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新ごみ処理施設建設にかかる住民説明会参加者アンケート（１２／１） ～まとめ～ 

 

 

１．基本事項 

（１）新ごみ処理施設建設にかかる住民説明会 

開催日時：令和元年１２月１日（日）１９時３０分～ 

場  所：グリーンピアひこね 多目的ホール 

参加者数：９０名 

説明内容：・建設候補地決定に至った経緯 

       ・新ごみ処理施設の概要 

       ・今後のスケジュール 

 

（２）参加者アンケート 

配 布 数：９０件 

回 答 数：８２件 

 

 

 

 

２．参加者アンケート結果 

（１）あなたの年齢は。 
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（２）あなたの性別は。 

 

 

 

（３）あなたのお住いの地域は。 
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（４）事務局の説明はわかりやすかったですか。 

 

 

 

（５）清崎町地先での新ごみ処理施設建設について、不安に思っておられることがありますか。 
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（６）（５）で「ある」と答えた方にお伺いします。それは、どんなことですか。 

分類 内容 

イメージの悪化 ・30 年以降の処理場のイメージダウンで過疎化が進むのでは？他の利用方法も考えて欲し

い。（一生涯の生活保障） 

・地価が下がるのではないか 

・人体、環境への影響は 0 ではないし、土壌・大気・事故が不安。これは決定なのか。ただで

さえ過疎なのにますます人口が減る。ごみ処理施設ができるのであれば引越してこなかっ

た。ごみ処理施設は亀山地区には要らない。市長のお住いの町に建設して下さい。これま

での候補地でも反対されてきたのに、西清崎が喜んでいるのか。 

・他地域からみて、イメージの低下、また資産価値の低下。清崎町に住んでみようという他地 

域の人が少なくなるのではないか。 

交通の問題 ・搬入路に関して、山崎及び西清崎の生活道路の安全維持確保。 

・環境、交通アクセス 

・予定地に往来する道路があまりにも狭い。 

・施設への出入りに対する交通量と宇曽川堤の安全性に不安がある。 

・宇曽川両岸の補強をしっかりすること。公的には堤を通らないようになるだろうか。 

・一般の車両が多く通るはずである。現在のような防災を見ても安心できるものは何もない。 

・ごみ運搬車による影響（通学路を通るので子供達の安全不安） 

・県道 2号線を通行される場合（賀田山西信号から新大山橋の通行頻度等。5年にわたる工

事スケジュールで R06年から竣工される期間中往来の振動による被害が心配です。永年に

渡り通行ルートも同様です。通行ルートを検討願います。 

・排気が心配。道路の説明がない。 

・収集車輌の通行 

・搬入出道路が日夏町内 2号線のみでは集中してしまう。左右折専用路を周辺交差点で整

備すべき。 

・交通量の増加 

・アクセス路の確保をどうするのか 

・道路混雑、事故発生 

・処理地までの進入路問題 

・一般の方（稲枝北、西学区）が当集落内を通り、処理場へ向かわれることが多くなると思い

ます。集落内は道がせまく事故の危険が高まることに対し、不安を感じます。 

・搬入出路が、どのようになるのか不とう明である。きぞん道路の通行に支障の出るような道

路計画とならないようにしてほしい。 

・搬入出ルート 

・交通量の増加により、スクールゾーン、小学校の前の事故の多数が心配。ゴミ搬入専用道

路は複数必要だと思います。 

・県道 2号線をごみ搬入出の指定ルートにすることについて、現状、日夏町中沢の交差点か

ら南へ 100～200ｍの箇所は狭あいとなっている。この箇所を拡幅することが必要です。それ

よりも、犬上川赤橋（現清掃センター付近）から南へ向う市道（両側歩道あり）を東へ曲がると

ころからまっすぐ南へ向う道路を新設し、安食川堤沿いに延長させ、新設する橋までつなげ

てほしい。（彦根市民もルートが明確となる。） 

・環境負荷の問題と交通量の増加 

・交通量増加→通学時（子供）の事故リスク増→信号機の見直し→交通量多い確認して下さ

い 

・ごみ搬入出交通車輌の通行ルート 
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分類 内容 

・交通量増加→通学時（子供）の事故リスク増→信号機の見直し→交通量多い確認して下さ

い 

・ごみ搬入出交通車輌の通行ルート 

交通の問題 ・交通量が増える事によっての生活への影響。 

・通学路に対しての安全策。 

・ごみ搬入出ルートの明確にして頂きたい。ごみ搬入車両のルートの交通設備をきちんと 

してほしい。 

・進入道路 

・道路拡張工事が必要になると思う程、周辺道路がせまい。 

・清崎町の道路沿に住む予定があるが将来車が頻繁に通行して騒音や安全面が心配であ 

る。 

ごみの減量・分別・

資源化等について 

・犬上など４町の分別方法がちがうので、分別がしっかりとできないと思います。４町の人へ 

の分別の徹底をしっかりしてほしいです。 

・資源として活用できる物までコストや利便性等を理由に焼去されてしまわないか心配 

・燃やせば全てがゴミです。できる限り再利用をしてもらいたい。コスト（お金）をとるか未来

（命）をとるか 

・彦根市民は分別をしてきたが、広域になることで分けなくても良くなる→環境意識が低下し

ないか心配 

事業の進め方につ

いて 

・近隣自治会への説明は決まってからしか報告がないのは何故なのか？ 

・近隣地域（地権者）の理解が得られるのか。同意が得られなかった場合どうなるのか。 

・地元の住民の意見はどういう形で今度聞いていくのか。 

・情報公開のあり方 

・住民・自治会では知らなかった（説明はなかった） 

・安心、安全な施設になるよう工事期間中も安全に行ってもらえるように（孫も小学生なので） 

・住民との連携、意見交流の恒常的反映 

・何かあった場合に、すみやかに情報発信してもらえるのか？ 

地域の振興につい

て 

・防災避難場所には熱利用を考えて 

・地域に環境として何が（図書館とか）できるか？ 

・（近隣の）住民にメリットはないのか？ 

・プラスαとしての施設利用があると思ったがなさそうで残念。 

排ガス・悪臭・騒音

等について 

・ばい煙について、山と山に囲まれて下降気流で充満することも考えらえる。ダイオキシンゼ 

ロに。蓄積が不安。 

・予定地の西、山すそに所有の山林があり有毒なものが降って来てはこまる。 

・処理場の排ガスについての安全性が素人にはわかりにくい。 

・ごみ運搬車による影響（排ガス・臭気・音） 

・夏場の生ごみの臭いが風向きにより臭う。（運搬車より焼却炉への投入時） 

・悪臭について基準 OKでも生活環境に影響出る場合もある。（運搬の車も含めて） 

・ゴミ搬入搬出道路の混雑性。排気ガス、灰ジンが風向きの状態では（背面は山）ただようの

ではないか！ 

・大気汚染・通行量の増加 

・ずいぶん化学的にも新しい事ができているので少し安心です。 

・ダイオキシンのこわさ。生殖機能を破壊する性質をもっている 

・自然環境に逆行する公害施設であること 

・住みよい町（環境重視）づくりをのぞむ（将来の子供達へ安全安心を守りたい） 

・ダイオキシン 
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分類 内容 

排ガス・悪臭・騒音

等について 

・ダイオキシン、震災ゴミ→（放射線を含む）→受入れ NG 

・生活環境への影響 

・公害による未来（子供達）への影響、本当に大丈夫？ 

・子どもセンターは、毎日、子供たちが多く外で遊んでいるが、近くにゴミ処理施設を作って

も問題ないのか。 

・体へのえいきょうが、非常に心配である。 

・車の増加、大気汚染－稼働途中の停止（停電等）、スタート、ストップ時の不燃時、温暖化 

・環境悪化 

・環境の悪化 

・排ガスで周辺に住む者として、健康に害がないかとても心配しています。山地、山間部にた

てるべきだと思います。原町がいいと思いました。 

・ダイオキシン等有害物質の排出のおそれ。 

立地環境について ・亀山小学校が近く、子供達の健康面、通学路の心配、近くの農作物等、荒神山の自然 

・山があり川があり一番災害に弱いと考えられるのに何故この場所にするのか。小学校が近

くにあるのも不安である。ダイオキシン、排ガス、悪臭についての不安を持ってます。 

・ダウンドラフト現象の影響が発生するから他の場所に変更した方が良い。 

・琵琶湖に近い 

・荒神山は国定公園に指定されている 

・水没地域になぜ高額のお金をかけてするのか 

・交通アクセスの悪さ、敷地の広がりの無さ、荒神山の景観の悪化 

・山の土砂崩れとかがある可能性がある。 

・川の氾ランの可能性がある。 

・どのような懸念に対して、対策しているのか、明確にしてほしい。 

・抜サもれがないか市民の目として確認していきたい。 

・環境汚染、交通、景観 

・大気汚染。建築予定地は、大気の凹地。化学物質が淀み、集中的にこの近辺に落下して

いくと思う。 

 

 

（７）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。 

分類 内容 

環境保全について ・琵琶湖の水がめを守りたい 

・ダイオキシンなどの心配 

既存施設について ・既存の施設、今、大丈夫なんですか？そうとう古そうで、有害物質がもれてそうで心配。 

建設候補地につい

て 

・曽根沼の方に建設してほしいと思うが。 

・社会的、経済的、環境上からベストの場所に設置すべき。 

・もっとしてほしいところがあるのになぜ清崎町なのか 

・反対です 

・一部の住民に対してのアンケートにより、候補地を選んだとの事ですが、やはり、全住民の

意見をしっかりと聞くべきだと思った。反対の声が多く出ているが、候補地が変わる事はない

のか。変えて欲しい。 

・今回の決定は抽出方式のアンケートで決めたことは納得できない。そのように簡単に決め

ることでない。各町のゴミを受け入れるなら各町から補助金等あるのではないか？であれば、
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分類 内容 

近隣住民だけにメリットがある施策をとるべき。地価が下がる、環境に悪い等メリットがないこ

とばかり。その辺りの考えを出してほしい。 

・西清崎の方が誘致したのか。どこにメリットがあるのか？迷惑です。400台も車輌が通るとな

ると子供だけで東清崎、西清崎に行かせる事が不安になる。 

建設候補地につい

て 

・荒神山という場への考りょが足りないと思う。現代将来の効率や利便を考える前に山、川、

集落、道、沼、湖の中にある史的財産を継承し、生かしていく視点がないと住民にとって納

得や真の価値あるものにならない。彦根市は彦根城、井伊ばかりでなく、先史時代からの豊

かな文化、アイデンティテイといったものを幹とした市策をしていかないともったいないことに

なると思う。循環を高度に全方位でやってきた場としてみてとる必要あるのではないだろう

か。 

・建設の反対です！！ 

・コストの関係等もあって、この機会に大きな施設を建て、4町も集約ということだと思います

が、彦根市の分はともかく、なぜ他町の分も引き受けなければならないのか。清掃センター

にくらべ、まだリバースセンターは比較的新しいと思うが、他町の分は他町で処理していただ

きたい。また。仮に建てられ、可動した場合、清崎町及びその地域のイメージ及び資産価値

が低下すると思うので、その地域の固定資産税及び住民税の大幅な減税を望みたい。 

・もう少し住民の居住区から離れたところにしてほしい。住民の声を反映しないで西清崎決定

には納得いかない。反対したい。子どもたちの未来を守ってほしい。 

ごみの再資源化に

ついて 

・香川県三豊市で行われているトンネルコンポスト方式を見てほしい 

・生ゴミを堆肥に変える取り組みに力を入れてほしい。ゴミを減らす活動を各自治会にトップ

ダウンで下ろし、活発な団体には助成金を出す等ゴミを出さない施策も同時進行して頂きた

い。市民の意識を変えていく事も行政の大切な役割 

施設整備について ・安全、安心な設備を早急に完成をお願いします。災害に強い施設 

・新しい施設なので最新の機械や最高の技術を使って造られるのでしょうから、りっぱな問題

の少ない世界にほこれるような施設をと願います。 

・建屋が周辺の景色に溶けこみ、処理場であるとわかりにくくしてもらいたい。 

・安全安心な環境づくりをモットーに完成へとつなげて下さることを願っています。 

・もり土はどこからもってくるのか？県大もり土をとった山崎山の再活用は？ 

・住民の生活環境への悪影響が出ないよう、くれぐれもお願いしたい。 

・道路も広げ、ゴミ処理施設が出来て逆に開けた場所になることを願います。 

情報公開について ・排ガスのモニタリング結果をネット上で確認できるようなことができないでしょうか。 

・10月の臨時会でどのような議論をされたのか、HPで公開してほしい。 

・公害防止基準が守られているかの情報公開について、ごみ処理施設と少なくとももう１か所

に（支所などに）リアルタイムで各数値を電光掲示板等で示していただきたい。 

・情報公開は大切なので期待しています。又、いつでも誰でも見学出来る様な施設であれ

ばいいと思います。（レストハウス等の憩いの場があればいい） 

・万が一、施設運営時に何かあった場合に、火災情報や気象情報と同様に危機管理の面で

メール配信して欲しい。 

・建設に係る事業進捗の情報提供は、逐一ひんぱんにお願いできたらと思います。 

・抽出のアンケートにしたとしても、もう少しまわりに知らすことが大切では？一部の片寄った

人たちにとられてもしかたがない。せめて隣りの町にぐらいは知らせてもらいたい。 

説明会について ・時間が足りなかったです。 

・スライドについて、ポインター等で示せばもっとわかりやすい。 

・「決定済」の内容を聞かされても進歩的な意見も出せずに単なる「帳面消し」にしか思えな

い。 

・担当者はこれからも相談してと言われましたが、まだ相談できるときですか？ 

・他地域のさまざまな意見を聞きたかった。 
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分類 内容 

・その場しのぎの回答ばかりで意味が感じられない。資料をもっと新しく。 

・質問に対する答があいまい。宜しくお願いしたいというばかりで納得いかない。 

・解答を端的に説明願いたい。あまりにも要旨の●●説明が多い。 

・資料の文字が小さい部分があり・・・ 

説明会について ・西清崎町に決定するまでにもっと説明会を行うべきであったと思う。アンケートももっと広く

多くの人に聞くべきであった。どれ程のアンケートがあったのかもよく分からない。決定（候補

地が）されてしまってから言っても（反対を）聞く耳をもってもらえない！ 

・はっきりした言葉が聞けない。 

・周辺地域へのていねいな対応をお願いします。 

・候補地を決定してからの説明会では対応がおそい 

・口あたりの良い言葉だけがおどっていた。 

・建設をする説明会で住民が安心できる説明でないように思える 

・施設に関して、専門的な数値・用語等多くあり、分かりにくいのは仕方ないかも。 

・地質調査報告書等わかりやすく説明し、地震に対しての強度など具体的に説明をして進め

てほしい。 

・事務局の説明はわかりにくかった。 

・市長がたいくつそうに見えて残念。 

・教科書的な説明なので何が問題かが見えて来ない。 

・説明された内容が充分資料に記載されていなかったので分かりにくかった。 

地域の振興につい

て 

・地域振興策は具体的にどうなのか。地域の住民が望む形で進めてもらいたい。例としては

新ごみ処理施設と図書館を一体で建設することも考えてもらいたい。 

道路整備について ・必ずして頂きたいこと。搬入路で稲枝西・北集落からの搬入路について、稲枝中より北少

路までのふるさと農道を延長して日夏甘呂へ抜ける道を通して頂きたい。消防署の交差点

の緩和、抜け道、山崎大橋の渋滞の緩和などメリットは多々あると思います。農道は 20数年

来前より要望案件になっていることです事ですので是非願います。搬入経費も安くなるので

はと思う。 

・搬入ルートについて予定より通行量が増えた場合変更もあるのか？追加工事ができる？ 

・（6）に関連して、ふるさと農道の計画をもう一度おねがいしたい。 

・搬入出路ですが、2年後には中学生になり、天満橋から森園芸の北側への道路（北側から

県道 2号線）が通学路になっているので、その道路が通学路として緑色で示して欲しい。現

在、西清崎の中学生も通っていると思います。 

・散乱性ごみも心配です。新設道路の検討を自治会の意見を聞いてお願いしたい。 

・ふるさと農道をお願いしたい。それが出来なければ反対！うめ立用土は山崎山の土砂を利

用して欲しい。 

・施設までの専用道路を是非つくるべきだと思います。４町から道をつくるための費用は、だ

してもらうべきだと思います。ダイオキシンの排出すごく心配しています。 

・安全な道路作りをしてほしいです。 

・ゴミ搬入出車輌が、特定の道路に、特定時に集中しないようなルートの配慮を願いたい。 

 


