオーバーフロー状態になることは当然予想されます。かつ、ごみの臭いや車両

の排気ガス等、衛生面を考慮いたしますと、既存の道路は通行しない 1市 4 町から西清崎

に向かうまでのごみ専用道路が必要ではないかと考えています。この点、先ほど若干ご説

明がございましたが、この参加住民の納得がいく具体的なご説明をいただければと、この

ように思っておりますので、よろしくお願いします。 

（事務局） 交通アクセスしてくるような道路につきましては、先ほども私からも説明させていただき

ましたが、まだ場所が決まっていないという現状でございます。選定委員会としまして先

ほどご説明しましたのは、こちら組合としての案というのは、当時は 5 つでしたが、4 つ

の候補地を評価していくに当たりまして、専用道路をつけた場合、ごみ処理施設までの道

路、専用道路をつけるとすればこの場所だということで評価をいただいているものでござ

いまして、本来ごみ処理施設までの道路だけであるとしますと、周辺の皆様の交通に対す

る不安というのは当初よりも想定しておりましたし、ごみ処理施設を機に周辺の交通環境

がよくなるような市道の整備というのは必要だと考えておりまして、現在、組合としまし

ても彦根市の関係機関にお願いしておりますのが、このごみ処理施設の建設に併せて市道

の整備、このエリアで利便性の高まるような道路の整備をお願いしているところでござい

ます。それが決まってくるまで、どのルートをごみ搬入車両が通行してくるかというとこ

ろも今のところ我々としてはつかめていないといいますか、想定が難しいところでありま

すが、4 町さんからの持ち込まれる 1 日、燃やすごみの日になりますが、持ち込まれる車

両台数が 4町合わせまして、一般家庭のもので 17台ぐらい、許可業者が 13台程度、一般

車両というのが 4 町さんは持ち込みがかなり少ないということもあって 10 台ほど増える

ことになります。4町合わせましても 40台程度ということで、400 台弱と言いました台数

のほとんどが彦根市さんの車両が入ってくるということになります。 

このあたりも一般車両としての台数がかなり、彦根市さんは 270台ぐらいという試算が出

ておりますので、この辺を今後彦根市の施策として台数を減らしていくような形を取って

いただく必要もあろうかと考えておりますが、4 町さんが搬入されるので特別にごみ処理

専用のルートを作る必要があるかというところについては、現在考えておりませんが、彦

根市のこの周辺としての利便性が高まるような市道の整備、そこでのごみ処理施設へ接続

させていただく専用道路に一部なりますが、その辺を今後彦根市さんとか、また周辺の皆
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様のご意見をお聞きしながら検討していきたいと思いますし、またこういったルートがい

いというご意見があるようであれば、またそういったご意見をいただきまして、それを彦

根市さんのほうにこちらからお伝えしていきたいと考えておりますので、そういったご意

見もいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

（住民２） ご意見をという話ですが、そういう意見を集約して、そちらのほうへ構築していただくよ

うな、そういう情報構築のルートというのを確保していただくとともに、この事業計画の

中で最後にご説明がございました事業スケジュールの中で専用道路の建設されるのであ

れば、そのスケジュールも組み込んでいただけるといいのかなと、このように思っており

ますので、今後もよろしくお願いいたします。 

（住民３） 市長に質問したいことが、何点かあるわけですが、順番に。 

1 点目は、当初のプロセスの段階のことですが、原地区で、彦根の話で何か決まりかけて

いたと。その次に竹原地区に決まったけれど反対があってやめたと。3 度目の話として西

清崎に来たというように感じているのですが、竹原については反対やいろいろあって、愛

荘町も議会で反対されたということですが、原地区は 7 月の意見交換会で話を聞いたとき

も、結構推進されていたというか、非常に積極的に自治会の方が話しておられたと思って

いたのですが、具体的に原地区に至らなかった原因、理由というか、それは何ですか。 

（管理者） 我々は候補地選定委員会を作りまして、候補地を選定する要件を、私ども執行部だけでは

なくて、議会でもなくて、中立的な、専門の学者の先生や、住民の代表や、各関係機関の

代表の皆さんに集まっていただいて選定委員会を作ってまいりました。そこで評価された

各候補地の優先順位の 1番が下西川、2番が愛荘町竹原区、3 番が西清崎、4番は再立候補

されませんでした。一番下が原地区でした。 

彦根市は西清崎も下西川も農業振興地域です。原町だけが準工業地域、こういう施設を立

てるには適しているという解釈から、選定委員会では一番下だったけれども、彦根市の中

ではここが一番適切ではないかということを申し上げた。ところが、一番最下位というこ

ともあり、またこれだと収集運搬の問題が出てきます。4町からすると端のほう、遠い。4

町の賛同を得ることはができなかった。 

そこで、もともと選定委員会の決められた優先順位、そこに立ち返って検討する必要があ

るだろうと判断をしました。 

ただ、下西川に関しましてはイニシャルコストがものすごく高い。土地が高いということ。

造成費にものすごくお金がかかる。地盤が軟弱なので、ここよりもさらに厳しいのではな

いかという試算をかつてしたことがありました。 

その辺を考えますと、竹原区が遥かに安かった。したがって、優先順位が 2 位ではありま

したが、竹原区で決めさせていただこうということになりました。 

ところが、収集運搬コストが重要な要件だというお話が議会の中でも聞かれるようになっ

てきた。確かに今の清掃センターはちょうど彦根市の真ん中あたりにあります。彦根市の

人口重心はちょうど西今の中央病院のあたりが中心です。彦根の場合は多くの方々が自分

でごみを搬入していただいているということもあって、竹原区になるということでものす

ごく抵抗を感じられたんだと思います。従って反対の声が強くなってきて、議会でもお認

めいただけないということになりました。 

改めて議会の皆様とも相談させていただいて、西清崎が長期的に考えて最も効率がいい
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と。イニシャルコストは少しかかるけれども、30年の稼働ということを考えたならば利便

性にも適しているというご判断があったと思います。そこで西清崎ということでご提案申

し上げて、ご了解いただいたという経緯でございます。 

（住民３） 次に、10 月 21 日の臨時会の席上で決めるときに、周辺地区へのアンケートを実施したと

いうことを大きな理由の中に挙げておられたと思うのですが、それは近隣の住民からも取

られたのでしょうか。亀山学区としてのアンケートを取られなかったのですか。 

（管理者） アンケートに関しましては 1 市 4 町すべての方々から抽出でさせていただきました。この

あたりの方々のご意見もそこには入っています。 

そのアンケートの声の中に、近いところで作ってもらうのは効率がいいというお話が強か

った。そこも参考にさせていただいたというところです。 

（住民３） 抽出したというところは何か一方的だなという感じがしますね。もう少し広げた形の、総

論賛成各論反対という、そういう意見は出てくると思うのですが、やはりもう少し住民の

声を、ひとつひとつ、もっと集めることが大事だったかなと思うので、何かプロセス、や

り方に非常に疑問に思っているので、ただしたということなのですが。 

それと、実際の実施される中の自主基準、その中で一番私が心配するのはダイオキシンの

放出です。煙突から出ているのは垂れ流しなんですね。大気汚染につながるということな

のですが、しかしご説明にあるように、0.1ngで法定基準からすると 1/10にまで下げてと

いう話で大丈夫だと、こういうことらしいのですが、しかし、ダイオキシンの実質の性質、

いわゆる公害に匹敵する、生殖関係にすごく影響するんですね。煙突から大気に出て、雨、

人間が吸う。また近くのところに落ちて、野菜に影響する、魚に影響する、家畜に影響す

る、いろいろな面でずっと、大気汚染というよりは、影響があると思うんです。一番問題

なのは、ダイオキシンについては水に溶けにくいという性質があって、人間の体内にだん

だん溜まっていく可能性があります。ということは、0.1 で大丈夫だとおっしゃっている

のですが、ちょっと心配になって、そういうのはここ 10 年や 20年でそんなに問題ないで

すが、ここを稼働されて、次の将来の子どもたち、地域の中で奇形児が生まれたり、生殖

関係で性器が弱くなったり、人間のそういうのに、特に母親から出るお乳から子どもに行

く、一番それが浄化されずに出ていくと聞いていているのですが、そこら辺の感覚で一番

のお願いというか、それは考えてほしいのは、0.1 だから大丈夫だと言うのだったら、煙

突をなくした形で、要は施設内で浄化できないのですか。そこら辺、専門的にお願いした

いです。 

（事務局） 現在、全国、世界的にも施設内で浄化というのはないのですが、ただ、ご心配いただいて

いますように、ダイオキシンの蓄積という部分については、一番よくあるのは魚介類に蓄

積されているようなものを皆さんが摂取していると。これは随分昔からという話でござい

ますが、それで人に影響が与えられているかどうかということについては何ともそういっ

た分析、それが原因で体が悪くなっているのかどうかというところについても、そこまで

の化学的な資料というのはないのかなと思います。 

現在彦根市の清掃センターでも、焼却を 40 年ほど経過しておりますが、周辺でそういっ

た影響が出ているのかというところについても、今データを持ち合わせてはおりません

が、何か体に影響があったというのはお聞きしておりませんし、また今度作ろうとしてい

るものは今の清掃センターよりも遥かに良い施設という形で、大気中に放出するダイオキ
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シンの量も極力抑えるというのは、自主基準値として守っていく値についても、本来排出

するのはもっと低いものが出てくるという形になるように、さらに運転基準値を設けて管

理していくということを考えておりますので、それが大気へ拡散されて皆さんがお住みに

なっているような、今の大気の中に出てくるものについてはほぼ問題ないレベルのダイオ

キシン濃度になっていると考えておりますので、その辺ご理解いただけたらと思います。 

（住民３） 知る範囲内では大丈夫だという話ですが、しかし、ものすごく大事なことは、昔、PCB だ

とか DDT ですか、殺虫剤に含まれていることで問題になった。6 月の説明会のときに、出

てくるダイオキシンの量の濃度はたばこの周りの者が吸うよりもまだ低いということを

説明されていたと思いますが、今、たばこは駄目だということになっているのに、ちょっ

とそこはずれているのではないか。もっともっと厳しく考えていただかないと、このこと

については今言っているよりも多分想像以上に大丈夫だと思っておられる方もたくさん

おられる。だからこそ、是非そこはきちんとクリアに。 

もう 1 つは、測り方ですが、0.1ng/㎥ということですが、1 ㎥のそれは排出基準ですか。

連続でずっと測定して 0.1だったらいいのですが、これはどういうことなのか、私はわか

らないのですが。 

（コンサル） お答えします。煙突から出る排ガスを、ダイオキシンの測定というのは排ガスをある程度

の量をサンプリングしないと、ごく微量なものですから出てこないということで、数時間

吸引して、吸着をさせて、それを分析して、その間に通った排ガス量というのは同時に測

定をしていますので、それで割り算をして 1 ㎥当たりに何 ng、何 pg だったかというのを

測定するという形になっております。 

（住民３） ということは、ここで施設ができたら、常時排ガスは出ますよね。それとは関係ないんで

すか。 

（コンサル） ダイオキシンについても簡単な常時観測ができる技術はあるのですが、それでもってモニ

タリングをするという方法もございますし、ダイオキシンというのは不完全燃焼のときに

発生するのですが、不完全燃焼が起きているというのは CO といいまして、一酸化炭素の

量によって不完全燃焼が起きているかいないかを確認ができますので、COの濃度をもって

ダイオキシンが出ているかどうか、代わりに監視をするというのも、これはずっとやり続

けることができるということになっております。 

（住民３） ということは、0.1ng の範囲内でしか放出しないということでよいんですね。でも、何か

長年ずっと出ていたら蓄積されていくのが非常に心配するわけですが、ここは将来的なも

のを考える中で、人間の命のことにも関わるので、生命的なものもありますので、是非口

だけではなくて、本当に実行していただきたいと、こう思いますので、よろしくお願いい

たします。 

最後にもう 1点、荒神山のあたり一帯は琵琶湖国定公園の特定地域になっている。また猟

銃保護地域の特定の指定地域にもなっていますよね。それと、荒神山自体は彦根市からと

ったらいわゆる自然環境を守る、保全する大きなシンボル的なゾーンになっているのでは

ないかと思うのですが、そこへ公害的な感覚の施設が来るということについて市長はどう

思っておられるのか聞きたいです。 

（管理者） 荒神山は史跡指定もされていますし、我々の地域にとってはものすごく大事なものだと思

っています。かつてあそこには、まだ廃止の手続きをしていますが、最終処分場があった。
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その上を再利用を進めているわけでございます。そこに加えて、また熱回収施設を設置す

るということについて複雑な思いを持たれる方も多いと思います。 

ただ、かつてのことをかえりみながら、この地域にとってよりふさわしい公共施設にして

いく努力を惜しみなくやっていきたいと思っています。 

ご懸念の排出ガスの問題やいろいろなことがあるかと思いますし、搬入出ルートの問題も

これから具体的に検討していかなければなりません。ただ同時に、熱をどのように利用し

て地域の活性化をしていくのか、あるいは電気をどのように使っていくのか、そうしたこ

とも皆さんと一緒に考えながらやらせていただきたい。迷惑な施設が来るということから

イメージを脱却するために、是非皆さんと知恵を絞って地域振興が図れるように頑張って

いきたいと思っています。 

（住民３） これは是非お願いします。特に彦根梨があれだけ有名になってきているのに、何か悪いイ

メージがあるのではないかという懸念もあります。今も彦根梨というのは地産地消ができ

てきているのに、何かそれによってイメージが何となく、梨の価値が落ちるのではないか

と思う部分も含めて、是非そういう社会的なことは、口だけでなく、実際に実行していた

だくことを是非お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（住民４） 肥田町の住民ですけれども、理念 2のところで、基本方針の中に大気とか水質という言葉

が含まれていないのですが、騒音・振動、悪臭に併せて大気とか、琵琶湖を抱える滋賀県

としては水質という項目を基本理念に入れられてない理由は何ですか。それが 1点目です。 

それと、排ガスのモニタリング、これは常時監視ができますので、NOx、CO、塩化水素、

そういうものは連続測定できますね。そういうものはモニタリングして掲示板に表示され

るのか、そういうことは考えておられるのか、おられないのかというのが 2 点目です。 

3 点目に、西清崎町は裏に二百数十ｍの荒神山があります。そういうところで対岸部から

山を越えて風が吹くことで真空地帯ができる、いわゆるビル風の原理ですね。そういうこ

とで、専門的にはダウンドラフト現象といいますが、そういうものの可能性が非常に高い

という懸念がありますので、私は西清崎はふさわしくないのではないかと思います。私は

長年、環境やごみの問題に携わってきた人間としてその点を心配しますし、そこら辺をき

っちりと大学の専門の先生なり、パシフィックコンサルタンツであればその辺のことは十

分ご存じだと思いますので、アドバイスをしていただきたいと思います。そういうことを

申し上げて、終わります。 

（事務局） 申し訳ございません。基本理念の中、本日の資料の中で大気のことが書かれていないとい

うことでございますが、我々としては、「排ガス中の有害物質をできるだけ少なくし」と

いう部分が大気への影響を少なくするということで考えておりまして、そういった細かい

記載をさせていただいていないのでわかりづらくて申し訳ございませんでした。 

モニタリングができる物質については、掲示板などで表示をすることを考えているかとい

うことですが、近江八幡市さんの施設ではそういったこともされておりますので、我々と

しても皆様に安心していただける施設にするためにはそういったものを常時モニター、施

設の外でも見られる形で考えておりますので、そういったこともさせていただきたいと考

えております。 

ダウンドラフトのことにつきましては、本来ダウンドラフトというのは垂直な建物に当た

った風が吹いているところの関係では、垂直面のほうで風が落ちてくるといいますか、ぐ
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るっと回って、そこで大気の流れが拡散しないという状況になるものかと思うのですが、

前回ほかのところの説明会でもダウンドラフトについての質問もございましたので、我々

としては気象台さんには確認はしているのですが、気象台さんのほうではそういった現象

が今まで起きているというようなことについては存じないということで、荒神山も垂直で

はないということもあって、ダウンドラフトという現象が起こるかどうかについては気象

台のほうではわからないということでしたので、今後そういったご意見もいただいており

ますので、環境アセスメントを進めていく中ではそういったところの調査をさせていただ

きたいと考えておりますし、またそれぞれにも専門的な方がおられるようなこともお聞き

しましたので、一度専門的な方にもお聞きして見解を伺いたいと考えておりますので、ま

たそういったことをおっしゃっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

（住民５） 稲里町です。先ほど騒音、大気、水質のことを言われたので、水質のことに関してお願い

したいと思います。 

それと、ストーカ方式、大変効率的なものだし、ダイオキシンの件で、活性炭法を採用さ

れるらしいですが、これはコストの面であれですが、あまりはっきり覚えていないのです

が、溶融かな、そういうのがいいようなことを書いているのを聞いたのですが、これはコ

スト面で除外されたのか。 

それともう 1つ、環境アセスを 4年ぐらい続けられて、それが終わったころに同時に造成

工事に入ると。環境アセスをやっている間にそれがずっと対策をしながら環境アセスをさ

れるのか。これからいろいろな生物や植物等も移動するなどいろいろなことをしなければ

ならないのに、突然造成工事が始まる。ちょっとこれはスケジュールではおかしいのでは

ないかと思います。 

それともう 1つ、これも環境アセスに入ってくるのですが、前回の説明会のときにこのグ

リーンピアの隣ぐらいから宇曽川に新しい橋をつけて進入路をつけるという案もあった

ということを言われたのですが、最初の方が言われたように災害のときに流木で橋が壊れ

るということも考えると、いろいろな進入路を考えていただいたほうがいいかなと。ここ

を 400台のパッカー車等が集まってくるのに、全部すべてがこのグリーンピアの近く、県

道 2号線を通るということに集中することになる。いくつも道があれば、分散されるよう

になる。それと西側でしたら、稲里のほうから入口をもう 1本つけていただきたい。それ

と、40年も前から計画があって、ふるさと農道を荒神山の一番低いところを通って、今の

県道 2号線につけるという計画があります。これもしてもらえればちょうどあそこへの進

入路になるので、是非ともお願いしたいと思います。 

（事務局） 水質のことを言い忘れていましたが、水質に関しては施設から排出される、出てくる排水

につきましては、一旦施設で処理をして、下水のほうに出させていただきます。生活排水

もすべて下水のほうへということになりますので、基本的には公共水域への排水というの

はしないということで、雨水はもちろん流れますが、処理水等は公共下水のほうへ出して

いくということになります。 

アセスのスケジュール的なものにつきましては、これからアセスメントをしていくに当た

っても、住民の皆様のご意見等もお聞きする機会をたくさん設けさせていただくというこ

とで、貴重な植物の移植といった期間が必要かというふうに考えておりますので、調査が
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終わった時点で必要なものというのは、彦根市のほうにもそういった環境に携わっていた

だいています市民団体さん、ボランティアの方もおられますし、そういった方にご相談さ

せていただきながら、施設を建設するまでにはしなければいけないものだと私どもも考え

ておりますので、そのあたりはまた皆様に相談させていただきながら進めていきたいと思

いますし、その他の部分でもアセスを進めていく中では皆さんのご意見を頂戴しながら、

より皆さんに安心していただける施設にしていきたいと考えておりますので、またこれか

ら皆様にはたびたびこういった機会を設けさせていただくこともあろうかと思いますが、

そういったときにはご意見をいただけたら、それを反映させていきたいと考えております

ので、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

進入路、ご意見をいただいたようなことを彦根市さんのほうにも我々から伝えさせていた

だきまして、周辺の皆様の利便性を高められるようなものであって、収集車両の影響も少

ないルートを考えていただくようにお伝えさせていただきまして、我々組合としても専用

道路となる部分を接続させていただきたいと考えておりますので、またそういったご意見

も貴重なご意見としてお伺いさせていただきましたので、彦根市のほうには伝えさせてい

ただきたいと思います。 

（事務局） よろしいでしょうか。お時間も参りましたので、このあたりでご意見は締めさせていただ

きたいと思います。もし後日にでもご意見、ご質問等がございましたら、私たち行政組合

にご連絡いただけましたらお答えさせていただきます。連絡先につきましては 1枚ものの

搬入ルートの裏面に行政組合の所在地と電話番号を記載しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

また、現在、各自治会長様を通じましてお願いしておるところでございますが、皆様に最

新のごみ処理施設についてのご理解を深めていただくために先進のごみ処理施設の見学

会を計画しております。また自治会連のほうから回覧等で回ってくるかと思いますが、県

内の 3施設の見学会を予定しておりますので、皆様是非ご参加をお願いできたらと思って

おります。 

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説明会を終わらせていただ

きたいと思います。 

皆様、長時間にわたりましてありがとうございました。 

 以上 

 

 


