
1 

彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業に係る 

環境影響評価方法書素案 住民説明会 全文 

 

日 時 令和 2年 10 月 18日（日）午前 10時 00分～午前 11時 50 分 

場 所 グリーンピアひこね 

参 加 者 43 名 

 

彦根市 38 名（男性 35名、女性 3名） 

愛荘町 2 名（男性 2 名、女性 0名） 

甲良町 1 名（男性 1 名、女性 0名） 

報道              2 社 

彦根愛知犬上広域行政組合 
大久保貴管理者（彦根市長）、山田静男副管理者（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、藤

井室長補佐、宮嵜副主幹、岡本主任）、総務課（中江課

長、高橋課長補佐、荒木主任）、彦根市道路河川課（關

谷課長、田中課長補佐） 

コンサルタント 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社 

環境・エネルギー室（岡村、小川、西脇、須藤） 

資源循環室（山﨑） 

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（環境評価書素案の概要について） 

(2) 質疑応答 

 

挨拶 

（事務局） 皆様、こんにちは。日曜日の何かとお忙しい中、多くの皆様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、時間も参りましたので、彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業に係る環境

影響評価方法書素案に関する説明会を始めさせていただきます。 

本日司会を務めさせていただきます彦根愛知犬上広域行政組合建設推進室の宮嵜と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日は 11時 30分を目途としておりますが、遅くともお昼までには終了したいと考

えておりますので、ご協力を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。 

続きまして、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、広域行政組合事務局長の神細工でございます。 
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続きまして、建設推進室室長の杉山でございます。 

また、彦根市道路河川課から 2 名と、本事業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 5 名出席させていただいております。 

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。 

（管理者） 改めまして皆様おはようございます。肌寒くなりました日曜日の早朝からコロナ禍にもか

かわらずお集まりいただきましてありがとうございます。日ごろから彦根愛知犬上広域行

政組合の事業に格別のご理解、ご協力を頂戴しておりますこと、改めて厚く御礼申し上げ

ます。 

そして、新たな新ごみ処理施設の建設に当たりまして、さまざまな事柄を乗り越えて、昨

年 10 月、西清崎地先に建設候補地として選定させていただいてからも皆様方には大変ご

心配なりご迷惑をおかけしつつもご理解とご協力を頂戴して本日まで参りました。深く改

めて御礼申し上げたいと思います。 

おかげさまで、先日はこの施設整備に係る協議会を立ち上げさせていただいて、今日はそ

の協議会にご参加いただいた委員の皆様にもご参加いただいているようでございます。度

重ねてご足労いただいて恐縮でございますが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

昨年までにこの地先の地歴調査、また地質調査、地形測量などを終えさせていただいて、

現在、この調査結果に基づきまして施設整備、また造成等の基本設計、土地の取得に関わ

ります用地測量に着手していただいているところでございます。その業務と並行しまして

施設建設に伴う周辺環境への影響をできるだけ抑えるために環境アセスメントを進めて

ございまして、この 5月と 6 月にかけまして環境保全のため配慮すべき事項等を示しまし

て、計画段階環境配慮書の縦覧及び意見募集をさせていただいて、圏域の皆様方から多く

のご意見を頂戴することができました。ご協力に感謝申し上げたいと存じます。 

そして、この配慮書につきましては、滋賀県の環境影響評価審査会で評価をいただいて、

このたび皆様からいただいたご意見を踏まえまして本事業にかかります環境アセスメン

トの対象とする環境要素、またそれについての現状調査及び測量、予測、評価の手法など

を選定しまして、環境影響評価報告書の素案がまとまりしたので、本日ご説明をさせてい

ただいて、皆様方からご意見を頂戴したいと思っております。 

この広域の新たなごみ処理施設を建設するということについて、地域にとっては大変な重

荷になるわけでありますが、地域社会にとって必要不可欠な施設でございます。我々とし

ましては、今進められているさまざまな技術の粋を集めてエネルギー再生施設という位置

づけをしっかり掲げるとともに、地域のこれからの発展に資する公共施設として整備を進

めてまいりたいと思っております。どうか皆様方には忌憚のないご意見を頂戴して、これ

からの地域の発展、そして市民生活の充実に向けた施設づくりにご理解とご協力のほどお

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。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、事務局から環境影響評価方法書素案の概要について説明させていただいた後、

皆様からの質問の時間とさせていただきます。できる限り多くの方からご質問、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。 

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、環境影響
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評価方法書素案住民説明会と題した背景が水色のパワーポイント資料でございます。お持

ちでない方がおられましたら係員までお申し付けください。よろしいでしょうか。 

資料に基づき説明 

（事務局） それでは説明に入らせていただきます。事務局、よろしくお願いいたします。 

（事務局） 建設推進室の杉山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて失礼いたし

ます。 

私からは資料にあります本説明会の目的と事業の目的及び概要についてご説明させてい

ただきます。 

初めに、本説明会の目的についてでございます。皆様既にご存じのとおり、本事業は既存

のごみ処理施設である彦根市清掃センターと、彦根市以外の 4 町が利用するリバースセン

ターの施設の老朽化に伴う建て替えの工事であり、市内の一般廃棄物や事業所から排出さ

れる一般廃棄物を適正に処理しつつ、ごみの中に含まれる資源を回収することなどを目的

とするものでございます。 

本事業の実施におきましては、事前に周辺の環境に及ぼす影響について検討を行い、より

よい事業計画を作り上げていくために、滋賀県環境影響評価条例に基づいて環境影響評価

を行う必要がございます。 

環境影響評価の手続きの流れにつきましては、こちらのフロー図に示しております。スラ

イドのほうにも映してございますので確認をお願いします。 

この配慮書の手続きにつきましては本年 5 月 7日から 6 月 8 日の 1 カ月間、公告縦覧させ

ていただきまして、滋賀県環境影響評価書配慮書に対するご意見を頂戴いたしました。い

ただきましたご意見に対する当組合としての見解につきましては、滋賀県環境影響評価審

査会で審査をいただきまして、近日中に配慮書に対する知事意見が公告される見込みとな

っております。 

本説明会は、配慮書手続きを踏まえて、現在作成中の方法書素案の説明を行い、皆様から

のご意見をお伺いするものでございますので、事務局からの説明の後、忌憚のないご意見

を頂戴したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、事業の目的及び内容についてでございますが、環境影響評価、いわゆる環境

アセスメント、略して環境アセスと呼んでおりますが、この環境アセスの対象となります

新ごみ処理施設建設事業の目的、内容についてでございます。 

事業者の名称、事業の名称はこちらに示しているとおりでございます。 

この事業の目的としましては、冒頭でも一部ご説明しましたが、当組合を構成する彦根市、

愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の圏域内における可燃ごみ処理施設は彦根市清掃センタ

ーとリバースセンターの 2施設がありますが、両施設とも近年施設の老朽化が進んでいる

こと、また近年のごみ処理行政におきましては、経済面・効率面での最適化を実現するた

めに広域的なごみ処理施設体制の構築が重要とされていることもあり、当組合では滋賀県

一般廃棄物処理広域化計画を契機に、広域でのごみ処理を目指し、新たなごみ処理施設の

整備を行うものでございます。 

環境アセスの対象となる実施区域は図のとおり、彦根市清崎町地先に位置し、面積は約

5.3ha となっております。 

対象となる施設は、焼却施設と、関連するリサイクル施設になります。 
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焼却施設の施設規模は、1日当たり 147t、年間 3万 9729tでございます。処理対象ごみは、

燃やすごみ、リサイクル施設からの可燃残さと災害廃棄物でございます。 

リサイクル施設の施設規模は、1 日当たり 35t、年間 7457t です。処理対象ごみは、燃え

ないごみ、粗大ごみ、缶・金属類、びん類などの資源ごみ等でございます。 

いずれの処理施設規模も、新たなごみ処理施設では、現在 1市 4町の分別区分に開きがあ

るものが統一されることを想定されておりますが、容器包装プラスチックを焼却するかし

ないかでそれぞれの施設規模が変わってきますことから、施設整備基本計画では焼却施設

規模に幅を持たせた計画となっております。よって、環境アセスでは各施設の計画規模の

うち、環境負荷が最大となる側の規模で評価を行います。 

続きまして、公害防止基準についてでございます。こちら、新ごみ処理施設が環境保全の

ために大気質に関する目標とする公害防止基準を挙げております。新ごみ処理施設公害防

止基準、彦根市清掃センターの公害防止基準、法律による規制基準の各項目の基準を一覧

で示しております。公害防止基準は、関係法令等の規制値及び既存の彦根市清掃センター

の公害防止基準よりも厳しい基準としております。 

続きまして、排水計画でございますが、新ごみ処理施設から発生する施設排水は、施設内

で処理後、公共下水道に放流する計画になっております。 

雨水につきましては、対象事業実施区域内の調整池により流量を調整した後、宇曽川に放

流する計画としております。 

次に、関係車両の主要走行ルート計画についてでございますが、これまで開催させていた

だきました住民説明会では施設までのアクセス道路について当組合の案としましては、県

道の 2号線から候補地に至るために宇曽川と安食川に橋を架けるルートをご説明させてい

ただきましたところ、その住民説明会では当組合の案以外のアクセス道路の整備について

ご意見をいくつかいただきました。 

いただいたアクセス道路の案につきましては、いずれも当組合が想定しておりましたルー

トの延長距離よりもかなり長いものとなり、ごみ処理施設へのアクセスという機能を大き

く上回るものでございました。しかしながら、当組合としましては、ごみ処理施設の建設

に対する周辺地域の皆様のご理解を得るためにも、いただいたルート案の中から道路整備

を実現させたいとの思いから、彦根市さんとはごみ処理施設を契機とする市道として住民

説明会等でご意見をいただきましたルート案の中から市道の整備を決定いただくように

協議をさせてまいり、資料でお示ししているルートを市道として計画していただくという

ことになりました。ただし、ごみ処理施設へのアクセス道路ともなりますことから、当組

合としましても一部費用負担をさせていただくことを考えております。 

本日は、彦根市道路河川課の職員にもご参加いただいておりますので、市道の整備につい

てご説明いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（道路河川

課） 

本日、道路計画につきまして、彦根市道路河川課から 2 名お伺いしております。私は彦根

市道路河川課長の關谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。もう 1人、隣にい

ますのが道路河川課課長補佐の田中です。 

それでは、私のほうから施設の搬入ルートとなります市道整備につきまして説明させてい

ただきます。 

資料の 11 ページにございますように、ちょっと絵が小さくて申し訳ないのですが、前の
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スクリーンを見ていただけると助かります。 

新ごみ処理場建設候補地のアクセスルートにつきましては、本市の道路計画に合わせて検

討させていただいた結果、図面中央部に黄色で着色しております路線を施設へのアクセス

ルートを担う本市の南北幹線道路として事業化を図ってまいりたいと考えております。 

まず、路線の主なルート概要につきまして説明しますと、開出今町の通称赤橋（開出今橋）

から南地区公民館前を通り、日夏町方面を結ぶ本市の幹線市道となっております大藪金田

線と稲里町側、稲村山農道を結ぶもので、現時点では図面上の計測となりますが、全体の

路線延長が約 2.4kmとなっております。 

日夏町側からは一級河川安食川及び宇曽川に橋を架設し、荒神山を通過して新ごみ処理施

設までを結ぶ区間は約 1.2km、さらに南へ、施設と稲村山農道を結ぶ区間が同じく約 1.2km

となっております。 

次に、ルート設定に至った理由につきましては、施設整備計画の概要に記載されておりま

すように、建設候補地への具体的なアクセスルートは彦根市の道路整備計画に合わせて検

討することとしております。今回お示しするこの路線は、過年度における市道大藪金田線

及び稲村山農道の計画及び整備時に南北の両路線を結ぶ幹線市道として構想を持った経

緯がございます。今般の整備計画を機に事業化を図ることとしております。 

また、搬入ルートは基本計画でもお示しされておりますように、県道 2 号からのアクセス

を基本としておりましたが、これまでの住民説明会の中でもアクセス車両が県道に集中す

ることへの懸念を聞いていることもございまして、今ほど申しました施設への搬入ルート

となる新たな幹線道路を設けることで通行量を分散させることが可能となることからも

本ルートを選定したものでございます。 

なお、今回事業化を予定しております路線の 1 日当たりの計画交通量は 4000 台未満の交

通量を見込むことができる道路となりますことから、広域行政組合様が見込まれているパ

ッカー車と一般搬入車両を含めた 400台を大きく上回る規模の道路となります。 

最後に、整備路線につきましては、具体的な線ではなく、幅が広い形状で記載させていた

だいておりますのは、今後、現状測量や地質調査、予備設計などを順に段階を経た後、詳

細なルートや主要構造物の形式などを、事業費等を勘案し決定することとなりますので、

本日の段階では概略の選定ルートのお示しとなりましたことをご理解いただきますよう

によろしくお願いします。 

簡単ではございますが、以上で搬入ルート計画についての説明を終わらせていただきま

す。 

（事務局） ありがとうございました。ただいま説明いただきましたアクセス道路が整備されました

ら、その道路がごみを搬入されるための主要な走行ルートとなります。 

また、工事用車両の通行ルートは、図で示す青い矢印ラインの新大山橋の宇曽川左岸を山

崎山に沿って進入することを計画しております。 

このような各車両の走行につきましては、工事期間中、そして供用開始後におきましても

県道 2号線に極力車両が通行しないように配慮してまいりたいと考えております。 

続きまして、工事計画の概要でございます。 

想定するスケジュールはスライドに示すとおりでございますが、既に昨年度までに完了し

ているもの、今年度内に事業完了予定の用地測量もありますが、環境影響評価につきまし
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ては昨年度、令和元年度から令和 5 年度の 9月末まで実施しまして、環境影響評価の手続

きの終了後に令和 6 年度より敷地造成工事に着手し、令和 10 年にかけて施設建設工事を

実施する予定でございます。 

詳細な施工内容、施工工程等は今後検討を行っていきたいと考えております。 

（コンサル） 皆さん、おはようございます。私、パシフィックコンサルタンツといいます。環境アセス

メントを担当しています岡村から説明させていただきます。 

13 ページから説明させていただきます。方法書素案の内容になります。ここでは計画段階

配慮書の概要について示しています。配慮書につきましては、今年 5月 7日から 6 月 8 日、

1 カ月間縦覧に供しまして、その後、見直しを行っておりまして、その内容については方

法書に掲載することとしています。その内容について説明させていただきます。 

14 ページになります。計画段階における環境配慮事項についての検討に当たりましては、

滋賀県環境影響評価技術指針をもとに、現時点で環境面の影響に差異が生じることが考え

られる「建造物等の配置」「建造物等の構造」に関する複数案を設定し、大気質、騒音、振

動、悪臭、景観等の影響及び配慮事項について検討しております。 

建設物等の配置に関する複数案としましては、事業実施想定区域北側に施設を集約した北

側配置案、事業実施想定区域南側に施設を集約した南側配置案をそれぞれ A 案、B 案とし

て設定しました。 

また、建造物の構造に関する複数案につきましては、煙突の高さについて他都市の事例を

参考に 59mと 80mとして設定しています。これは計画段階の配置の計画でありまして、具

体の施設の配置、構造につきましては今後詳細に検討してまいります。 

次に、15 ページをお願いします。検討結果をスライドに示しております。 

施設配置と煙突高さの複数案で計 4 パターン、①から④について影響の程度と配慮事項を

示しております。 

騒音・振動・悪臭、大気質について 15 ページに示しています。騒音・振動・悪臭におきま

しては③と④、施設の南側配置案が北側配置案より家屋に対する影響の程度が小さいとい

う結果となります。 

また、大気質につきましては、バックグラウンド濃度、いわゆる現況の濃度、施設ができ

る前の濃度に対する寄与濃度割合としては、1 年間の長期濃度は各案で若干の差はありま

すが、環境基準を達成されると想定され、各案とも影響の程度に差はないという結果とな

っております。 

次に 16 ページをお願いします。景観についての環境影響の程度と配慮事項をスライドに

示しています。 

北側の参道、家屋等に対し擁壁等が設置されますので、景観、いわゆる圧迫感、その影響

については B案、南側配置案のほうが小さいということで、さらに、施設の存在による主

要な眺望点からの眺望景観への影響は煙突が要因になりますので、80m に比べて小さくな

ります。景観への影響の程度は、南側配置・煙突高さ 59m、ここで言うと③の案が最も影

響が小さいといった結果となりました。 

次に 17 ページをお願いします。ここでは、土砂災害に係る環境影響の程度と配慮事項を

示しています。 

荒神山の土砂災害警戒区域から離れている南側③、④の案の影響がより小さいといった結
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果となります。 

最後に、これらの各配慮事項における影響の程度と配慮事項を踏まえて、相対評価により

総合的に評価を行い、結果が一番下になりますが、この結果によると環境的に一番優位な

案としては③の B案（南側配置案）、X案（煙突高さ 59m）ということになります。 

今後はこの案を基本とした具体的な設計を進め、方法書以降、次の段階ですが、において、

環境影響が生じる可能性のある評価項目を選定した上で詳細な現地調査を実施し、予測、

評価を行っていきます。 

この調査、予測評価の手法につきましてはこの後説明させていただきます。 

以上が計画段階の環境配慮に対する概要です。この配慮書につきまして一般の方々から意

見をいただいています。これに対する事業者の見解について説明させていただきます。 

19 ページになります。ここでは、事業の目的及び内容に関わるご意見ということで、19ペ

ージは荒神山神社に対する配慮に関する意見をいただいております。 

次に 20 ページにつきましては、施設の処理能力、排ガスの水銀規制、ごみ収集車両の走

行に対する配慮についての意見をいただいています。 

次に 21 ページになりますが、ここでは煙突排ガスの定点観測についての要望をいただい

ております。 

22 ページにつきましては、大気・騒音・悪臭、景観の調査検討についてのご意見をいただ

いております。 

23 ページ、24 ページにつきましては、縦覧期間等に関わるもの、あとは環境に十分配慮

した施設の検討を望むご意見等がありました。 

これらの意見の紹介についてはスライド、資料等に示したとおりですが、いただいたご意

見を踏まえまして、今後の方法書以降の手続きにおいて詳細な調査、予測評価を行い、地

域の環境保全に努めてまいります。詳細については割愛させていただきます。 

次に説明させていただきますのは 25 ページになります。今回の方法書の中、環境影響評

価手続きの中で環境影響評価の対象とする環境要素について示しています。 

26 ページをお願いします。対象事業に係る環境影響評価の対象とする環境要素の選定につ

きましては、事業特性、地域特性、計画段階配慮事項の検討の経緯及び配慮書に対する意

見等を踏まえ、「滋賀県環境影響評価技術指針」に基づいて選定しております。 

環境影響評価の対象とする環境要素はスライドに示すとおりです。工事の実施、施設の存

在・供用において環境影響の発生が想定される環境要素として、「大気質」、「騒音」、「超低

周波音」、「振動」、「悪臭」、「水質（水の濁り）」、「動物」、「植物」、「生態系」、「景観」、「人

と自然との触れ合いの活動の場」、「廃棄物等」、「温室効果ガス」、「文化財」および「伝承

文化」となります。なお、環境評価対象として選定したもの、非選定したもの、選定・非

選定にかかわらず各環境要素につきましては、文献調査または現地調査により地域の環境

の現状について調べてまいります。 

地域の環境の現状についての計画について次に説明します。 

27 ページ、28 ページになります。28 ページにおきましては、大気質に係る地域の現状把

握のための内容について示しております。 

大気質におきましては、一般環境、住居地域の環境です。それと、道路沿道環境、車両が

走行する道路の沿道の環境。地上気象、上層気象、現地拡散実験を調査項目としています。 
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一般環境におきましては、二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、有害物質、降下ば

いじんといった人の生活、健康等に影響のある物質について調査をします。 

道路沿道環境におきましては、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、地上気象について調査して

います。車から出される大気汚染物質に対して調査をします。 

調査地点につきましては、一般環境におきましては対象事業実施区域の 1地点と、その周

辺集落を代表する 4地点の計 5地点で調査を行います。 

周辺集落につきましては、琵琶湖側の三津屋町、荒神山の手前のほうになる日夏町、清崎

町、賀田山町、稲里町を代表する地点として調査地点を設定します。 

道路沿道環境におきましては、施設関連車両、ごみ収集車両が走行する主要ルートになり

ますが、そこの沿道について 5地点、工事用車両の走行する地点について 1 地点の調査地

点を設定することとしています。 

地上気象・上層気象に関しましては、対象事業実施区域の 1地点、現地拡散実験につきま

しては、対象事業実施区域周辺の 2km の範囲において 30 地点程度設定して調査を行いま

す。 

次に、騒音、超低周波音、振動に関する調査です。29ページになります。これらの調査に

つきましても、先ほどと同様に一般環境の騒音、振動、低周波音の状況、道路沿道におき

ます騒音、振動の状況について把握します。 

調査地点につきましては先ほどの大気と同じで、一般環境につきましては周辺集落 4地点

と事業実施区域の 1点。 

沿道環境につきましては、施設関連車両、ごみ収集運搬車両に関わる分につきましては 5

地点、工事用車両につきましては 1 地点の各車両が走行するメインのルートにおいて調査

を行います。 

次に 30ページ、悪臭です。悪臭につきましては、施設から漏洩する悪臭、煙突排ガスに起

因する悪臭について調査をします。 

現況把握としましては、特定悪臭物質濃度という特定の物質、12 物質ありますが、それら

の物質の濃度と臭気指数について調査をします。 

調査地点は、特定悪臭物質濃度・臭気指数に関しては対象事業実施区域の 1 地点、周辺集

落の代表地点の 4地点の計 5 地点。これも先ほどの大気質、騒音、振動、低周波音と同じ

です。 

次に 31 ページ、水質についてです。水質におきましては、濁りの影響が出やすい降雨の

時期に調査を行います。水質、いわゆる濁りということで、浮遊物質量という物質につい

て調査を行います。あとは流量、流れの量、土質の状況、それらを降雨のときにどのよう

な形になるか、どのような状況になるかということを調査します。 

調査地点につきましては、供用時の排水の経路と、宇曽川に合流しますので、宇曽川の上

流と下流の 2地点、合計 3地点で行う予定としています。 

土質の状況については、造成工事等が行われる計画地の代表的な地点において調査を行い

ます。 

次に 32ページ、動物についてです。動物につきましては、哺乳類･鳥類･両生・爬虫類・昆

虫類･陸産貝類・魚類・底生動物の生息状況等について調査をします。 

調査地域につきましては、対象事業実施区域及びその周囲。実施区域の端部から 200m の
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範囲ということで設定しております。もう 1つ、猛禽類と言って生態系の順位にあるワシ・

タカ類ですが、これらの種は行動範囲が大きいので、対象事業実施区域から 1km程度の範

囲で、荒神山を含めて調査を行います。 

次に 33ページ、植物と生態系です。 

植物におきましては、植物相、どんな植物がいるかということと、植生、どのような植物

群落が分布しているか、そういった状況を調査します。 

生態系におきましては、動植物の生態系の状況ということで、食物連鎖、生態系ピラミッ

ドを把握できるような形で調査を行います。 

植物相の調査地域は対象事業実施区域及びその周辺 200m の範囲、植生におきましては対

象事業実施区域から１㎞程度の範囲とします。 

生態系調査範囲は、生態系を構成する動物・植物の調査範囲と同様として現状を把握した

いと考えております。 

次に 34ページ、景観の現況調査について説明します。 

景観におきましては、主要な眺望点、景観の眺めです。あとは主要な眺望景観、景観の状

況、あとは景観資源、景観の対象となるものを調査項目として設定しております。 

主要な眺望点、主要な眺望景観の調査地点は、現地踏査や計画段階配慮書に対する意見等

を踏まえて設定したスライドに示す 10 地点を考えています。 

景観資源の調査地点に関しましては、既存資料調査により把握した主要な景観資源及び対

象事業実施区域周辺の景観を特徴づける箇所として図に示す調査地点 14 地点を設定して

います。 

景観につきましては、配慮書の段階でいろいろ意見をいただいておりますので、その意見

を踏まえた調査計画としております。 

次に 35ページ、人と自然との触れ合いの活動の場。 

人と自然との触れ合いの活動の場というのは、ここであれば荒神山とかハイキングコース

ということで、人々が自然に触れ合う場所ということになります。 

ここにつきましては、この場の状況、場の利用状況等について調査項目としております。 

調査地点は対象事業実施区域及びその周囲 500m の範囲において、既存資料調査により把

握した人と自然との触れ合いの活動の場のうち、本事業の実施によりアクセス特性の変

化、利用性、快適性の変化が想定される地点ということで、スライドに示す、お手元の資

料に示す 8地点を設定しております。 

次に 36ページ、文化財・伝承文化ということで、文化財については、有形文化財等の分布

状況を、伝承文化につきましては、地域に密接に関連する伝承文化の状況及びその歴史を

調査いたします。 

文化財・伝承文化の調査地点は、対象事業実施区域及びその周辺 500m 程度の範囲として

います。 

配慮書に対する意見等を踏まえた地点として、現時点では図に示す 4 地点を設定しており

ます。 

次に 37 ページ、その他の環境要素。これにつきましては予測評価の対象とはしていませ

んが、現況の状況を把握するというところで調査を行うこととしています。 

1 つは水質、水の汚れということで、これにつきましては生活環境項目、有害物質、流量
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を調査項目としています。 

もう 1つは土壌で、土壌汚染があるかないか、そういったところの調査になります。土壌

のダイオキシン類及び土壌環境基準項目について調査します。 

水質（水の汚れ）におきましては、調査地点は先ほどありました水の濁りと同じに、供用

時の排水経路と放流先の宇曽川の上流下流の 3地点、土壌につきましては、ダイオキシン

類につきましては対象事業実施区域の 1地点及びその周辺集落代表の 4地点の計 5 地点、

周辺の集落につきましてはダイオキシン以外の土壌環境基準項目の調査を行う計画とし

ています。 

以上が現況調査計画でした。 

現況調査計画によって把握した環境の状況について、環境影響の予測を行うことになりま

す。38ページは予測を行う項目について示しております。大気質・騒音・振動につきまし

ては、重機の稼働、要は建設中の工事機械の稼働です。それと工事用車両の運行、施設の

稼働、施設関連車両の走行、施設関連車両はごみ収集車両等になります。それに係る大気

汚染物質、そこから発生する大気汚染物質の濃度、あとは騒音・振動のレベル、影響につ

いて予測します。 

超低周波音につきましては、施設の稼働によって、施設の中の機械から発生する超低周波

音についてどれぐらいのレベルの音が発生するかということを予測します。 

悪臭におきましては、施設の稼働、施設関連車両の走行に係る特定悪臭物質濃度と臭気指

数を予測します。 

水質におきましては、土地の改変、工事中に土地を改変した場合に出る濁りの影響につい

て予測します。 

動物におきましては、工事中の土地の改変と建設機械の稼働による騒音等に係る生息環境

についての影響を予測します。 

次に 39 ページ、植物につきましても動物と同様、土地の改変、あとは生態系においても

土地の改変と重機の稼働に係る生育環境、生息環境への影響を予測します。 

景観につきましては、施設が存在、出現することによる眺望景観の変化について予測しま

す。 

人と自然との触れ合いの活動の場におきましては、工事用車両の走行、施設の存在、施設

関連車両の走行における場の利用環境の変化ついて予測を行います。 

廃棄物等につきましては、土地の改変、施設の稼働により発生が見込まれる廃棄物の状況

について予測をします。 

温室効果ガスにつきましては、重機の稼働、工事用車両の走行、施設の存在、施設関連車

両の走行に伴って発生する温室効果ガス等の影響について予測します。 

文化財・伝承文化におきましては、土地の改変と施設の存在に係る文化財・伝承文化の改

変の程度、あとは周辺環境の変化について予測を行います。 

以上が環境影響評価の対象とした環境要素に対する予測になります。 

最後に、40 ページになりますが、評価の項目ということで、先ほどから説明しています調

査及び予測の結果、あとは環境保全措置の検討結果を踏まえて、2 つの観点から環境影響

の評価を行います。スライドに示している評価①、②になります。 

1 つ目は、対象事業の実施により環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行
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可能な範囲内でできる限り回避され、または低減されており、必要に応じてその他の方法

により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか。いわゆる環境保全に対

して十分な配慮がなされているかどうかということでの評価。 

2 つ目は、国または関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって基

準または目標が示されている場合には、当該基準または目標と調査及び予測の結果との間

に整合が図られているかどうかの評価を行います。要は大気質とか騒音・振動等環境基準

がありますが、それらの環境基準を上回っていないかの確認。上回らないような配慮をし

ていくといったところでの評価です。 

その 2つの評価によって環境保全ということで環境影響評価を行いたいと考えています。 

以上で環境影響評価方法書素案の概要の説明を終わります。 

最後に、今後の予定として若干説明させていただきたいと思います。 

42 ページ、先ほど冒頭にありました手続きの流れですが、今後は、本説明会における皆様

からのご意見を踏まえて環境影響評価方法書を作成します。そして知事に提出して、次の

段階の手続きに進みます。 

確定した環境影響評価方法書の公告後は、手続き上の住民説明会を開催し、いただいた一

般からの意見、関係市及び知事の意見を踏まえて必要な見直しを行います。 

次に、方法書の内容に従って現況調査、予測評価を行っていきます。 

現況調査につきましては、今回、計画について説明させていただきましたが、来年以降に

実施の予定をしており、より具体的な内容については、調査実施前に調査地点周辺の皆様

方に説明させていただきます。ご協力のほどお願いいたします。 

以上で環境影響方法書素案に説明を終わらせていただきます。 

なお、お手元の資料の 44 ページ以降に参考として計画段階配慮書の作成における検討資

料をつけております。ここでは説明を割愛させていただきます。 

以上で説明を終わらせていただきます。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。 

質疑応答 

（事務局） それでは、質疑の時間とさせていただきますが、お願いがございます。ご質問いただく際

にはお住まいの自治会を教えていただけますようにお願いします。 

それでは、係員がマイクをお渡しにまいりますので、ご意見、ご質問がある方は挙手をお

願いします。 

（住民１） 若葉学区の日夏サンタウンです。 

今回、荒神山のところの道路アクセスのことを初めて聞かせてもらったのですが、これは

黄色いところが新しくできるというルートなのですが、これは荒神山の中にトンネルを通

すというような形になるのでしょうか。イメージ的にもう一つこのあたりの状況がわかり

にくいと思っています。それだけの工事をするということであれば相当な費用がかかるの

ではないかということも予想されるのですが、このルートにした経緯をお聞きしたいと思

います。 

もう 1つ、この道路のところの文化財とか、このあたりというのはよく見せてもらうと結

構集中しているものがそこにあるということは知っているのですが、それの影響について

も気になりますので、そのことについてお聞きします。以上です。 
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（道路河川

課） 

彦根市の道路河川課です。質問いただきましたことについて順番にお答えさせていただき

たいと思います。 

まず荒神山の中にというルートになっているのですが、こちらについてトンネルかどうか

ということが気になっているということだと思います。現在、本日お示しさせていただい

ておりますルートにつきましては、先ほどの説明にもありましたとおり、北側の幹線道路

と南側の稲枝地区の幹線道路を結ぶという想定の中でルートを提示させていただいてお

ります。この絵で行きますと山の中を通るという形になりますので、山を越えるとか、山

をトンネルとかいろいろ工法があると思われるのですが、構造については今後詳細に調査

設計してまいりますので、現段階でトンネルにするかどうかというところまで結論は至っ

ていないところでございます。今後改めてご提示させていただくことになると思います。 

2 点目につきましては、工事に多額の費用がかかるのではないか。その経緯ということで

すが、ルートにつきましては、先ほどもありましたとおり北側の大藪金田線という市道と

南側の稲村山農道というのが過去において計画されたわけですが、その当時に市域の幹線

道路、道路網の整備を考える中で北と南の道路を結ぶということになりますと道路交通網

において有利ということで構想を持った経緯がございます。そういうことから今後どのよ

うな構造にするかということは具体的に定めてまいりますが、ルートとしては市内幹線道

路網を考えたときに適切ではないかと考えているところでございます。 

3 つ目の文化財が集中しているかということですが、荒神山につきましては文化財宝蔵地

域、文化財があるということは確認しております。しかしながらどのような文化財がある

かとかどこにあるかというのは今後の調査の中でわかってくることになりますので、この

道路計画に合わせながら調査等もやっていって文化財の対処ということも考えていきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

（事務局） ほかにございませんでしょうか。 

（住民２） 東清崎町です。 

先ほどの伝承文化の中で四項目ほどお話しされたのですが、東清崎町の自治会におきまし

て、荒神山には自治会が管理しておりますヘビ岩という岩が 2 つございます。年末にヘビ

岩のしめ縄等を自治会を挙げて清掃されて本当にきれいになっております。これをぜひ現

況調査の項目の中に入れていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

（事務局） わかりました。ご意見を踏まえて現地調査で留意するようにします。 

（住民３） 西清崎です。工事車両の進入、青の矢印のところですが、これは現道の道路を使用すると

いうことですか。 

（事務局） 工事車両につきましては現状道路を使用する、また私らが整備をしていかなければいけな

いということで、走行ルートに関しまして今後どのようなところがいいかというところも

含めて考えていきますので、よろしくお願いいたします。 

（住民３） 以前、山の工事のときにうちの横を通って、地震みたいな振動だったんです。現道の道路

を使うとまた問題があるので、専用道路でも横につけてくれたらなと思います。 

（事務局） またそのあたりの協議をさせていただきまして検討させていただきたいと思います。 

（住民４） 今説明がありました工事車両、県道 2 号線から橋の手前から入ってくるんだと思うんです

が、この絵で行くと。最近現状道路でたくさんの交通渋滞が起きていますし、夕方、5 時

半ごろ、その時分から消防署あたりからずっと車が並んできているような状態で、交通量
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がめっちゃ多いんです。工事期間中車両が出入りする場合に、交通量が一体どのように変

わっていくのか。 

それと、ごみ処理施設の運営時間は朝何時から夕方何時というのは私らにはわからないと

ころがあるので、その辺の状態によっては交通量が極端に変わってくるようにも思うので

すが、今コンビニができているところの道から小学校のほうに抜けて、そこから先が道幅

が狭くなって動いているような状態なので、あの辺をもう少し何とかしていただかない

と、裏の道を通っても小学校のところら辺からまた混んでくるという状態になってくる。 

稲枝駅から幹線道路がつながっていませんでしょう。あの辺も絡んでくるのかなという感

じもしますし、交通量を考えていただかないとあの辺はなかなかちょっと具合悪いと思い

ます。 

（事務局） 工事用車両につきましては、おっしゃっていただきましたように朝夕が若干混むというこ

とは情報として得ておりますので、その辺には配慮させていただきたいと考えておりま

す。 

また、施設の稼働の受け入れ時間帯につきましては、今の清掃センターは 9 時から 16 時

15 分になっておりますが、新施設は 9 時から 16 時までということの想定をしております

ので、通勤の時間帯は搬入車両は少なくなると考えております。 

また、そのほかの収集車両でしたり事業系の一般廃棄物を収集する業者につきましても車

両の通行ルートを規制しまして、県道 2号線を通過させないというような形を、一部はそ

の中の収集に対応した車両はありますが、そのほかの車両については極力一般車両にも 2

号線を通行しないでくださいということを周知しながら、2 号線の賀田山西の交差点であ

ったりというところについても今後車両で交通渋滞が起こらないような対応を行ってま

いりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

（住民５） 西清崎なんですけども、今の工事用車両のことですけれど、獅山さんのときにどうやった

かわからないのですが、小学校の通学路になっているんです。今子どもが少ないので朝と

か送り迎えしているみたいなのですが、令和 6 年～10年くらいになって、自分の話ですが

孫が小学校に行くぐらいのときに近所で子供の人数が増えていたら、通学路が心配なの

で、そこはどうなるのでしょうか。 

（事務局） 工事期間中の通学路としての配慮ということでございますか。 

 工事の期間中につきましては、もちろん誘導員を配置するということもありますし、通学

時間帯については細心の注意を払って誘導員にもその旨伝えていくという形での誘導を、

通学されるお子さんが安全に通行いただけるような形で工事車両を規制してまいります

ので、そのあたりはご心配いただいているところかと思いますが、対応はさせていただき

たいと考えております。 

（住民６） アクセス道路について質問させていただきたいと思います。市域の荒神山の中を通る道路

なので、我々も要望したとおりに意見が通って嬉しいのですが、最初に言われた県道 2号

のホリイケのほうから安食川、宇曽川を渡って、このコースは完全に消えてしまったとい

うことですか。なくなったのですか。まあ嬉しいのですが、この図から見ると、ホリイケ

のほうから行くアクセス道路は考えないということでしょうか。その辺をお聞きしたい。 

（事務局） 今彦根市さんのほうで整備いただくというところで行きまして、この道路を作りまして、

これが南北の交通の利便性が高まるということもありますし、このルートであれば 2号線
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から我々の当初のルートがなくても十分アクセスの機能を満たしていってもらえるもの

というふうに考えておりますので、今の時点では東西のルートは考えておりません。よろ

しくお願いいたします。 

（住民６） 今は黄色い線だけで行けるのでしたらよろしいのですが、これは河瀬方面とか豊郷、甲良

方面のほうから来られる方は、ちょうど今工事車両の青い線が一番通りやすい。あそこの

道は広くなるのでしょうか。今の黄色い線に行くのだったら、赤い矢印のところに戻って、

わざわざ処理場から離れていって入っていくような雰囲気があるのですが、それは関係な

いのでしょうか。 

（事務局） こちらは河瀬方面とか甲良の方が来られるというのは北側の部分から入っていかれると

いうことを想定しておりますので、南の稲里のほうから回られるというのは賀田山安食西

線よりも南の方かなと考えておりますので、そうしますと台数的にもかなり少ないという

形になってまいりますので、現状ではほとんどの方が北側から回られるという想定をして

おりますので、我々が想定しておりましたルートがなくても、今のルートであれば十分ア

クセス道路という機能を果たしていただけるようなルートであると想定しておりますの

で、ご理解をよろしくお願いいたします。 

（住民７） 3 点お聞きいたします。私は先日の第１回協議会に稲枝東学区の連合自治会の代表として

出席させていただきました。そのときに質問させていただいた件ですが、1 つはこの施設

ができることによって稲枝地域というのは額戸川とか文録川の件ですが、荒神山の麓に

5ha を超える施設が建設されて、従来その地域は田んぼでしたので、十分使われているか

どうかは別にして、広大なダムの機能を果たしていたと思うんです。ところが 5ha に及ぶ

人工構造物ができて、一気に水が宇曽川に流れ込むということになると思うんです。それ

で、稲枝にある額戸川とか文録川はちょっと雨が降ると稲里町とか下岡部町と上西川町と

かの圃場は一気に冠水して、圃場は秋なんかは雨で冠水をするということがたびたび起こ

っているのですが、広大な人工構造物ができることによってその影響をもろに受けるとい

うことで、この施設建設と同時に、文録川と額戸川の抜本的な河川の見直しを行っていた

だく必要があると思うのですが、そのあたりの考え方がこの計画の中では全然見当たらな

かったので、施設建設と合わせて、それらの対処についても考えていただく必要があると

思うのですが、その点どのようになっているのか。道路河川課の皆さんもお越しになって

いますので、ぜひ聞かせていただきたいと思います。 

2 つ目ですが、アクセス道路の関係で、稲里の広域農道から彦根市の南地区公民館に向け

ての貫通する道路ができるという説明がありました。12 ページに工事スケジュールが出て

いるのですが、この中で敷地造成実施設計とか敷地造成工事とか、そういうスケジュール

が出ていますが、今の説明いただいたアクセス道路はこの中に含まれていると考えていい

のか、そのあたり、建設工事の進捗について、このスケジュールの表現ではどこなのかと

いうことをお示しいただければと思います。 

3 つ目ですが、従来彦根市は荒神山の位置づけについて、彦根市国土利用計画とか彦根市

の基本構想ということで、荒神山の自然環境を維持して全国から誘客していくという計画

を立てておられたと思います。ところが、荒神山の麓に広大な人工構造物ができるという

のは、今までの彦根市の荒神山の考え方から言うと大きな矛盾があると思うんです。そこ

のことは私自身も深く追及するつもりはありませんが、彦根市の今までの考え方と大き
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く、この施設を作るということで考え方を変えたということで、そのあたりのコメントを

求められることがたびたびあると思うのですが、彦根市の基本的な考え方について市長の

コメントを一言お願いしたいと思います。以上 3 つです。 

（事務局） 額戸川への影響ということでございますが、施設の調整池からの雨水であったり、流すの

は宇曽川を想定しておりまして、額戸川のほうには我々の施設から流れていかないとい

う、施設からの排水はそのように考えております。 

ただ、今までもそういったご意見を頂戴しておりますので、雨の日、降雨時の水の流れる

状況につきましてはアセスの中でも調査させていただくということで、仮にこの施設がで

きることによって額戸川方面へ雨水が流れるということで影響が出る場合につきまして

は、調査の結果によりますが、県のほうへは額戸川、また文録川の河川改修に対する要望

は我々組合からも言っていきたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたし

ます。 

道路の事業のスケジュールにつきましては、我々の施設整備の事業と彦根市の市道整備の

事業は別ということになりますので、こちらのスケジュールには道路整備の事業について

は記載はさせていただいていないということでご理解いただきたいのですが。 

（道路河川

課） 

道路河川課です。今ほど行政組合からもありましたが、このスケジュールというのはあく

までも施設のスケジュールということになっておりまして道路のほうは入っていないわ

けですが、当然ながら施設へのアクセスを担う道路ということになりますので、道路も並

行しながら整備を進めていくべきと考えておりますので、表には入っておりませんが、同

じような形で道路のほうも整備を進めていきたいと考えております。 

（管理者） 荒神山の周辺で新たな大きな施設を作るということについての彦根市の考え方というこ

とでお尋ねがございました。市長としてお答えさせていただきますが、冒頭にも申し上げ

ましたとおりに、この荒神山という古くから歴史と伝統と、そして豊かな自然環境を有す

る地域でございますので、さらに神社があって信仰の対象でもあるということを踏まえま

して、これらと調和する施設であるとともに、その施設を生かしてエネルギーを生み出す

なり地域振興策を講じながら新たなこの特性を担い切るという思いで取り組んでいきた

いと思います。調和と、これからの発展ということ、皆様と知恵を出し合いながら新たな

ものを作っていきたいと思っております。 

（住民８） 大薮町から来ました、よろしくお願いします。2 点ほどお聞かせ願いたいのですが、まず

環境調査の件ですが、これを見ていると住宅地域が環境調査の対象になっていて、琵琶湖

側からの風の流入とか、そういうものは考えておられないのかなと感じました。なぜかと

言うと、子どもセンターが荒神山方面にありますし、またその辺の間であったり、琵琶湖

岸に老人ホームがあったりとか、また彦根で有名な石寺周辺の梨畑もあるのに、そちらの

ほうは風向きとか考えておられないのかなと感じました。 

もう 1点が、周辺は結構田畑が多い地域で、地下水を利用されているのかなと思いますの

で、その辺の調査はされないのかなと感じましたので、お聞かせ願えればと思います。 

（コンサル） 私から説明させていただきます。調査地点は当然関連車両が走行する道路というのと、あ

と集落を代表的な地点にしています。今回設定したのは琵琶湖側に 1 地点、ここの地域は

年間琵琶湖から吹いてくる風が卓越していまして、主に琵琶湖と反対側に集落が密集して

いる場所を 3地点設定しています。琵琶湖側にも 1 地点設定しているということで、事前
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の調査によると煙突排ガスの拡散範囲については大体計画地から半径 2kmぐらいの範囲に

影響が及ぶだろうという想定をして、その範囲内で住居等が密集している地域ということ

で選定しています。 

先ほど言いましたように卓越する風向を考えると、2km 範囲のいずれの場所も同じような

環境、ここの設定した 4 地点の状況を把握しておけば 2km範囲内の一般環境の状況は把握

できると考えて設定させていただいています。 

地下水の調査につきましては、今後地下水利用状況等を調べながら、必要に応じて調査の

実施を検討していきたいと考えています。以上です。 

（住民９） 日夏町の島自治会に住んでおります。資料の 20 ページ、21 ページの 7 番、8 番で意見を

ださせていただきましたが、8 番につきましては彦根市さんのほうで新設道路をしていた

だけるということで、ただ、先ほどから環境影響評価の中で、ごみ処理施設の 200m 範囲、

1km 範囲、そういう中での体制でやっていると思いますが、新設道路を含めた影響の評価

をしていただけるのか。私は具体的なことで工事計画の概要の中にも施設の造成工事、建

設工事の中での検討というような話ですけど、そういう中で、例えば日夏町の島自治会が

管理しています墓地もそこの枠内に入ってくるのかなと思うのですが、そういうのをちょ

っと心配をしております。 

あと、20ページの 7番に書いてありますとおり、工事車両の通行につきまして、中沢の信

号が変則の交差点になっているということと、中沢の信号から 200m ほど清崎町のほうに

行く南方面、そこが県道 2号線が狭あいな箇所がありまして、そこの解消のこともお願い

しているのですが、これについては見解をいただいていないというようなことになってお

ります。道路の工事、造成工事というか、工事車両が青い部分から緑の 2号線を通るとい

うような計画、それは問題ないと思うのですが、その部分について今回市の道路関係の

方々に来ていただいているのですが、県の道路管理者に出席を検討していただけたらと考

えております。よろしくお願いします。 

（事務局） 今のは意見ということでよろしいでしょうか。 

（住民９） 20 ページの 7番の 2号線関連について何かコメントをいただきたいと思います。 

（道路河川

課） 

市の道路河川課です。今のご質問は県道ということなのですが、もともとから狭あいなと

ころということで、変則もありますので、市からも県にはその辺の解消なり対応は要望し

ていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

（住民１０） 太堂町です。よろしくお願いします。 

私、質問書の中で質問させていただいたのは、大気のことについて 20 番、21 番で質問を

させていただいたのですが、質問書のところは概ね出してもらっているのですが、28番で

すね。地図を出していただけますでしょうか。私が今住んでいますのは、丸印から離れた

ところでもう少し南寄りのところなのですが、直線距離にしまして大体 2km の圏内でずっ

と永住しております。先ほども質問が出たのですが、北部のほうの風向きというのはほぼ

琵琶湖から吹いてくるのが大体の風向きです。よほど台風が来るとか季節風があるにして

も大体は琵琶湖から荒神山を越えて吹き降ろしてくるという風になっております。 

1 つは、環境調査はこれから継続されるということでお伺いしたのですが、風向き、これ

は恐らく気象台からも資料その他は出してもらえると思うのですが、風向きがどのように

年間を通じて大体動いているものか。それは気になるところでもございますので、そこは
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ぜひとも環境調査の中で一定進めていただきたいと思います。 

それと、私はこのときに併せてお願いしたことは、いわゆる大気汚染の問題で、ダイオキ

シンであるとか、そういう有害物質が排気されることについて、安全はもちろんですので、

言ってみれば直下になります。あるいは風の強い場合には下へ降下するという可能性も十

分ありまして、その中で定点観測という考えといいますか、そういうものを必ず何カ所か、

別に私どもではなくて、先ほど出たように琵琶湖には子どもセンターがありますし、いろ

いろな施設がありますので、そこでどうなのかというところはきちんと把握できるよう

な、そういう体制を取っていただきたいと思います。 

この意見書を出した中で返答をいただいている、その辺もきちんとやりますという非常に

ありがたい言葉はいただいているのですが、ただ、その次のところで定点観測については

ほかの要因もあるのでちょっとそれができないようなことが書いてございます。よく考え

てみたら、これが何年間にわたって環境調査は調査されるわけですよね。そうすると、今

こんな田舎のところですので、別にその間に例えばダイオキシンとか排ガスとかいろんな

そういうものが出てくるとは考えられない。つまりこの間、何年間か通期で調査された、

それが基準値になるんですね。そして、清掃センターができて稼働したときに有害物質が

出たというのもここから出たことになるのはほぼ間違いないので、ほかの要因によって定

点観測において計測器が示した測定値、それはうちだけのものではないとか、そういうこ

とにならないというふうに私どもは考えております。だから、そのことから含めると、ぜ

ひとも定点観測、そこで出た数値をすぐに施設内の、センターだと思うのですが、そこで

把握して対処してもらうというふうにお願いしたいと考えています。 

と申しますのは、この間現地見学会が清掃組合のほうで催されて、野洲のクリーンセンタ

ー、野洲は申し訳ない、見せてもらわなかったのですが、あそこで 6 月か申し訳ないので

すが記録を取ってないのですが、新聞の小さな欄に野洲のクリーンセンターでダイオキシ

ンが出ているという報道がございました。それで、出たというのがどこで分かったかとい

うと、ごみ処理の後の残灰が大阪のほうなんですね。大阪のほうのところで基準値が上が

っていた、そういうことを見ました。新聞の話だけで分かることなんですけれども、そう

いうことがございました。そうすると、逆に出ているわけで、それは住民にどう把握され

ていたのだろうということですよね。近隣地域に害をもたらさないものであって、人体の

被害はなかったと言えばそれはいいのですが、そういうふうに言ってもらえるような体制

を組んでいただきたい。それについてはそんなに多額な費用は建設の中でかかると思えな

いし、それはできるのではないかと思いますので、そのあたりの環境調査を進めていく中

で計画のほうに入れていただきたいと考えます。よろしくお願いします。その辺で考えが

あればお願いします。 

（事務局） 風向きにつきましては、今後調査の対象としていただけるということで聞いておりますの

で、そのあたりは結果についてもまた周知することができると思います。 

また定点観測というご意見につきましても、今事業者見解のほうでお書きいただきました

とおり、施設以外の要因というのも、車の排ガスであったり農薬というのは即ポイントで

近くでされると濃度が上がってしまって基準値を超えてしまうというようなことが考え

られますので、定点観測ポイントを設けて、そこでの常時観測というのはかなり難しいと

我々は考えているのですが、ただ、ご不安いただいております地域でも年に何回とか定点
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による観測ポイントを設けて、そのときの状況をダイオキシン類であったり、そういった

ものを測定させてもらった結果の公表ということはさせていただく予定をしております

ので、それをどの地点でやるかというところにまた皆様と協議させていただきながらその

地点を決めていって、また考慮させていただきたいと思っております。 

また、観測させていただくのはもちろん煙突からの排ガスの状況を常時観測するのです

が、そのデータの公表というのは施設の外であったり、モニターで見ていただけるような

ものを設置したり、あと、ホームページでも常時見ていただけるような形で公表していき

たいと。常時公表していくような形を取りたいと思っておりますので、煙突から出ている

ものについては常に皆さんに見ていただけるような形にはしていきますので、そのあたり

はもちろん煙突から出ていって地域に落とすということですので、そこでご安心いただけ

たら基準値をクリアしているかどうかというところを確認いただけたらと思います。 

また、問題なったところがあるのですが、灰というのは、完全燃焼ができていない場合に

ダイオキシンが多かったのではないかというような思いはあるのですが、まだまだ常時監

視ができないところがあって難しいところがあるのですが、そうならないように毎日の運

転管理はしっかり今後されていくということになりますので、その辺はご理解いただきた

いと思います。 

（住民１０） どうもありがとうございました。先ほど申しました野洲の件ですが、できたら一応確認し

ていただいて、もし間違いであればその場で訂正とさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

（住民１１） 日夏町中沢自治会です。アクセス道路の画像を出していただけますか。日夏町、先ほど申

されたのですが、中沢の交差点の信号、ここは非常に複雑になっているので事故も非常に

多い。だから、多分こちらから甲良、多賀の人たちがこっちに来るので交通量が非常に増

えると思うので、ここを何とかしていただきたいというのが 1 つ。 

それと、町民の、河瀬駅一帯、主要道路の中で歩行者も多いし自転車も多いし通勤者も多

いので、道路の整備、歩道の整備、そういうのも考えていただきたい。 

それと、2 号線が混むことによって日夏町の中を通ってくる人も多分いると思うんです。

こちら側に、日夏町に入っていく人もいると思うので、交通量が増えることによって通学

路の道路になっているし、高齢者も多いんです。そこを何とか考えてもらいたいと思いま

す。 

それと、ここの道路は非常に平和堂とかあるから混むんです。若葉の団地の人も結構いる

ので、そこも渋滞の原因になるんです。何とかこの機会に見直してもらいたいと思ってい

ます。 

（道路河川

課） 

道路河川課です。今ほど何点かいただいたのですが、中沢交差点付近であったり、東西の

県道、平和堂前の県道であったりということの対応とかこの機会にということなのです

が、県道になりますので県のほうにはその辺の対応とかお願いはしてまいりたいと思いま

す。 

また今般のアクセス道路を新たに山のほうに作るということもありますので、もともとの

県道 2号線の交通の分散が図れるものかなと考えているところでございます。例えば彦根

の市内から赤橋を渡って、今までであれば一旦中沢の交差点を経由して 2号線に出ていた

車が、そのまま山のほうに、新しいルートを通る。また逆に稲枝のほうからも 2号線を経
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由して日夏方面に行っていたのが、そのまま赤橋の方面に抜けられるということもありま

すので、アクセス道路と同時に交通の分散が図れるものと考えておりますので、そういう

ふうに面的に交通の対処を考えていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

（住民１２） 1 つ、先ほどからお話が出ておりますように 2023年に環境アセスでいろいろなダイオキシ

ン問題とかとかそういうのを調査されて、23年ごろまでやると聞いております。今まで話

がありましたように、特に稲村神社から上がる道と宇曽川から上がる荒神山神社に向けて

の県道アクセス、いろいろとウォーキングの方が非常に最近多くなってまいりましたので

いろいろな問題が起こっておりますので、1 つその点を加えていただきたいと。風評被害

がないように 1 つお願いしたいと思います。 

それから、一番私が思いますのに、荒神山神社としての参道からずっと頂上へ上がる道で

ございますが、先ほどから申されておりますように、彦根市の指定文化財遥拝殿並びに鳥

居の登録文化財等々ございまして、非常に貴重な文化財がございます。ちょうど稲村神社

から上がる道と宇曽川からとずっと私もよく見ていますと、最近非常にウォーキング者の

数が多くなってまいりまして、これは健康維持向上を図って健康寿命の増進ということ

と、併せて、先ほど市長が申されましたように、やはり頂上には荒神山神社、あるいは今

やっと修復工事が終わりました社務所、書院、十文のいいゆかりの施設が完成させていた

だきまして、これもひとえに皆さんのおかげだと思っておりますが、そのほかに荒神山古

墳がございまして、この信仰の拠点として照らしますとするならば、今現在のごみの収集

場所の清崎のところに荒神山の参道がございまして、今申しましたいろいろと指定文化財

なり登録文化財がございます。それを見てみますと、非常に荒神山神社も湖東、湖南含め

まして、多くの崇敬者の皆さんが実はお参りしていただいておりますので、このごみ処理

場ができることによりまして 1つこの辺で参道の横に駐車場を持っていただくなり、今現

在彦根市が処理場がありますところの荒神山自然の家にもいろいろな照明も実はござい

まして、何とか参道のどこか 1つ駐車場を設けていただいて、またアジサイの花を植えた

り、1 つの観光の名所としてやっていただけたらありがたいと思っています。特に宇曽川

からのルートを最近見ていますと、あそこに消防車庫がありまして、自動車が何台かあそ

こに並んでおりますのが、みんな荒神山神社の参道、ウォーキングロードと思っておりま

すけれども、これからごみ処理場の周辺にもこういう 1 つの駐車場なり、菖蒲園とか観光

施設も 1つ加えてもらえればもっと彦根市の進歩する一つの元が作れるのではないかとい

う形で、1 つその辺も考えてやっていただけるとありがたいと思っています。よろしくお

願いします。 

（事務局） 今おっしゃった荒神山の参道につきましては、宇曽川から稲村神社に上がってこられる舗

装された道路がございますが、確かにたくさんの方が歩いておられるのは我々も存じ上げ

ております。ただ、今の建設候補地のところで施設ができる場合は、遥拝殿のところから

上がっていく参道のほうも皆様が上がっていただけるような形にできるように、施設の敷

地の中に駐車場はもちろん設けると考えていますし、こちらに環境学習に来られた皆様が

参道を通って荒神山の上の神社の琵琶湖が見えるようなところもありますので、そこまで

誘導できるようなシステムを作っていって、荒神山に親しんでいただける方を、このごみ

処理施設の建設を機に増やしていきたいということで、そういった仕掛けづくりも考えて
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きたいと思っておりますので、ご理解いただきますようにお願いいたします。 

（住民１２） いろいろと考えていただきましてありがとうございます。 

もう 1点お願いしたいと思うのですが、今荒神山神社では水道が通っておりませんので、

ウォーキングの方が水筒を持ってきておりますものの、手洗いするにいたしましても現在

荒神山神社では雨水を利用して便所のほうのお手洗いをしておるような状況でございま

す。非常に飲み水にいたしましてもこれだけこれからどんどんとウォーキングの方がおい

でになりお参りしていただく方が増えてくることになりますと、1 つ予算もかかりますけ

れども、上水道をあそこまで持っていっていただきたい。消火栓の水も引けないような状

況になっておりますので、そこを考えていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

（事務局） 今いただきました荒神山神社の上まで水道の整備ということにつきましては検討させて

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。 

（住民１３） 西清崎です。まず 1点ですが、宇曽川左岸から山崎山を通ってという形で工事を進められ

るということですけれども、前にも何人の方がおっしゃっておられましたけれども、特に

宇曽川左岸で山崎山に接している部分というのがかなり狭く、トラック 1台が通れるか通

れないかというような状況でございますので、できれば工事ルートの再考をお願いした

い。 

その上で、新しくアクセス道路を作っていただくということですので、できれば稲里町の

ほうから入るような工事ルートの設定をしていただいて、できるだけ山崎山周辺の道路を

通らないような処置を考えていただきたいと思います。 

もう 1点が排水についてですけれども、施設排水を荒神山参道沿いの水路を使って宇曽川

に排出するという計画になっていると思うのですが、最近大雨が降りますと宇曽川がかな

り水位が高くなりまして、排水されているところというのが水門になっておりますので、

宇曽川が溢れてくるとその水門を閉鎖して、排出しようとする水が流れないということに

なりますので、できれば排水ポンプ等の設置ということもご考慮いただけないかと思いま

す。以上です。 

（事務局） 工事用車両のルート、山崎山の裾がかなり狭いというのは我々も確認しておりまして、今

後新たに道路を整備する必要があるかどうかについて検討させていただいて、先ほど地震

のような内部で振動も起こっていたということもお聞きしましたので、もう 1 度再構築を

検討させていただきたいと思います。 

（事務局） 今ほどありました稲里側からの工事用車両の進入ということですが、道路整備というのも

並行しながらやっていくわけですが、なかなか施設工事着手までに道路が仕上がるかとい

うのは現実的に難しい話もありますので、その辺を考えながら、もしそちらができるので

あればそういうことも考えていきながら進めていきたいと思いますので、ご理解いただき

たいと思います。 

（事務局） 宇曽川の排水のことで、水門が閉められるというところは想定できていませんでしたの

で、排水ポンプの設置は必要であれば検討しなければいけないかなと思っておりますの

で、検討させていただきたいと思います。 

（事務局） よろしいですか。それでは時間の都合もありますので、ここで質疑の時間を終わらせてい

ただきます。後日にでもご意見がございましたら行政組合のほうに連絡いただけましたら
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別途対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

また、説明の中にもございましたが、本日頂戴しましたご意見等を踏まえまして、今後方

法書を作成して、縦覧及び意見募集をさせていただきます。併せまして、再度住民説明会

も実施させていただきますので、ご参加いただきますようお願いいたします。日程につき

ましては、12 月から来年 1月中を予定しておりまして、詳細につきましては市町の広報誌

のほうでお知らせしたいと思います。 

それでは、以上をもちまして本日の説明会を終了させていただきます。ありがとうござい

ました。 

 以上 

 

 


