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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 19回説明会） 全文 

 

日 時 令和元年 12 月 8日（日）午前 10時 00分～午前 11時 30 分 

場 所 グリーンピアひこね 

参 加 者 

68 名 

 亀山学区（36 名）、稲枝東学区（12名）、城陽学区（8名）、若葉学区（5 名）、 

 金城学区（3名）、稲枝北学区（1名）、城東学区（1名）、城南学区（1名）、 

 平田学区（1名） 

 

彦根愛知犬上広域行政組合 大久保管理者（彦根市長）、 

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、宮川主幹、

山本主幹、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（枝澤室長、山﨑主任）、環境・エネルギー室（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、午前 11 時 30 分

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、彦根愛知犬上広域行政組合の副管理者であり、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。 
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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、改めましておはようございます。師走何かとご多用のところ、またお寒い中をご参

加いただきまして誠にありがとうございます。 

新しいごみ処理施設を西清崎と決めさせていただいて以降、皆様方には何かとご心配のこ

とやら、いろいろとお考えいただいていることかと思っております。 

現在稼働しております開出今、野瀬地先の焼却施設については県内でも一番古いものでも

ございますし、15 年程度前、大規模なダイオキシン対策などの改修は行いましたが、非常

に加速度的に劣化が進んでおります。新たなごみ処理施設を早急に建設していかなければ

ならないということで今まで取り組ませていただいてまいりました。ようやく候補地西清

崎ということで決めさせてはいただきましたが、今後、環境アセスメント、あるいは皆様

方からさまざまなご意見を頂戴しながら搬入のルートなど、課題が山積してございます。

是非今日はご出席いただきました皆様方から忌憚のないご意見を頂戴しながら、この新た

な新ごみ処理施設というのはごみを燃やしてエネルギーを発生させていこうということ、

そしてこの公共施設がこの地域の発展に資するものにしていく、皆さんと共に作り上げて

いきたいという思いでございます。さまざまな課題は十分私どもも認識しております。そ

うしたことを 1 つずつ丁寧にこれから調査も進めながら解決をし、新たな施設稼働に向け

まして取り組ませていただきたいと考えておりますので、どうぞ皆様、よろしくお願い申

し上げます。 

限られた時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

（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

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、こんにちは。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
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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。 

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
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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

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。
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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

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
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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

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。 
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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、

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
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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。 

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。 
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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舗装プラを

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。 

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



10 

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） 日夏町の者です。いろいろ説明いただきましてありがとうございました。特別に賛成とか

反対というのではなくて、ごみという表現そのものに対して、なるべくそういう感覚を持

たないでいきたいなあという思いです。 

私たちは生ごみ処理をしているんですけれども、生ごみは堆肥化できるんですよね。土の

中にある成分は、作物を作ったり人間が生活するのにいい成分に変えていけるすごいパワ

ーがあるものです。それを今彦根市内で 200人ばかりの会員でやっているのですが、それ

があることをご存じない方のほうが多分多いのではないかと思うぐらい、とってももった

いないことなんですけれども、生ごみを生かして、土に還す、それを畑や花壇、庭木に施

していくと私たちの生命力にもプラスになる力があるので、燃やしてしまうのはすごくも

ったいないなと思っているんです。生ごみが一例ですけれども、生ごみだけでなくて、い

ろいろなものに生かせるものをいっぱい燃やしてしまっていることが多いのではないか

と思います。 

彦根市の環境基本計画にも循環型社会を目指すという大きな理念があって、せっかく素晴

らしい面で行政は進めてくださっているので、是非このことを大勢の方に知っていただい

て、行動に移していただいて、新しい施設を作るきっかけの 1 つとして意識改革みたいな

ことができたら素晴らしいなと。 

たまたま西清崎は荒神山のふもとです。今の荒神山公園は埋立地に使われていたとき、す

ごいたくさんのごみが多分下にいっぱい埋まっていると思うのですが、そのごみを山に、

広い場所に烏が運んだり、埋立地に持っていかないで林道沿いに捨てたりというので、山

のお掃除もしたのですが、十数年かかりました。今は本当にきれいになったし、皆さん歩

く人もいっぱい増えて、歩きながらごみを拾ってくれる人も増えて、意識的に素晴らしい
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人たちが歩いてくださってきれいな山になって、宮司さん方もとても喜んでくださってい

るのですが、そういう焼却施設が今度また反対側にできるということで、よそにない美し

い周辺地域を作れるようになったら素晴らしいな。それはできるんですよね。今の荒神山

のお掃除をして、ごみがなくならないよと言われたのですが、なくなったんですよね。拾

っていけば、人間の心理としてきれいなところには捨てられませんので、焼却炉も新しい

のができたら周辺の人たちが一緒になって周囲をきれいにしていける、そういうきっかけ

になれたらいいなと。その一環としてごみという感覚から資源という考え方に変えていっ

て、いかに生物が生きていくのにいい環境を作れるようにしていくかというような、みん

ながこぞってやさしい気持ちでいけたらいいな。荒神山は竃の神様と全国からも大勢来て

くださるし、自然もとても大切にしているので、こういう機会に自然を大切にするという

一環の 1 つとして生ごみも減らしていったらいいなと思っています。お願いいたします。 

（管理者） ありがとうございます。今おっしゃっていただきましたように、ごみというか、燃やすも

のを何にするのかということは非常に重要なところでございます。もちろん燃やす量を増

やしていくと施設が大きくなります。大きくなるとお金もかかってくるということになっ

てまいりますので、リデュース・リユース・リサイクル、3 つの R、これは今さらながら

でありますが、改めて市民の皆さんにご協力をお願いして取り組んでいかなければならな

いと思っております。 

パッカー車の中に積み込むごみの内容は、いわゆる重量、重さとすると、生ごみが一番大

きいものです。野菜や食べ残しのものなどは水分が含まれていますので、これが多いとパ

ッカー車がたくさん稼働しなければなりません。そうしたもの皆さんお一人お一人のご協

力を頂戴して自然に返していけることができれば燃やすごみの量も減ってくるし、施設も

効率的に稼働ができるということでございますので、その辺のところも徹底してまた情報

発信させていただいて、この計画に盛り込めるようにさせていただきたいと思っておりま

す。 

（住民２） はい。金沢町のハヤシと申します。公害防止基準についてお聞きしたいのですが、硫黄酸

化物で、彦根市の今の公害防止基準が K 値 14.5 以下で、今回の設備が 30ppm 以下となっ

ていますが、この表示がどう違うのか、教えていただけますか。K 値とはどういうもので

すか。 

（事務局） K 値といいますのは大気汚染防止法のばい煙の発生施設から排出される硫黄酸化物の規制

になるのですが、大気汚染の程度によって全国を 16段階の地域に分けまして、それぞれ K

値という係数を決めておりまして、計算式によって許容量を超えるばい煙の排出を制限す

るというものでございまして、施設が工場などが集合されているような地域、多いところ

のほうが規制基準値の K値が小さくなってくるようなものになるのですが、算出するに当

たりましては、排ガス量であったり、出口の温度や水分の量、排ガスを排出する速度、煙

突の高さで計算していきまして濃度を決めてくるのですが、高さとか施設の規模によって

濃度をこれだけにすれば K値の 14.5という値をクリアできるということになります。 

計画しているこの施設ですが、計画しているものによりますと、硫黄の濃度が約 1700ppm

以下であればこの K値を十分クリアできるという数値になってきます。こちらでは K値で

示されておりますのでわかりにくくて申し訳ないのですが、我々が今計画している施設、

煙突の高さと排出量、速度といったところであれば 1700ppm 以下という数値にすれば K値
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はクリアできるということになりますので、公害防止基準としてはかなり低いといいます

か、計画の値と違う低い数値で決めておりますので、もちろんこの K 値 14.5 というのは

十分クリアできるという数値で排出するようになっております。 

（住民２） ということは、新しい施設は現状のセンターよりも非常に厳しいものになっているという

ことですね。 

（事務局） はい、そうでございます。 

（住民２） もう 1つ、煙突は立つのですか。 

（事務局） 今の彦根市の清掃センターはお風呂屋さんみたいな昔ながらの丸い感じの煙突になって

おりますが、こちらで煙突は立てるわけですが、四角い枠に囲まれた中に細い煙突が入る

ような状況でして、そこから水蒸気が出るというような形になります。 

（住民２） 高さはどれぐらいを考えておられるのですか。 

（事務局） 高さにつきましても、これから環境影響評価を進める中で、この周辺に影響がないように

高さを決めていくということになります。最近この周辺、近江八幡市さんですと、60m を

超えていきますと航空法にも引っ掛かってくるということもありますので、それ以下でと

いう形で収めておられるところが多いかなと思います。これは環境影響評価の結果によっ

て決めていくことになりますので、そのときには皆さんのご意見を聞きながら進めていき

たいと思います。 

（住民２） もう 1点、あそこの場所は 1 年で風向きはどちらのほうから来ているのですか。 

（事務局） その辺は彦根の気象台に確認をしたところですが、昼間と夜とで風向きも変わってきま

す。昼間は琵琶湖のほうから吹いているのですが、夜は陸風になったりということをお聞

きしておりまして、どちらが多いかというようなことも気象台のほうでまだつかめていな

いということですが、そのあたりも環境影響評価を 1年を通して調査していくことになり

ますので、そこも十分配慮しながら煙突の高さなども決めていくということになります。 

（住民３） ニュータウンから来ました。市長さんにお尋ねしますが、やはり荒神山周辺はみんなの憩

いの場所であり、子どもたちの文化場でありますし、また琵琶湖は国定公園に指定されて

おります。鳥獣地域の特別保護法にも指定されている。この自然のいいところになぜ人体

や自然を優先されずにコスト面で決定されたということは納得がいきません。 

それと、彦根湖梨のブランド、それからキャベツや小麦とかいろいろ作っておられる。そ

ういう農村地域であるにもかかわらず、こんないい環境のところに持ってくるというの

は、まして水没地域で、2、3m の水害がマップにも記載されておりますのに、最初、豊郷

で聞いたときには 5m の盛土をするということをお聞きしておりましたのに、この調査で

は 2m の盛土になっています。今温暖化がすごく進んで、計測できない予測になっている

にも関わらず、こんなところに持ってくること。 

それと、あそこは窪地であるので、風の溜まり場で、竹の葉が全部真っ黒になってくる。

普段から何もない、何で煙突のないところがこんなに真っ黒な葉なんだろうなと疑問に思

っていましたら、そこは山手からやってくる風でそこが溜まっていることをこの間お聞き

しました。それがまた風によって山を越えて、大自然の豊かな文化ゾーンに散っていくと

いうことも考えられますし、またダイオキシンというのは妊婦にはすごく影響され、第 1

子の子どもに一番に影響されるということも私は聞いておりますので、そんな環境のいい

ところになぜ市長さんがコスト面を優先されたのか。そしてコスト面といいますと、4 つ
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の中で一番高いと聞いておりますし、また 2つの橋を架ける。それにもお金がかかります。

ちょっと矛盾しているのではないかということ。 

それから 2つ目は、アンケート調査で誰も賛成がなかった任意の人だけの調査であって、

私ら市民は絶対そんなアンケートも知らないし、そこに決まったということも、私らは決

まってから清崎町だということを聞いて、これはちょっと納得がいきません。任意の人と

いうのは何名ぐらいで賛成されたのでしょうか。それをお聞きします。 

（管理者） ありがとうございます。改めてこれまでの経緯をご説明させていただきたいと思います。 

そもそも我々はこの地域に新しいごみ焼却施設を作らなければならないということに取

り組んだのはもう 20年ほど前からです。1 つの条件としては、彦根市だけでやるのではな

くて、彦根愛知犬上、広域で取り組みましょう。そうでないと一定の量のごみをきちんと、

技術的にもコスト的にも処理ができないということでございますので、広域でやろうとい

うことになりました。 

その後、荒神山の琵琶湖側の石寺地先で建設を検討いたしました。このときに、もともと

内湖でございましたので地盤が非常に弱いということで、地盤改良費に 20 億強のコスト

がかかるということになりました。そこで断念をしました。 

その後、内々にいくつか管内の候補地を選定して、その中で宇曽川の東側になります三津

海瀬で取り組もうということになりました。その当時は三津海瀬の皆さんも誘致委員会と

いうのを作っていただいて取り組みを進めたわけですが、その周辺の皆さんも嫌感があっ

たということもあって、地権者の皆様が最終的には断念をするということになりました。 

その経験を踏まえまして、私どもはこの管内で公募をすると。行政主導で見つけてくると

いうことではなくて、公募するということにしました。それが 25 年です。公募をして本

当に応募してくださる自治会があるだろうかと心配をしました。要件を、できるだけハー

ドルを低くするために、自治会単位で応募をしていただく。自治会で総会にきちんと諮っ

ていただいて応募をいただく。その周辺の皆さんについては応募いただく段階では了解を

得ていただく必要はないというふうにさせてもらいました。 

結果として、西清崎を含む 5 つの自治会が応募をしてくださいました。そこからどのよう

に選ぶのかということで、当初 25 年には選び方も決めさせていただきました。それは選

定委員会という中立的な学者の先生方や行政の機関の専門家、住民の代表の皆さん、そう

いう方々を組織していただいて、公平に、公正に、中立的な立場で選んでいただくという

ことにいたしました。 

5 つの応募地、ご検討いただいた結果、すべて建設は可能だという判断をしていただきま

した。ただ、どこが最も適地かということについていろいろと意見を交わしていただいて、

優先順位、まずここから当たっていただいたらどうだろうかということで優先順位をつけ

ていただきました。これが 5 つの自治会。その結果、1 位が下西川、2 位が愛荘町の竹原

区、3位が西清崎、4位がもう 1つ愛荘町にありまして、5位が彦根市の原町ということに

なりました。 

ただ、私たちは行政機関のほうで、その選定報告書をいただいてから実現の可能性、そし

てコスト等々、選定委員会で検討いただく以外の要素を含めて考えさせていただきまし

た。そのときに下西川については当初断念した石寺から 1.5km ぐらいのところです。地盤

が非常に緩いということと、応募いただいた面積が大きいということ、そしてその中で早
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くに優良農地は避けてほしいという農業委員会からの要請もありました。そうしたことを

検討して、1 位はあえて選ばないということにいたしました。そして 2 位の竹原区に順番

が行ったんですね。2 位の竹原区で決めさせていただくということに最終的になりました。 

ただ、そこから周辺の皆さんの反対の意見も出てきましたが、甲良町、彦根市、それぞれ

の議会で全員の議員の皆さんがもう 1度選定をし直すということを表明されました。議決

をされました。そしてその要件は 2 つです。1 つは、ごみの排出量が一番多い彦根市が選

定されるべきだということ。もう 1つ、それはいわゆる先ほどの冒頭の説明でもありまし

たが、彦根市、この周辺の特徴としまして自主搬入していただく、車で持ってきていただ

く方が非常に多い。ですから、できるだけ近いところで建設してほしいという意見でした。

その意見を頂戴して、改めて選定をし直そうということになりました。 

もう 1度自治会それぞれにお願いし、再応募していただくという意向を聞かせていただい

たら、皆さん再応募されるということではなくて、4 つの自治会が再応募をいただきまし

た。その 4つの自治会からどこを選定するのかということで検討をさせていただきました。

先ほどアンケート調査のお話をいただきました。もちろん全世帯にアンケートをお願いし

たわけではありません。抽出調査になります。これも統計的にそのあたりの確度をきちん

と検証してサンプル数、要するにお願いする方々の人数を決めて、全域で調査をさせてい

ただきました。そして、本日のような説明会をそれぞれの自治会が属する小学校区あるい

は周辺でさせていただいて、そこでいただいた意見と、アンケート結果の分析、そして 2

つの議会から出された意見、この要件を整理して、この要件にかなう場所は西清崎だった。

その結果、竹原では何度やっても議会ではお認めいただけなかったけれど、西清崎で提案

させていただいて、広域議会の議員さんもご賛同いただいたということに相成りました。 

ダイオキシン、公害等々ご心配の向きは私もよくわかります。先ほどからご説明させてい

ただいていますとおりに、厳しい基準で建設させていただく。万が一の場合には稼働を止

める。災害に強い施設にしていく。ご記憶のある方も、私もいろいろ聞かせていただいて

いますが、伊勢湾台風の折りにはずっと水浸しになっていたということであります。今西

清崎の当地は部分的には 5m の浸水があるということでありますが、平均的には 2m、そこ

を重点的に盛土もして安全な施設にしていく。そして、特にこの地域周辺、広い地域で浸

水の可能性があるために、自主避難をしていただいて安全を確保していただけるような施

設にしていくということを考えております。 

いずれにしましても、いろいろなご懸念はあろうか思います。これから皆さんのご意見を

お聞かせいただきながら、1 つ 1 つクリアをして、安心して頼っていただける施設、そし

てそこからエネルギーを活用して地域が活性化するような施設にさせていただきたいと

思っております。ご心配の向きは、技術的にも丁寧に、またいろいろなこれから具体的な

建物の内容ですとか作り上げていく中でご説明をさせていただきたいと思っております

ので、遠慮なくおっしゃっていただいて、一緒に作り上げていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

（事務局） 今おっしゃっていただきましたアンケートですが、1市 4町の圏域で 7000人の方にお願い

しております。無作為抽出ということでございますが、彦根市だけでも 3000 人を超える

方にお願いているところでございます。 

彦根市に 3つの候補地がございましたが、候補地の周辺の小学校区の皆様と、それ以外の
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形という形でも分けさせていただいておりまして、候補地西清崎の周辺学区の皆様には

800世帯の方にお願いしております。 

またその内容につきましてですが、どの候補地がいいのかという人気投票というものでは

なくて、ごみ処理施設へのイメージや、新たに建設する場合はどういったことに配慮する

べきであるかということとか、候補地を作る場所もどういったところがいいのかというよ

うな、候補地 4つのどこがいいんだというのではなくて、そういうのを判断できるような

材料として皆様のご意見を聞かせていただいたものでございます。それをもとに、皆様か

らいただいたご意見の中で多かったような、先ほど申し上げた収集運搬効率のいいところ

であるとか、圏域の中心にあるようなところがいいとか、そういったご意見をたくさんい

ただきましたので、そういったところを判断材料にさせていただいたというところになり

ます。 

（住民３） 賛成なき決定ということですね。 

（事務局） 場所については、ということです。 

（住民４） 稲枝東の連合をしております。連合している関係でいろいろな意見をお聞きしているの

で、要望を 2 点ばかりさせていただきたいと思います。ひょっとしたら 12 月 1 日にされ

ているときに出ているかもわかりません。重複するかもわかりませんが、ご了解いただき

たいと思います。 

まず 1点目ですが、先ほど説明された中で焼却熱を再利用ということを考えておられるの

ではないかと思うのですが、できれば温水プール等を設置していただいて、近隣住民に無

料開放とか、その辺を 1つ考えていただければ、せっかくの機会ですので、よろしくお願

いしたいというのが 1 点。 

もう 1点ですが、これは稲枝の支所が中学校にあるのですが、そこから稲里のほうへ抜け

る道がきれいに農道整備されて、途中で止まっていると思います。あそこからちょうど今

度の焼却炉をされる道路ができればつないでいただければもっと便利になるのではない

かと。この辺が地域の住民から代表として聞いておりますので、要望としてお願いしたい

と思います。どうか検討をよろしくお願いしたいと思います。 

（事務局） ありがとうございます。要望ということでお聞きかせいただきたいと思います。 

（住民５） 稲里町です。今ほど稲枝東の連合会の方が要望されました。それと、先ほど女性の方が今

回の候補地としての経緯ということで、市長からご説明いただきましたが、今日参加され

ている方もほとんどかと思うのですが、そういう経緯が基本的に知らなかった中で突如と

西清崎という形が出てきました。私どもは要するに近隣ということで、私一個人としては、

正直なところ、ごみ処理という部分についての施設は必要だということはわかっておりま

すし、施設本体については、早くても 10 年ほど先ですので、公害とか、そういう部分に

つきましては技術的な部分で基本的には大丈夫、よほどのことがない限り、大都市であれ

ばそれこそ住宅地のど真ん中にあるような状態ですので、そういう技術的なところは大丈

夫だと個人としては思います。別にどうのこうのということではなくて。 

ただ、先ほどちょっと出たのですが、4 年ほど先に最終決定ということで、これからいろ

いろな細かい環境アセスメントとか調査をされていって、その結果かと思うのですが、先

ほども出ていましたように、私も稲里ということで、私が小学校ぐらいのときだったと思

うのですが、要は 2階の窓から救援というか、そういう船などで出入りを助けに来ていた
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だくと。そういうような状況を私どもはよくわかっていますし、先ほど皆さん方からも、

そこにはハザードマップでもそういうふうに浸水地域だということが出ています。 

先ほど説明の中で、寝屋川でしたかね、私らは地域のあれで若干説明を受けておりました

ので、そのときにその部分が出ていなかったのであれなんですけれども、建物の 2 階にご

みピットなりを置くということで先ほどスライドで行くと傾斜、スロープをというふうな

説明をされたかと思うのですが、それほど高くするということは、基本的には、これは彦

根市というか、県あるいは国ということかと思うのでが、宇曽川の土手が現在の高さであ

って、それからそのままで水平に行って高くするという方法もあるし、ちょっと私、ある

地域のところではそういう堤なりで 1度下がって、そして施設が来るというようなところ

もあります。今回これから考えられると思うのですが、当然嵩上げを 2m、説明では 2m さ

れるということは、ほかのところから見れば現在の土地から、西清崎が 20 戸ほどあって、

そこに住む我々、皆さんというのがあるのですが、そこの地盤は基本的には何も今の状態

ですよね。ということは、そこに水がもし、土手なりが破れて、そこに水が溜まるという

形になるんですね。要はごみ処理施設に進入するための道路が今度は逆に土手というよう

な形になる、あるいはそれを下がるというようなことであれば、施設全体を高くしても、

今回の東北や関東のあれと一緒で、災害が起こったときに何ぼ処理場のところに災害ごみ

のストックを置かれても、そこに車が入れないんです。わかりきったことですが、相当高

くして道路を嵩上げというか、最初からしていかないと、下に 1 度下がるということであ

れば、当然何ぼ処理場全体を高くしても、そこに車が行けない。コンサルさんも出席され

ておられますので、そういうことは当然わかっておられると思いますが、そういうことも

重々検討していただきたい。 

それと、さっき言っていただいたのですが、我々はふるさと農道と言っているのですが、

それを何らかの形でつないでいただく。そして先ほどのごみの搬入ルート、それが現在の

状態ということになると必ず西清崎、あるいは稲里町の小字というところは山崎というと

ころなのですが、そこを通らざるを得なくなります。そういうことなので、早く、とりあ

えず道路はこういう形やということを、要望を今回積極的にということを言われています

ので、そういうことをしっかりとしていただきたい。それを要望としてよろしくお願いい

たします。 

（事務局） ありがとうございました。 

（住民６） 私は金沢学区、実際、西清崎に建設された場合、直線距離で 3km前後になると思うのです

が、地域にございます。 

先ほど風向きの話があったのですが、琵琶湖は基本的には季節によって変わるのですが、

今の時期ですとちょうど荒神山のほうから我々のほうに吹き入れるということで、風上に

なる場所におります。 

それで、説明を受けたわけですが、会場からの意見、皆さんの思いとしては、私なりに解

釈させていただくと、説明の理念のところにも何点か挙げられているのですが、一番大事

な点、それは理念 1に「安心・安全・安定的な処理が確保できる施設」ということで書か

れて、新しい環境基準であるとか、あるいはそれに増して彦根市の独自の基準をさらに厳

しくするということで言われているわけですが、こういう建設計画を建てられる場合に一

番大事にすべきは、当該の地域と周辺地域の理解、これをどのようにしていくかというこ
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とですね。今まで説明を受けた中では、当然西清崎地区、あるいはそれにすぐに居住地が

東側、南東のほうにございますので、そのあたりについては悪臭であるとか振動であると

か、実際的には降灰であるとか、そういったものがあるのですが、それを踏まえて地域住

民がどういうふうに安心して暮らせるかということの説明が私は完全に欠けていたなと。 

思いますに、それで手を挙げられた自治会、いろいろな思いがあって、自治会の総意でう

ちにということで決められた。その自治会の方の意見を尊重し、なおかつ周辺の地域の、

よしそれでわかったというようなことを含めますと、どうしても周辺住民に対する理解、

そのためには何かというと、1 つは大きくは環境アセスで、これからやるということなの

ですが、いわゆる距離ですよね。そこから何 km 離れて、どれだけ離れた地点で実際ちゃ

んと環境基準がどう出るんやという試算だけではなくて、そこに監視のポストを必ず設け

る。そして設けて、それは当然今の時期でしたらいくらでも中央でコントロールされると

思うんですけれども、そこへどんどん日々の、あるいは時間を追ってのデータが集積され

ますから、それに基づいてオーバーしたらすぐ止めるとか、そういう流れを是非とも作っ

ていただきたい。 

というのは、これは原発に始まって、いろいろな災害があって、どれだけ地域住民に情報

が送られていないか。そのことによって大きな生命、あるいは財産が奪われていくという

ことですよね。それがないとできない。 

先ほど市長から説明があったように、竹原地区もあれだけ地元は賛成しているのに、近隣

のほうでは、阻止、反対とものすごくなりました。これは一体何だったんだろうと。地域

住民がいいよと。そうすると、やはり地域住民が反対されたということは、何が足りなか

ったのか。竹原地区を断念されて、いよいよこちらにも説明会をしてもらっているわけで

すが、説明会以外に一体何が足りなくてああいう事態になってしまったのか。その辺もき

ちんと踏まえてもらわないと、恐らくまた「断固」という感じになってしまう可能性がな

いわけではないわけですから、そこのところを、今日は市長も見えていますし、一つお話

を聞かせていただけたらなというのと、それから設備的には計画の中に必ず監視のポス

ト、これを絶対置く、これが周辺地域では必要不可欠ということになります。そのあたり

も含めてお願いできたらと思います。 

（管理者） ありがとうございます。周辺の地域の皆さんにあらかじめご説明をさせていただくという

ことについては候補地が決まってからということで手順を踏んでいますが、いろいろな搬

入ルート、大気の問題、水処理の問題、災害の問題、それぞれにこれから検討する上で皆

様方に情報も提供させていただきますし、そしてご意見、ご心配もきちんと酌み取りなが

ら進めていきたいと思います。 

同時に、これから地域振興策を検討していただかなければなりません。それは西清崎を中

心にしていただいて、学区、あるいはこの周辺の今後の発展に向けたまちづくり、これを

一緒になって考えさせていただきたい。そのプロセスの中で本当に細かい日常のことから

ご意見をしっかり聞かせていただきながら作り上げていきたいと思っております。 

これからですので、まさに降って湧いたような思いを持たれる方もあるかもわかりません

が、ただ、我々としては 25 年からずっと取り組みをさせていただいて、竹原区に一旦決

めたところからも既に 2年たっております。その中で大変難しい問題ですけれど、是非皆

さんに喜んでいただけるまちづくりができるように頑張っていきたいと思っております。 
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（事務局） 時間も参りましたが、もしお 1人だけご意見をお伺いしたいと思います。 

（住民７） 要望でございます。今ごみ問題が、リサイクル問題が出ておりますけれども、私たちの生

活は使い放題、ごみをいっぱい作っております。世界ではこれだけ多い焼却施設がある国

はどこもないそうです。それだけ私たちの生活を豊かに、自由に生活しておりますけれど

も、ここら辺でもう一度それぞれの皆さんも、行政の方にも音頭を取っていただいて、い

かにごみを減らすかが根本問題だと思います。ですから、これを機会にごみをいかに少な

くして、豊かな生活をどうやって作っていくか、そういうことを考える私はいい機会だと

思っています。ですから、ここに来ていただいた皆さんも毎日の生活の中で使い放題、例

えば容器リサイクル法という、ヨーロッパでは 50 年前に失敗した法がある。例えばペッ

トボトル、ヨーロッパでは 30 回使うんです、最後まで。そうすると、ペットボトルは 1/30

に減るわけです。ですから、私たちの生活は便利なことはいっぱいありますけれども、少

し考えるよい機会だと。この問題を市民の皆さんが関心を持っていただくということは改

めて、私は地域外の者ですので、ごみを出せば、これだけパッカー車がたくさん通る。さ

っき女性の方がおっしゃっていましたが、生ごみなんかは本当に肥料になるものですか

ら、それぞれの皆さんがそういうことをもう一度よく考えて、これをやることによってい

い方向に向かうように。 

この間、私、岐阜県のグリーンドームという施設を見てきました。本当にごみをかなり減

らしておられました。そういうものをそれぞれの地域でもう 1 回考えて、自分たちもそう

いうことを、地域の皆さんに迷惑をかけないためにも是非ご検討をまた一緒にやらせてい

ただければなと思っています。よろしくお願いします。 

（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 

 

 


