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彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業に係る住民説明会 

（環境影響評価準備書：午前の部） 全文 

 

日 時 令和 4年 9 月 4 日（日）10時 00 分～12 時 00 分 

場 所 南地区公民館 大会議室 

参 加 者 

58 名 

彦根愛知犬上広域行政組合 
近藤事務局長、建設推進室（杉山室長、宇野主幹、藤井

室長補佐、宇野主幹、鈴木副主幹、北川主査、） 

コンサルタント 
パシフィックコンサルタンツ株式会社 

5 名 

次 第 

1 開会 

2 挨拶 

3 内容 

(1) 環境影響評価準備書の説明 

 

挨拶 

司会 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

境影響評価準備書に関する説明会を始めさせていただきます。 

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建設推進室の藤井と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、本日の出席者をご紹介させていただきます。 

彦根愛知犬上広域行政組合の事務局長の近藤でございます。 

続いて、建設推進室長の杉山でございます。同じく建設推進室、主幹の宇野でございま

す。 

また、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、近藤事務局長からご挨拶申し上げます。それでは、よ

ろしくお願いします。 

事務局長 皆様、おはようございます。 

平素は、1市 4町の広域行政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、当広域行政組合が進めております「彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備」につ

きましては、令和元年 10 月 21 日に建設候補地を清崎町地先に決定させていただきまし

てから、新施設の建設に必要となります各種調査等を順次、進めさせていただいており

ます。 

現在は、昨年度に着手いたしました敷地造成等の実施設計業務を進めておりますほか、

今年 6 月には、新ごみ処理施設の整備・運営業務に係る発注支援業務に着手をしたとこ

ろでございます。 



2 

また、これらの業務と並行して、施設建設に伴う周辺環境への影響をできる限り回避

させる措置を講じるため、県の環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの手続きを

進めてまいりました。この環境アセスメントにつきましては、環境影響評価の方法書を

作成して、令和 2年 12 月に縦覧及び意見募集を行い、圏域住民の皆様からご意見や知事

意見を頂戴し、令和 3 年 2 月から方法書に基づく調査・予測・評価等を進めてきたとこ

ろでございます。 

去る 7 月 3 日には、準備書を作成する前に、これまでに実施しました現況調査、影響

予測、評価の結果を整理し、環境保全に関する考え方を取りまとめた環境影響評価準備

書の素案を作成しました段階で説明会を開催させていただいたところでございます。 

本日の説明会は、8月に作成し、現在、縦覧及び意見募集をしております環境影響評価

準備書及び要約書に関しまして、改めて圏域住民の皆様にご説明をさせていただくもの

でございます。 

最後になりますが、こうして事業を進められますのも、この地域の多くの皆様のご理

解があってのことと深く感謝をしております。今後も皆様にご理解いただけますよう努

めてまいりたいと考えておりますので、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ

まして、誠に簡単ではございますが、わたくしのご挨拶とさせていただきます。ありがと

うございます。 

司会 ありがとうございました。 

それでは、環境影響評価業務の委託先でありますパシフィックコンサルタンツから準

備書の概要について、ご説明させていただいた後に、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のご意見、ご質問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。 

次に、本日の進行についてですが、準備書の概要の説明につきまして概ね 40 分程度を

予定しております。 

説明が終わりました後に、質疑応答を 45 分程度予定しており、会全体で 1 時間 30 分

程度とさせていただきますので、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

影響評価準備書の概要」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。 

なお、本説明会における新型コロナウイルス感染症対策としてお願いがあります。説

明会開催中はマスクの着用をお願いします。 

それでは、説明に入らせていただきます。パシフィックさん、お願いします。 

資料１に基づき説明 

コンサル ただいまご紹介をいただきましたパシフィックコンサルタンツ株式会社の●●と申し

ます。本日、私のほうから環境影響評価準備書の概要について説明をさせていただきま

す。 

まずスライドの１ページ目です。本日の説明ですが、こちらに示した目次に沿ってさ

せていただきます。 

2 ページ目、初めに本説明会の目的についてご説明をいたします。 
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3 ページ目、こちらの図は環境影響評価の手続きの主な流れを示してございます。現在

は、こちらの赤枠で示した準備書の手続を行っているところです。本説明会ですが、環境

の現況調査、予測評価の結果をとりまとめた準備書の内容について説明を行いまして、

ご意見を伺いたいと思うものでございます。 

続いて 4 ページ目、事業の目的および内容についてご説明いたします。 

5 ページ目、こちらに、事業者の名称、事業の名称、対象事業の目的をお示ししてご

ざいます。本事業ですが、処理施設の老朽化やごみの広域処理を踏まえまして、新たな

ごみ処理施設の整備を行うとしたものとなってございます。 

6 ページ目、こちらに対象事業の位置面積を示しています。実施区域はこちらの赤枠

で示した西清崎地区、現状で耕作地となっています約 6.3ｈａの範囲を予定してござい

ます。方法書の時点では市道大藪金田線の西側の区域のみを区域としてございました

が、工事中に設置する施工ヤード等の整備する区域も含め、若干東側のほうに拡大をし

てございます。なお、仮設道路等として整備する区域でございますが、こちらは将来的

には現状復旧を行う予定となってございます。ごみ処理施設の整備を行う区域としまし

ては青枠で示した約 5.2ha の区域となってございます。 

7 ページ目、対象事業の規模です。焼却施設は 1 日 139 トン、リサイクル施設は 31 ト

ンの処理を予定しております。 

8 ページ目、施設整備計画の概要です。処理方式はストーカ式焼却方式、煙突高さは

配慮書の検討結果の内容を踏まえ 59ｍと計画しています。有害物質などの除去設備など

排ガス処理設備を設けるほか、景観に配慮して、白煙防止装置を設置する計画です。施

設排水は公共下水道に排水を行いますが、雨水については調整池を経由して宇曽川に放

流する計画となっています。 

9 ページ目、こちらは新ごみ処理施設の公害防止基準について、大気質の例を示してい

ます。基準値は、関係法令などの規制値および現清掃センター公害防止規準よりも厳し

い値を設定しています。その他、悪臭や騒音などについても同じように基準を設定して

まいります。 

10 ページ目、現時点で想定している施設の配置計画です。配慮書で検討した北側集落

への騒音・振動等の影響、土砂災害に配慮しまして、焼却施設等の主要施設は区域の南

側に配置をします。今後、環境保全に配慮しながら、具体的な設計を進めてまいりま

す。 

11 ページ目、ごみ搬入車両など、関係車両の主要な走行ルートです。搬入は既存の道

路および彦根市が整備を計画する市道を経由して搬入を行います。黄色で示した、市道

整備ルートについて、方法書の段階では、事業区域西側で荒神山を縦断するという計画

を示しておりましたが、その後の計画の再検討に伴いまして、荒神山を回避する計画と

なっています。なお、供用開始時点では北側工区が開通する見込みのため、北側からの

搬入を行いまして、その後、南側工区の開通に伴って、北側・南側両方からのごみの搬

入を行うという計画としてございます。 

12 ページ目、こちらは想定する事業のスケジュールです。令和 5年度に環境影響評価

の手続きが終わった後、敷地造成工事に着手、令和 11 年度にかけて施設建設工事を実
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施していく予定となっております。詳細な施工内容や工程については今後検討を行いま

す。  

13 ページ目、工事計画の概要です。準備工事、工事用道路、雨水排水設備工事、軟弱

地盤対策といった工事を行った後に、造成・建築の工事を行っていきます。施設の供用

開始は、令和 11 年度を予定しています。 

14 ページ目、こちらは工事用車両の走行計画です。図面の中の青い線が工事用車両の

走行ルートです。南側の県道 2号大津能登川長浜線から、宇曽川堤防左岸道路に進入

し、北上して工事区域に至ります。区域から退出する車両は、方法書時点から計画を見

直しておりまして、堤防道路を再度北上、渡河後に県道 2号に出る経路または右岸側堤

防道路を北上する経路を予定してございます。以上が事業計画の概要です。 

15 ページ目、方法書に対する意見の状況です。 

16 ページ目に、方法書に対する意見のご提出の状況を示しています。方法書は、令和

2 年 12 月から令和 3年 1月まで縦覧を行い、同年 2 月まで、住民の皆様からのご意見を

募集しました。また、6月には滋賀県知事からの意見が提出されました。これらの意見

を勘案しまして、調査・予測・評価を行うこととしました。 

17 ページ目、本事業の実施に伴う環境影響評価の対象とした環境要素についてご説明

します。 

18 ページ目、こちらの表は環境影響評価の対象とした環境要素を示しています。こち

らの表に示す通り、「大気質」、「騒音」、「動物」、「景観」、「文化財」など、15 の項目を

対象としています。なお水質のうち水の汚れ、地下水、土壌、これらについては事業の

影響が生じる恐れは小さいというふうに考えていますが、現地調査によって現況の把握

を行った項目になります。 

19 ページ目、現地調査の結果についてご説明を致します。 

20 ページ目、こちらは区域内、それから周辺の一般環境、その他動物などの調査地点

を示しております。 

大気質等の調査については、周辺集落の代表的な地点や荒神山の山頂で行っています。

動物や植物については赤線で示す範囲としておりますが、行動範囲の広い猛禽類や植生

の分布の把握は、こちら青線で示す荒神山全体を含む範囲を対象としてございます。文

化財や伝承文化については、こちら緑色の線で示す範囲としてございます。 

21 ページ目、工事用車両や施設の関連車両の走行ルートの沿道調査地点です。これら

については将来的に車両の走行が見込まれる代表的な 6 地点を選定して調査を行ってお

ります。 

22 ページ目、こちらは現地調査の実施時期の一覧です。調査は令和 3年 2月に調査に

着手しまして、本年 8 月までにすべての項目について調査が完了している状況です。 

23 ページ目、これ以降調査結果について説明します。始めに、区域内で調査した気象

の状況です。気象は地上気象・上層気象について連続観測や四季の調査を行っていま

す。P23 の図には卓越する風向を示す風配図を示してございますが、年間を通じて北寄

りの風が多く見られる。ただし、夏には南よりの風の割合も多くなっているというよう

な状況を現地調査で確認をしてございます。 
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24 ページ目、こちらは本調査の中で実施した現地拡散実験の状況です。計画されてい

る煙突の高度に合わせて気球を上げまして、そこから実験用のガスを放出そして地上部

でその濃度観測を行うという調査を行いました。この調査結果ですが、のちに説明しま

す煙突排出ガスの濃度の予測計算の精度の向上に活用しています。 

25 ページ目、こちらが大気質の調査の結果をお示ししてございます。まず周辺の一般

環境の調査結果ですが、各大気汚染物質の項目につきまして、いずれの物質についても

環境基準など定められた基準を下回るという様子を確認してございます。 

26 ページ目、こちらは道路の沿道で実施した大気質の調査の結果です。こちらについ

ても、二酸化窒素や浮遊粒子状物質といったものにつきまして、環境基準を下回るとい

う様子を確認してございます。 

27 ページ目、こちらは騒音・低周波音・振動の調査結果となります。区域やその周辺

の集落などで調査を行ってございますが、いずれの項目についても、環境基準などの基

準値を下回るということを確認してございます。 

28 ページ目、こちらは道路の沿道でおこなった騒音や振動の調査の結果です。こちら

真ん中の列の騒音について、上から 2段目の市道芹橋彦富線というところで昼間、68dB

となっており、環境基準を若干超過している様子を確認しておりますが、その他の地点

では環境基準を下回っていることを確認してございます。 

なお、振動については、いずれも振動規制法の基準値を下回っていることを確認致しま

した。 

29 ページ目、こちらは宇曽川で実施した水質調査の結果です。濁りの指標である浮遊

物質量を調査しましたが、四季の調査では環境基準を下回っているということ、ただし

代掻きが行われた農繁期の調査では濁りが発生して、基準を上回っていたということを

確認しております。なお降雨時については、周辺の濁水の流入が生じまして、浮遊物質

量の値が高くなるということを確認してございます。 

30 ページ目、現地調査で確認した動物や植物の状況です。絶滅危惧種に該当する種な

ど、重要な種が区域周辺で多数確認されているということを調査で把握してございま

す。 

31 ページ目、こちらは区域周辺の自然環境の状況です。水田雑草群落や、荒神山のコ

ナラ群落、杉の植林地。こういった割合が多く、これらで区域周辺の約半分程度の面積

を占めているということを把握しております。 

これらから区域周辺の環境類型について「樹林」「耕作地や市街地」「河川」この 3つに

大別しています。地域の生態系を構成する動物の注目種としましては、こちらの表に示

す 16 種を抽出してございます。 

32 ページ目、こちらは地下水位の調査結果となります。計画地周辺で観測にご協力い

ただきました井戸を対象に、地下水位の観測を行いました。四季の調査を行いまして、

表に示すような結果が得られているというところでございます。 

33 ページ目、こちらは土壌中のダイオキシン類の調査結果になります。区域内では周

辺地域に比べて濃度が高い傾向にありますが、いずれも環境基準値を下回ることを確認

しております。また、土壌環境基準項目、有害物質などについても、基準を下回ってい

ることを確認しております。以上が、現況の調査の結果となります。 
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34 ページ目以降、環境影響の予測・評価の結果についてご説明します。 

35 ページ目、こちらは大気質の予測結果です。はじめに重機の稼働に伴う排出ガスの

影響の予測。こちらのイメージをお示ししてございます。重機からの排出ガスの予測計

算を行っております。 

36 ページ目、こちらに予測結果を示してございます。こちらでは二酸化窒素、浮遊粒

子状物質の予測結果を示しておりますが、敷地境界上の最大地点において、いずれも環

境保全目標値とした環境基準を下回ると予測してございます。 

37 ページ目、こちらは周辺集落等における予測結果となります。こちらにつきまして

も二酸化窒素、浮遊粒子状物質いずれも環境基準を下回るということで予測してござい

ます。 

38 ページ目、こちらは車両の走行に伴う、排出ガスの影響のイメージを示してござい

ます。こちらも車両からの排出ガスの濃度の計算を行ってございます。 

39 ページ目、こちらは予測に用いました工事用車両の想定の台数です。予測は工事用

車両の台数が最も多くなると想定される 1 年間を対象としておりまして、その年間の平

均台数、これを予測台数として設定してございます。 

40 ページ目に予測結果を示しております。二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予測を行っ

ておりますが、いずれも環境基準を下回るということで予測をしています。 

41 ページ目、こちらは予測に用いました施設供用後の収集車両などの関連車両の台数

となります。予測においては、各地点において想定される関連車両台数、これの年間を

通じて平均的な台数を設定してございます。 

42 ページ目、予測結果を示しています。こちらについても工事用車両と同じく、二酸

化窒素、浮遊粒子物質についていずれも環境基準を下回るということで予測をしてござ

います。 

43 ページ目、こちらは重機の稼働に伴う粉じんの予測のイメージとなります。こちら

も計算を行って予測をしております。 

44 ページ目、予測結果を示してございます。粉じんにつきましては、季節ごとに予測

を行っておりますが、最大値は 1月・1 平方キロメートル当たり最大約 4トンという結

果となっております。影響の目安としましては 20 トンとされておりまして、こちらを

充分下回るという予測結果となってございます。 

45 ページ目、煙突からの排出ガスの予測のイメージを示してございます。こちらにつ

きましても、地上部におけるガスの予測計算を行ってございます。 

46 ページ目、こちらは施設周辺の煙突排出ガスの寄与濃度、排出ガス単体の濃度につ

いて、平面的な分布を示した図になります。例としてダイオキシン類の結果を示してご

ざいますが、地形ないしは気象の状況をふまえまして、区域の北西側や南側の方角にお

いて、濃度が高くなるという様子が確認してございます。 

47 ページ目、こちらは周辺の影響が最大となる地点における予測結果を示していま

す。二酸化窒素、二酸化硫黄など各物質とも①として示しております排出ガスの寄与濃

度の計算結果は、②の現況の調査で把握した現況濃度に比べて十分低く、排出ガスの寄

与の割合や、予測結果は十分低く、環境基準を下回るということで予測を行ってござい

ます。 
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48 ページ目、こちらはダイオキシン類を対象として計算しました、周辺集落の代表地

点における予測結果を示しています。こちらも、①で示した寄与濃度は、②で示した現

況濃度に比べまして十分低く、予測の結果は環境基準を下回るということで考えてござ

います。 

49 ページ目、今回の予測結果においては、特定の気象条件下で想定される短期的な濃

度上昇時の影響予測も行ってございます。49 ページ目は一例ですが、上層逆転層発生時

など様々な条件を対象とした予測を行ってございます。 

50 ページ目に予測の結果をお示ししております。各気象条件下での予測を行った結果

ですが、いずれの結果につきましても環境基準等の基準値を下回るということで予測を

行ってございます。 

51 ページ目、リサイクル施設の稼働に伴って発生する粉じんの影響です。予測は他の

リサイクル施設における調査結果を用いまして、今回どう影響が出るかという予測を行

っておりますが、こちらの結果は表に示すとおり、施設の影響が特段生じているという

様子は現況で確認されておりませんので、今回事業を行ったあとにも影響というのは極

めて小さいということで考えてございます。以上が大気質に関する結果となりますが、

いずれも基準などは達成する。また環境保全措置も実施するということによりまして、

影響の回避・低減が図られるということで評価をしてございます。 

52 ページ目、騒音・超低周波音・振動の予測の結果です。はじめに重機および施設の

稼働に伴う騒音等の予測についてです。 

まず 53 ページ目、こちらは重機の稼働に伴う騒音の予測の結果となります。敷地境界

付近の最大となる地点で 67dB と予測しております。建設作業騒音の規制基準は 85dB と

されておりまして、こちらを下回るということで予測をしております。また重機の稼働

に伴う影響について周辺集落の影響を 54 ページ目に示してございます。周辺住居等に

おきましても、環境基準以下となるということで予測を行ってございます。 

55 ページ目、こちらは重機の稼働に伴う振動の予測の結果となります。敷地境界の最

大となる地点で 57dB という値となってございまして、建設作業振動の規制基準 75dB を

下回ると予測してございます。 

56 ページ目、こちらには周辺の集落等における予測結果を示しておりますが、振動を

人が感じ始める値と言われる 55dB を下回ると予測しております。 

57 ページ目、こちらは施設を供用したあと、施設の稼働に伴う騒音の予測結果となり

ます。敷地境界の最大となる地点で時間ごとに、45～47dB と予測していますが、各時間

帯とも工場の騒音の規制基準これらを下回るということで予測してございます。 

58 ページ目、周辺の集落等における予測の結果となりますが、こちらにつきましても、

環境基準を下回るということで予測してございます。 

59 ページ目、区域の近傍における超低周波音の予測の結果となります。敷地境界や最

寄の住居を対象として予測しましたが、いずれも低周波音の評価指針となる 92dB という

値を下回る値となっておりまして、特段低周波音影響は生じないということで考えてご

ざいます。 

60 ページ目、こちらは施設稼働の振動の予測の結果です。敷地境界の最大地点で 57dB

となりまして、こちらについても環境保全目標値とした工場の振動の基準を下回ると考
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えてございます。 

61 ページ目、こちらは同じく施設稼働に伴う振動、周辺集落における結果です。こち

らもひとが振動を感じる感覚と言われる 55dB を下回るということで考えてございます。 

62 ページ目、車両の走行に伴う騒音・振動の影響の予測となります。 

63 ページ目、予測に用いました工事用車両の台数について示してございます。予測は

工事用車両が最も多くなると想定される月を対象として行いまして、台数としましては、

予測対象とした月の日台数を設定してございます。 

64 ページ目、工事用車両の騒音の予測の結果です。予測の結果ですが、現況で環境基

準を達成する地点においては引き続き環境基準を達成すると考えております。また現況

で環境基準を超過している市道芹橋彦富線、上から 2 段目ですが、こちらでは現況から

の騒音の悪化は生じるレベルではないということで考えてございます。 

65 ページ目、こちらには車両走行時の振動の影響の予測結果を示してございます。こ

ちらにつきましては振動の法令に基づく要請限度というものがありますが、こちらを下

回るということで予測を行ってございます。 

66 ページ目、こちらは、施設や供用した後に走行するごみ収集車両など施設車両の走

行台数です。予測に用いる台数は、搬入計画や既存施設の実績などを踏まえまして、搬入

台数が多い月ないしは曜日を考慮して台数を設定してございます。 

67 ページ目、騒音や振動の予測の結果を示してございます。先ほどの工事中と同じ

く、現況で環境基準を達成する場合は、引き続き環境基準を達成する。市道芹橋彦富線

地点では現況からの騒音の悪化は生じないということで予測を行いました。振動につい

ては、要請限度を下回るということで予測を行ってございます。 

以上から、騒音・超低周波音・振動についても概ね環境基準等を下回る。また、環境保

全措置を行っていくということで、影響の回避・低減が図られていると考えてございま

す。 

68 ページ目、悪臭、においに関する予測結果となります。煙突排出ガスないしは施設

点検時に休炉となる状況、そちらの悪臭の影響についての予測結果です。これらについ

ては予測計算を行っておりまして、計算の結果、においの指標となります臭気指数は 10

未満と特段影響が生じないレベルの数字となってございます。施設休炉時も同様でござ

いまして、影響は生じないということで考えてございます。 

69 ページ目、こちらは、施設からのにおいの漏れであったり、車両が通行した時の悪

臭の影響についての予測の結果です。これらについては既存施設等の調査結果をもとに

整理をしてございますが、現時点におきまして、施設からの特段のにおいの漏れの影

響、こういったものは生じていない。ないし車両通過時の臭気指数は小さいと確認して

おりまして、将来の稼働施設においても影響は小さいということで考えております。こ

れらの結果ないしは環境保全措置を講じるということで、悪臭についても、事業の影響

の回避・低減が図られていくと考えております。 

70 ページ目、こちらは土地の改変に伴う水質の予測となります。降雨時におきまし

て、濁水が、宇曽川に流入することが考えられます。水質の予測にあたっては、降雨時

の工事の排水、これが宇曽川に流入した後の濁りの影響の予測を行ってございます。 
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71 ページ目に予測の結果を示してございます。工事排水が流入した後の濁りの指標と

なる浮遊物質量濃度、こちらは赤枠で示した通りとなりますが、現地調査で把握した降

雨時の現況の濃度の変動の幅に収まると考えられますので、事業に伴って著しく濁りが

悪化するおそれは小さいということで考えてございます。この結果に加え、環境保全措

置の実施によりまして影響の回避・低減が図られていくものと考えております。 

72 ページ目、動物に関する予測の結果です。予測は、絶滅危惧種等の「重要な種」に

着目して行いまして、影響要因としては「生息地の消失や縮小」「水の濁り」また「重

機の稼働にともなう騒音」これらの 3つを想定しました。それぞれ、予測の結果は下表

の通りでございまして、生息地の消失または縮小の「影響は大きい」と考える種が 11

種存在するということで予測を行ってございます。 

73 ページ目に予測の詳細をお示ししてございます。生息地の消失ないしは縮小につき

ましては、湿地環境、水路に生息する両生類や昆虫類、魚類、などにつきまして、「影

響は大きい」または「影響を受ける」と予測を行っています。また水の濁りにつきまし

ても、水路や湿地を生息する種は影響をうけると予測を行っています。また、騒音につ

きましては、区域周辺で繁殖が確認されたオオタカが「影響をうける」と予測を行って

ございます。これらの影響につきましてビオトープを設置する、や直接改変を回避する

エリアを設定する、騒音対策を実施する、こういった保全措置を行って種への影響の回

避・低減につとめていくということで考えてございます。 

74 ページ目、こちらは植物に関する予測の結果です。こちらも動物と同様に、「重要

な種」に着目致しまして、「生息地の消失や縮小」ないしは「水の濁り」の影響につい

て予測を行いました。こちらにつきましても湿地環境で確認された種については影響が

大きい、ないしは水の濁りについては水路や湿地を生息環境とする種について影響を受

けるということで予測を行ってございます。こちらにつきましても下の表に示すような

環境保全措置を実施しまして影響を回避・低減をすすめていくということで考えてござ

います。 

75 ページ目、こちらは生態系の予測です。生態系の予測については、注目種を選定し

て行ってございまして、予測の結果は、概ね動物と同様となりますが、一部の動物につ

いて「影響は大きい」ないしは「影響を受ける」と予測してございます。こちらにつき

ましても動物や植物に対する環境保全措置を実施することにより、注目する種への影響

を回避・低減が図られるものと考えてございます。 

76 ページ目、景観の予測の結果となります。景観につきましては、文献調査による地

点、ないしは住民の皆様などのご意見を踏まえて選定した地点からの眺望景観の変化の

程度について予測を行いました。また眺望点のうち、特に景観の変化が大きいと思われ

る 5地点を対象としまして、フォトモンタージュを作成のうえ予測を行っております。

予測の結果、近場の地点では「影響を受ける」、その他の地点では、「影響は小さい」と

予測を行っておりますが、法面の緑化や法面のセットバックなどの環境保全措置を講じ

ることにより、影響の低減が図られると考えております。 

77 ページ目以降 81 ページ目まで、予測対象とした 5地点のフォトモンタージュ、現況

と将来の施設の重ね合わせの結果をお示ししてございます。施設形状につきましては、

今後具体的に検討を進めてまいります。 
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82 ページ目、こちらは人と自然のふれあいの活動の場、いわゆるレクリエーション施

設に関する影響です。まず現地調査の結果を示しておりますが、調査は四季の 4回ハイ

キングコースなどの利用状況の確認、アンケート調査により行いました。結果について

はこちらにお示ししている通りでございます。 

83 ページ目、こちらは予測の結果となります。予測の結果ですが、レクリエーション

施設などの直接的な改変というものはないものの、ハイキングコース、サイクリングコ

ース、こういったところからの風景の影響が生じると考えてございます。また工事中に

は工事用車両が走行する。また道路での工事が行われるといったことによって施設への

アクセスに影響が生じるということで考えてございます。しかし主に景観に配慮した保

全措置、ないしは工事用車両の走行に関する保全措置を明記することによって、影響の

回避や低減が図られていくということで考えてございます。 

84 ページ目には参考としまして、区域の北側、荒神山山頂に通じる本坂からの眺望景

観の変化について示してございます。配慮書の時点ではもともと擁壁の計画としてござ

いましたが、緑化された法面ということで変更しております。このように施設の圧迫感

の軽減を図るなどの保全措置を行っていくことで考えております。 

85 ページ目、こちらは廃棄物に関する予測の結果です。こちらでは工事中に発生する

発生土や廃棄物、そういったものなどの発生量結果をお示ししてございますが、工事中

においては場内利用も含め適切に処分する。供用後についても適切に中間処理を行って

処分を行っていくことで考えてございます。このように一定量の廃棄物は発生します

が、適切に対応していくということで予測をしてございます。 

86 ページ目、温室効果ガスの予測の結果となります。こちらについては施設関連車両

の走行、ごみの焼却などによりまして、新施設の供用後には CO2 換算で年間約 15,000

トンの温室効果ガスが発生するということで予測しております。ただし、既存施設と比

較しますと、約 5,900 トン程度の削減効果があるということで予測を行ってございま

す。 

87 ページ目、こちらは文化財の内容となります。87ページ目には調査の結果をお示

ししておりますが、文化財調査では、文献調査、聞き取り調査、現地調査を行いまし

て、有形の文化財の分布状況を確認しております。これらにつきましては、事業区域外

に存在するということを把握をしてございます。 

88 ページ目、こちらは文化財の内容となります。予測の結果、事業による直接改変は

生じないと考えておりますが、周辺環境の状態の変化、文化財からの風景の変化といっ

たものが北側に隣接する荒神山神社遥拝殿や天満天神社といったところで生じると考え

ております。また、工事用車両の走行することで、アクセスへも影響する可能性はあり

ます。このあたりにつきましては、景観面への対策、工事用車両の運行に対する対策を

図って、影響を回避・低減できると考えております。 

89 ページ目、祭りなどの伝承文化についてです。89ページ目は調査の結果、文献、

聞き取り、現地調査を行って把握した、伝承文化の情報となります。 

90 ページ目、予測の結果となります。伝承文化に対する予測の結果、こちらにつきま

しても事業による直接的な改変の影響はないということで予測をしております。ただ

し、荒神山神社や天満天神社の祭りについては環境に変化が生じまして、「影響を受け
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る可能性がある」ということで考えております。またアクセス性についてもの変化も生

じるおそれがあると考えております。これにつきましても景観面の対策、また工事の実

施日の調整などの対策を行いまして、伝承文化への影響を回避・低減をはかっていくこ

とで考えております。 

91 ページ目、今回の調査におきましては、事業に伴う県道 2号の渋滞を懸念するご意

見を多くいただいていることから、日夏町ないしは賀田山町における 3か所において現

況における渋滞・滞留の状況を確認してございます。 

92 ページ目、こちらは昨年 11 月の平日に渋滞の発生状況などを確認した結果になり

ますが、特にこちら 3 番で示しております賀田山町西の交差点、こちらで、西側で最大

調査日には 330ｍの渋滞が発生しているということで確認しております。これらの結果

を踏まえまして、工事中に発生します工事用車両の交通渋滞を引き起こさない台数につ

いて検討致しましたが、計算上では１時間当たり 100 台程度車両を付加したといしまし

ても新たに渋滞が悪化するおそれは小さいかと想定しております。実際にはこれほどの

規模の車両の走行を工事中には想定しておりませんので、工事中に新たに渋滞が生じる

おそれは小さいと考えております。 

以上が予測・評価の結果となりますが、結果を踏まえて検討した環境保全措置につい

て 93 ページ目以降でご説明致します。 

94 ページ目、事業にあたりましては、事業の実施による影響の回避・低減を図るた

め、表に示す環境保全措置を行います。こちらは、大気質、騒音等に係る保全措置で

す。 

95 ページ目、動物・植物、生態系、景観、廃棄物、文化財等に関する保全措置の一覧

です。 

96 ページ目、工事の着手後に滋賀県の条例に基づいて実施を予定している、事後調査

についてご説明をいたします。 

97 ページ目、事後調査の計画となります。先ほどご説明したいずれの評価の項目につ

いて影響の回避や・低減は図られると考えておりますが、動物・植物・生態系につきま

しては、保全措置の効果の知見が不十分と考えられます。このため、オオタカの繁殖状

況ないしはビオトープのモニタリング調査を行いまして、効果の発現状況の確認を行っ

てまいります。また、大気汚染防止法等の法令に基づく排出ガス濃度の測定や、竣工後

の測定を行いまして、環境の状況について把握を行ってまいります。 

98 ページ目、最後に、今後の環境影響評価の予定についてご説明いたします。 

99 ページ目に今後の予定を示しております。本日は現在縦覧を行っている環境影響評

価の準備書についてご説明を行いました。今後、準備書に対する住民の皆様からのご意

見、ないしは滋賀県知事の意見等を踏まえまして、評価書以降の手続を行っていく予定

としてございます。 

以上で、環境影響評価準備書の説明を終わらせていただきます。 

質疑応答 

司会 ありがとうございました。 

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。冒頭でもご説明

させていただきましたが質疑の時間にも限りがございますので、ご質問、ご意見をされる
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際には、本日、ご説明させていただいております、アセス準備書の内容の範囲内としてい

ただき、なるべくたくさんの方々からの発言の機会が得られるよう、発言者におかれまし

てもご配慮いただきたくお願い申し上げます。 

また、ご質問いただく際は、お住まいの自治会をお教えいただきますようお願いします。 

それでは、係員がマイクを渡しに参りますので、ご意見・質問のある方は挙手をお願い

いたします。 

太堂町 太堂町の●●です。まず 1 点、管理者の和田様は何で出席しないんですか。この大事

な住民説明会を甘く見ているんじゃないですか。 

それと、説明資料の 53、私の認識不足かもわからないですけれども、施設の近くに赤

で囲った施設、これが 4 カ所ありますけど、これは一体何でしょうか。ちょっと教えて

ほしいです。お願いします。 

組合 管理者のほうにそういったご意見をいただいたということをお伝えさせていただきま

す。 

コンサル 続きまして 53 ページ目となりますが、今のご質問は、この区域が複数、4 カ所に分か

れているのはなぜかというところかと思います。 

本事業で改変する区域を赤枠で示してございまして、将来的にごみ処理の施設整備す

る区域、焼却施設やサイクル施設やそれに関連する施設が将来的に整備される区域を枠

の範囲で示してございます。これは南北に通過する市道大藪金田線の西側に予定をして

ございますが、実際に工事を行っていくに当たっては、工事施工ヤードの確保、工事用車

両が一時的に通過する仮設道路を整備していく必要があるかと考えてございます。具体

的な範囲については今後検討していきますが、現状ではそれが想定される最大の区域を

この赤枠で示した区域として想定してございます。改変される可能性があるということ

で、分割した形にはなってございますが、このように工事用ヤードの整備ないしは仮設

道路の整備が行われる可能性があるということでご理解をいただければと思います。 

司会 よろしいでしょうか。次にご質問のある方は？ 

賀田山町大山 賀田山町大山自治会の●●と申します。新ごみ処理建設に伴うごみ処理搬出入ルート

についてお伺いをいたします。 

新ごみ処理施設が完了した際に、現在私どもが今おります南地区公民館前の既存道路

を日夏町地区から新たに安食川沿いに走行して、宇曽川にかかる通称百石橋までのルー

ト、いわゆる北側工区、これを新規造成すると。同施設完成と同時に誕生するというふう

にお伺いしております。そこで新ごみ処理施設が完成後、ごみ処理運搬車両の増加に伴

う本自治区住民の交通生活環境への影響の有無についてご質問をさせていただきます。 

現状、大山自治会地区内、朝夕の通勤時間帯は、今ご説明がございましたが、平日の午

前 8 時ごろ及び午後 5 時ごろからの約 1 時間ぐらい、県道 2 号線及び八丁目南北通の交

通量が増え、特に賀田山西交差点付近は信号待ちによる交通渋滞が宇曽川にかかる新大

山橋を越えまして稲枝町の山崎付近まで断続的に発生している状況です。その時間帯は

本地区住民が通勤のために自宅から県道2号線に車で出るのもままならない状況ですし、

さらには賀田山西交差点の信号待ち時間を避けるために通勤時間短縮の方法として県道

2 号線の裏道として本自治会地区内の生活道路を迂回道路として利用し、猛スピードで

走行している乗用車も何台か散見され、本地区住民の生活環境に深刻な問題となってお
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ります。現状の同時間帯も、本地区の交通渋滞事情から、さらに新ごみ処理施設完成後に

同施設へのごみ処理搬出入車両が増加いたします。 

これを予想される中で、新ごみ処理施設が立地する場所から彦根市の東側地域、こち

らのほうは多くの区間が新造成道路、これを通行することが予想されますけれども、愛

荘、豊郷、甲良町の湖東地区からのごみ処理搬出入車両は広域組合さん側としては北側

工区の新規道路を通行する、このように見込んでおられるとご説明から解釈しておりま

す。賀田山西交差点を含めた県道 2 号線の交通渋滞に更なる影響が想定されないという

ただいまの、工事車両を含めて、お考えという、解釈ということをお伺いしております

が、再度そのご説明を具体的にお願いしたいと思います。仮に影響がないというお考え

であれば、湖東地区から搬出されますごみ処理搬出入車両は、新ごみ処理施設に入るた

めにいわゆる北側工区、新規道路をわざわざ遠回りして走行するとは一般的には想定し

にくいと思っております。 

私どもが一番危惧いたしますのは、本自治区内の生活道路及び、ただいま宇曽川河川

の土手、これは今年度、ずっと前から要望事項として出しております。大山地区側の宇曽

川は長年の増水等によって地盤沈下、法面がかなりへたっているような状況で、空洞化

しているのではないかと。この土手の道路に対してもかなり地盤沈下が激しくなってき

ております。そういう意味から考えまして、私ども、生活道路、それから宇曽川河川の土

手を百石橋まで裏道として通行される可能性があるのではないか。この点を危惧してお

ります。湖東地区からのごみ車両がいわゆる北側工区の新規道路を走行するようにどの

ように誘導していかれるのか。それから、既存の道路であります県道 2 号線、これをい

かに通らないように制限されるおつもりなのか、具体的対策をお示しいただきたいと思

います。 

以上 2点でございます。よろしくお願いいたします。 

組合 ご懸念いただいております愛荘町や豊郷町からの搬入車両についてですが、通常の家

庭系のごみを収集しているような委託業者や許可業者につきましては、こちらが示す道

路を通行させる。それを守っていただけない場合は搬入を一時停止するなどの措置を取

っていこうと考えておりますので、そういった車両が大山自治会の中を裏道として通行

するということはございません。 

一般車両としては、そのあたりの規制をさせていただいても守っていただけないもの

なんですけれども、愛荘町や犬上 3 町につきましてはリバースセンターを利用されてい

ます。犬上 3 町、愛荘町につきましては事前申請制で搬入するという形を取っておられ

ますことから、今も直接の施設への搬入車両、一般車両というのはかなり少ないという

ことです。我々が今想定しております台数としましても愛荘町で多くても 4台/日程度、

また豊郷町では、2 台/日程度ではないかというところです。これまでの実績から見てい

るところでございますが、各 4 町につきましては、搬入していただく道路というのは示

させていただき事前申請をされるときにしっかり守っていただくように各町にはお伝え

をしていただくという形で進めていこうと考えておりますので、ご理解願いますように

よろしくお願いいたします。 

司会 よろしいでしょうか。次、ご質問がある方。前の眼鏡をかけた方。 

清崎町 清崎町の●●といいます。2 点質問したいのですが、1 点目は、今日の説明に関連して
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ですが、付帯施設を、災害時に避難所計画で避難所の付帯施設にするということを言っ

ておられたと思うのですが、災害時のハザードマップからしても、災害時にわざわざそ

んな危険地域に向かって人は避難していかないと思います。逃げる道も危険ですし、安

全面からも避難所計画はちょっと無理があるのではないかと。ある意味ナンセンスでは

ないかと思うのですが、避難所にする理由は何であるか 1つ質問させていただきます。 

それともう 1 つは、86 ページの温室効果ガスの説明ですが、この計画ができたのは平

成 11 年 3 月の滋賀県の計画書に基づいて今作られていると言いますが、23 年経過して

おります。そのときに考えられていたと思うのが、恐らく想定外だったかと思うのです

が、ＣＯ２、地球温暖化についてのメスは入っていなかったと思うんです。でも、今日、

この暑さ、30 度を超え、いわゆる体温の 35 度、40 度に近い数字に上がろうとしている。

ＣＯ２をもっともっと考えていかなければいけない。 

といいますのは、焼却場そのものは行政が直接関与する施設の中でＣＯ２を一番多く排

出すると思うんです。直接やっぱり一番大きなウエートがあるものにもっともっとメス

を入れていかないとＣＯ２の削減にはつながらないと思うわけです。 

ですから、86 ページに書いている本体のごみの焼却、これは 15,102ｔと書いています

が、これはこの前の説明会で聞いたときには彦根市だけの資料でしかわからないとおっ

しゃっていました。今度出るのが 16,603ｔということで、数字そのものが、難しいかも

わからないけれど、曖昧であって、もっともっとＣＯ２の削減、焼却することに対するメ

スをもっともっと入れていかないと、この焼却する熱から発電する、この計画はあまり

効率のよい計画ではないと思うんです。投資する額も相当大きな、巨大な投資、費用が要

ると思うのですが、もしこんなところに発電の投資をするのだったら、太陽光発電だと

か荒れ地を利用して発電をすればいいです。何も後付けみたいな発電までこの施設に盛

り込まなくてもいいのではないか。 

それよりもごみの削減、ごみの焼却そのものの削減ですね。7 ページの燃やすごみ、単

純に燃やすごみと書いておりますけれども、この燃やすごみをいかに減らすかという。

燃やす前、単純に出てくるごみは入らないと思うのですが、燃えるごみを減らす工夫。燃

えないごみは仕方がない、これはわかるのですが、単純に燃やすごみだといって大まか

に括らずに、燃やすごみにする前に仕分け、いわゆる分別、こういうものをもっと徹底し

て減らす。徳島の上勝町ですか、あそこでやっているのを聞いていると、8 割燃やすごみ

が減らせたということを聞いております。34,362ｔある中で、もっともっとごみを燃や

さない工夫をしていただくことによって可能ではないか。そうすることによって規模も

コンパクト化できる。投資費用も少なくて済む。電力発電についても、そんなことしなく

てもいい。ましてや、これが完成するのは 7年後の先と聞いておりますが、7年後には●

●、このまま計画されていくとお荷物になるのではないかと私は懸念しています。ここ

ら辺のことについてお聞きしたいと思います。 

2 点、よろしくお願いします。 

組合 冒頭の説明にもありましたとおり、本日は滋賀県の環境影響評価条例にのっとった準

備書の内容に対するご意見を頂戴する場ということでございますので、ご意見として頂

戴させていただきまして、これまでもそういったことにつきましては前回 7 月にも準備

書の素案の段階での住民説明会の中で、あの場はご説明をさせていただきましたが、ま
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た直接組合のほうにお問い合わせいただきましたら、そのあたりもご説明させていただ

きたいと思いますので、本日は準備書の内容にかかりますご質問を受けたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

司会 今、回答させていただいたと思いますので。 

清崎町 ちょっとだけ。 

司会 手短にお願いできれば。 

清崎町 だから、今の基本計画を軌道修正してほしいんです。何もやらないでくださいとか反

対しているとか、そんなの言っていないんです。ごみに対する考え方、ごみは燃やすもの

だと思っておられるその考え方、いわゆるごみ袋もそうですね。燃やすごみ、燃えるごみ

と書いています。じゃなくて、その燃えるごみの中から資源化できるもの、リサイクルで

きるもの、いろいろなことが考えられると思うんです。そこのところをもっともっとメ

スを入れていけば、ちょっと手数はかかるかもしれませんけれども、そこにはいわゆる

ＣＯ２排出削減の効果が出ると思うんです。この量は単純に出てきたごみの量だと思うの

ですが、そこら辺はどうなんですか。 

組合 今おっしゃっていただきましたように、資源化できるものもたくさん今燃やすごみの

中に含まれているような状況でございます。新ごみ処理施設におきましては、容器包装

プラスチック以外のプラスチック類、硬質のプラスチック類なども焼却せずに資源化し

ていく方向を 1 市 4 町さんの一般廃棄物処理基本計画でお示しいただきましたので、現

在よりも燃やす量というのは減らしていくということでこの施設規模を設定しておるも

のでございます。 

さらには、分別するということにつきましては、資源化できる項目はたくさんありま

すので、その中でも今の燃やすごみの中に缶類やびん類なども入っていたりします。そ

ういったところはやはり住民の皆様にしっかりと分別をしていただく。紙類についても

資源化できるものは資源化に回していくという形でご協力いただければ燃やすごみの量

も減らしていけるということでございますし、ＣＯ２の排出量も減っていくということで

ございますので、これから、今一般廃棄物処理基本計画では 15％、令和 13 年度までにご

みを減らしていくという目標を立てていただきましたので、令和 11 年度では 12.5％削

減していただかなければならない。それがギリギリ、それをしていただけるということ

を見込んでの処理施設の規模を決めているものでございますので、皆さんはこれからそ

れに向かって資源類をしっかり分別していただく。生ごみの水切りなどもしていただき

ながら重量を減らしていただくということにご協力いただきたいと思いますので、皆さ

んよろしくお願いいたします。 

司会 ありがとうございます。続きまして、環境保全に対するような見地からのご質問、あと

先ほどのパシフィックさんからの説明に対してのご質問をお受けいたしたいと思いま

す。複数手を挙げておられます。先ほど手を挙げておられた一番後ろの後段の方。 

多賀町 多賀町の●●と申します。前回の説明会の後、パシフィックさんのほうにはこの資料

は会社のほうに言ったんですかというところまでお伺いしました。直っていなかったの

で、改めて皆様に質問します。 

24 ページから 33ページまで数字がいっぱい並んでおります。これに、何でもそうです

けれども、いつ、どこで、誰がというのが原則になります。どこでというのは記入されて
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いますが、いつ、誰がこの調査をされたんですか。記入がありません。でなければ、この

数字というものは単なる数字を並べただけにすぎません。恐らく今日来ておられる報道

関係の方も、あれ？と思っておられると思います。事務局のほうも、これを見過ごしたと

いうことは非常に問題ではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

コンサル ご意見いただきましてありがとうございます。場所は書いてあるが、いつやったかわ

からない、誰がやったかわからないというところかと思いますが、まず実施者といたし

ましては、当社、パシフィックコンサルタンツ株式会社が彦根愛知犬上広域行政組合か

ら受託した業務の中で実施したというところになってございます。この弊社で実施した

結果を組合様のほうに報告をいたしまして、その結果を今日この説明会でご説明をさせ

ていただいているというふうな流れとなります。 

続きまして、実施した時期についてですが、本日説明した資料の 22ページ目には実施

時期やおおまかな月当たりの実施内容はお示しさせていただいたところではございます

が、本日配布した資料の巻末のほうになりますが、122 ページ目があるかと思います。本

日詳細な説明というところは内容が非常に多岐にわたるので割愛をさせていただいたと

ころですが、調査日一覧として巻末資料として掲載をしてございます。123 ページ目には

大気質や気象、124 ページ目には騒音、振動、悪臭、水質など、このような形で調査をし

てございます。こちらを逐一本日説明すると非常に時間がかかってしまいますので、こ

ちらの確認でお願いしたいと思いますが、時期についてはこちらに掲載しているという

ことでご理解をいただければ幸いでございます。以上です。 

司会 今のお答えに対しまして。 

多賀町 再質問させていただきます。パシフィックさんでダイオキシンの測定も全部自社でや

っておられるというふうに解釈していいんですね。 

コンサル 当社と、実際に機材を持っている会社に協力いただきながら行っているところはござ

いますが、当社が実施したというところでご理解いただければと思います。調査の結果

につきましては計量証明という形、証明書ですね、計量法に基づく正式な書類として発

行、それを提出させていただいているというところでございます。 

司会 ほかに質問のある方。真ん中の女性の方。 

日夏町 お疲れさまです。日夏町の●●といいます。いろいろ環境のデータもたくさん出して

いただいて、とても参考にさせていただいているところですけれども、私が一番不安な

のは、気候のことです。この間、3 回も短時間記録的大雨というのが、1 時間に 90 ミリ

降っています。それで、もともと軟弱地盤の荒神山のあの土地に、104 ページとか、この

辺が全部「事業者の見解」という文章が出ているところなんですが、浸水のリスクについ

ても書かれているところがあって、「敷地内の調整池に集水し、敷地から宇曽川に設置す

る専用の」、これ、112 ページですが、「専用の排水管により適切に排水する計画です。

施設稼働後の洪水浸水については滋賀県による浸水想定に基づき計画施設が浸水しない

よう検討しています」と書いていますが、非常に不安に思っているのは、高時川でも 30

分の間に 2ｍも水位が上がってしまったというような想定を超える事態になっていると

きに、あそこに本当にあの大きな施設を建てて、山から流れてくる雨水があそこの田畑

で吸収されて今まで収まっているところに、非常にたくさんの杭を打ち込んで大きな建

造物を建てるということによって、調整池で排水するので収まるかどうか、それがとて
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もとても不安なので、その辺の気象に関するデータがあればよかったなと思っています。

その辺はどのようにお考えなのでしょうか。 

コンサル アセスの内容と外れるところではあるのですが、そのあたり、滋賀県の湖東土木事務

所さんだったり、県の広域河川政策室さんだったり、河川協議をさせていただいて、きち

んと想定の見込むべき雨量を見込んだ上で、この敷地から出す雨水の量を計算した上で

調整池の容量や排水ポンプの容量を決めていって検討を進めているところです。 

今は敷地から宇曽川に出ていくところにフラップゲートがありまして、大雨が降ると

そこが閉まってしまう。敷地の周りから排水ができなくなる状況にありますけれども、

それは今後強制的に排水をする構造になりますので、状況としてはよくなるのかなとい

うところでございます。なので、既存の額戸川や既存の水路のほうに雨水が行かないよ

うに、この施設ができてしまうことで周辺を浸水させることがないようにということで

排水施設を計画していますので、ご理解いただければと思っております。 

司会 たくさん手を挙げていただいているのですが、本日初めて説明会に参加して質問した

いという方がいらっしゃいましたら優先的に指名させていただきたいと思います。いか

がですか。 

日夏ニュータ

ウン 

日夏ニュータウン 2 期自治会の者です。初めてこういう説明会に参加して聞かせてい

ただいたのですが、1 つ確認したいのは、64、65 ページの騒音や振動の予測・評価結果

というのがありますが、これについて、現況のレベルと、それから予測結果と差がほとん

どないんですよね。環境保全目標値というのがありますけれど、これにほぼ合わせた形

での予測結果になっている気がするんです。これは希望的数字ではないかと思われます。 

それと、例えば騒音についても、車両による増加分が 1 となっていますね。一方、振

動は車両による増加分が 3 から 6 になっています。増えています。振動がこれだけする

ということは、騒音は相当するのではないかというふうに考えられます。65 から 70 デシ

ベルといったら相当うるさいですよね。これ、1 時間にどのぐらいの工事車両が通過する

のかわからないですが、どのぐらいの車両の増加を見て予測しているのか。 

一方、渋滞のところにあった 1 時間に 100 台と見積もっておりますけれど、1 時間に

100 台ということは、40 秒ぐらいに 1 台通るということですね。そういうことで、本当

に正しい数字、予測をされているのかどうかということを確認したいと思います。 

コンサル ご質問いただきましてありがとうございます。まず 1 点目のご指摘をいただきました

評価そのものが基準に合わせていいようにやっているのではないかというふうに捉えた

ということですが、騒音や振動、これは道路の沿道についてですけれども、まず現況の状

況を把握しまして、それが環境基準を達成しているのかどうなのか。それによって現況

の騒音ないしは振動の影響が大きいか小さいか、そこを把握してございます。予測にお

いては、その現況の騒音や振動のレベルに対して将来的に工事車両が付加された場合に

どれだけ増加するかを計算しまして、それを付加して予測の結果を算出しているという

ところでございます。 

現況のレベルとしてほぼ環境基準と同値であるのですが、これは現況測定の結果、環

境基準とほぼ同じレベルであったということで、結構車の台数も多いという地域である

かなと思います。ですので、基準ギリギリで達成しているものの、比較的結構影響が出て

いるのかなという地域であるというふうに認識してございます。 
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それに対して、工事用車両の台数を想定してどれだけプラスになるかという予測はし

たのですが、参考として 63 ページ目に走行台数、詳細は準備書図書のほうに掲載はして

ございますが、1 日当たりで片道これだけ想定してございます。1 日ですので朝から夕方

まで工事をしたときにこれだけ走るということになり、実際には 8 時間ぐらい工事が行

われますので、これを 1 時間当たり平準化すれば大体 8 で割ったような数字が各道路の

工事用車両の台数になってくるということでお考えをいただければと思います。 

予測の結果ですが、騒音につきましては現況のレベルが結構高いというところがあり

ますので、工事用車両が付加されてもそこまで大きく新たに影響が加わっていくという

ところはないと想定してございます。ただ、今亀山地区というところでは現況で環境基

準を超えていますので、現況のレベルよりも悪化しない程度に収める。ほかの地点につ

いても環境基準は守るような台数となっているということでご理解いただければと思い

ます。 

また、振動のプラスの値が非常に大きいのではないかということですが、振動はもと

もと小さいレベルであったということがあり、ダンプトラックとか大型車両が走ります

ので、振動は現況に比べて大きくなっていくということが想定されます。しかし、目安と

しては、人が感じるレベルというところが 55 デシベルとに一般的に言われております。

また、こちらで示した保全目標値も 65 ということ、これは法的に決まった数字です。こ

れらの数字は十分下回るということで考えてございますので、車両が走行したことによ

って現況よりは値として増加はしているのですが、これが生活なされている環境に影響

するレベルであるかというところには達しないと。特段振動の影響というものは生じて

こないだろうということでこの結果から想定をしてございます。以上です。 

会場 今ずっと手を挙げていますけれども。 

司会 先ほど申しましたが、今回初めて参加していただいた方、あと前回説明会に参加して

いただいた方ということでご質問があるような方でしたら優先してご指名させていただ

きたいと思います。一番後段の方。 

大藪町 大藪町に在住する者でございます。ただいまアセスの準備書のそれぞれの概要をご説

明いただきました。皆さんこれを見てすぐになるほどというのがわからないぐらい非常

に難しい項目ばかりやと思うんです。我々もこれから勉強していかなあかんなというこ

とを思ったわけでございます。 

それぞれ行政事務組合さんがこういう環境アセスの関係でいろいろと調べていただい

て環境保全措置によって影響の回避または低減が図られるということを責任を持って断

言をされておりますので、この事業はぜひともどんどん進めていただいて、新しい清掃

工場を作っていただきたいと思います。アセスの中でいろいろと問題があるということ

もわかりますけれども、それぞれクリアしながら進めていただきたいと切に思いますの

で、よろしくお願いします。質問ではありませんが、以上、意見でございます。 

司会 貴重なご意見ありがとうございました。引き続いて、初めての方、一番前の方。 

清崎町 彦根市清崎町、地元から寄せてもらっている●●です。本当に地元です。聞きたいこと

は、ごみの搬入ですけれども、団体もあれば個人もあれば会社もある。いろいろなところ

の会社が入れよるんです、ごみを。ごみの飛散はないですか。100％ないですか。 

組合 準備書の内容から外れますが、飛散はさせないという形で。 
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清崎町 させないんですね。そうじゃなかったら、拾ったら、持ってきたら回収さすな。 

組合 誰がということで、また。 

清崎町 わかったらね。これはね、そうしてもらわんと、地元の者は、むしろ旗で反対ですと、

そういうことになるんですよ。前にそういうことがありました。そういうことで絶対に

ごみの飛散はさせないように。その点をお願いします。 

そして、今地盤改良に、地盤は 4ｍの地上げすると聞いたんですけど、これは何のため

に地上げしはるんですか。 

組合 浸水される想定エリアということですので、そこを浸水しないように盛土をします。 

清崎町 浸水というのはどれぐらいの水で浸水するんですか。 

組合 準備書から外れるのですが、滋賀県が 1000 年に 1度の大雨によって宇曽川が氾濫する

ようなことを想定した場合の浸水想定です。 

清崎町 今地図がありますね。百石橋の、何ページでしたっけ。宇曽川の一番幅の広い橋です。

102ｍか 103ｍある。 

コンサル 写真ですか。 

清崎町 百石橋のところですね。そこで今から、僕が 10 いくつのときです。伊勢湾台風が 1回

来たんです。9 月 25 日の夜、忘れられない。雨が降った。9月 25 日の夜、本当にすごい

水が、大水です。僕らは床上浸水です。夜で、水で攻められる、家を攻められる。逃げ場

がないので困る。そういうことですわ。ほんまに大変な目に遭うたんです。ああいうこと

は二度とないかといったら、そんなことはないんです。あるんです。あの辺は宇曽川がい

っぱい流れたら両方へ滝みたいに流れ落ちていたんです。ところが急に消えた。という

のは、新幹線の上（かみ）のほうで堤防が切れて、決壊、それによって消えたんですわ。

急に消えた。 

それで、地盤を上げはるのは何のため。設備を守るためですね。そこまで考えてはるの

なら、外から、上から、田んぼというものはダムの役目をしとるんです。おたくらみんな

知ってはる。ダムの役目をする田んぼが年々なくなっていくんです。一気に水が来るん

です。そうすると一気に水が来れば、水路の改修だとかできたらね。さっき言われた高時

川が一瞬に大水が来た。しょうがない、どうしようもない。誰の責任でもない。みんなど

うしてくれるんだという話。そこを言うているんですわ。 

そういうことで、一つ土地の造成も、それに対して河川の改良やら、改修やら、そうい

うこともついでにしてもらえるようにね。そして今言うように、あそこから 300ｍ隣に清

崎があるんです。絶対に新幹線の上で堤防が決壊したら、50 年に一遍、100 年に一遍の

ことでも水がつくんです。あなたはそこに住まはりますか。住むんだったらやってくだ

さいと。ここらはほんまに大変な目に遭うてるんです。僕が十いくつのときだった。伊勢

湾台風、忘れられない。そういうことです。ひとつよろしくお願いします。 

司会 申し訳ございません。予定の時間となってきました。先ほど申しましたが、今日初めて

ご質問をいただくという方がいらっしゃいましたら、あと最後。 

川瀬馬場町 川瀬馬場町の●●といいます。87 ページの文化財、現地調査、これ、皆さんが現地調

査され、聞き取り調査されて提出をされた。これだけの文化財、それから埋蔵文化財、こ

れだけあるところにあのような焼却場を作るのをどう思われますか。これ、お一人ずつ

お聞かせください。 
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コンサル ご意見いただきありがとうございます。今ご意見をいただいた文化財への影響につい

てどう考えるかご意見を申し上げさせていただきますが、今回北側に荒神山神社、遥拝

殿が存在するなど、そういった配慮すべきものは非常に多いということは把握してござ

いますが、こちらについては直接的に改変がされるというおそれはないのかなと考えて

ございます。事業区域と文化財の調査の結果を重ね合わせまして、直接的に何か壊して

しまうとか毀損してしまう、そういったおそれというのはまずないであろうと考えてご

ざいます。 

ただし、周辺からの風景が大きく変わったり、文化財や伝承文化のところにたどり着

く、アクセスするところに変化が生じたりということは考えられるのですが、なるべく

風景の変化にも配慮した計画とするとか、工事においても祭りの日を避けるとか、なる

べく保全措置を図っていく。そういったことによって影響を低減させていくということ

を行っていくということで考えてございます。以上です。 

司会 時間の都合もございますので、最後の方とさせていただきたいと思います。本日、また

前回初めて説明会に来て、こういった意見、また質問をしたいという方がおられました

ら。 

川瀬馬場町 川瀬馬場町の●●と申します。環境アセス、膨大な資料を作っていただきましてあり

がとうございました。参考までにお聞かせいただきたいのですが、24 ページのところに

トレーサーガスの放出を使用した係留気球とありますが、これはどんなガスを入れてお

られるのか。まさかダイオキシンだとか、ここに書いているような塩化水素だとか水銀

だとかいったものを入れてやるのではないとは思いますけれども、どんなガスを入れて

おられるのかということと、それからそのガスの量はどれぐらいあるのか。実際に焼却

炉を稼働しますと多分 24 時間煙突からガスが出っぱなしだと思うのですが、このトレー

サーガスの気球の中でどれだけのガスがあるのか知りませんが、いずれにしても計算で

出されていると思いますが、長時間にわたってガスがそこから出て、それを直接すると

いうのならわかりますが、この絵ではよくわからないのですが、下からガスを上げてい

るのかわかりませんけれども、いずれにしてもガス量が全体を把握するようなものでは

ないのではないかと思います。 

それから、60 ページに振動とありますが、騒音は音を出したらいいかわかりませんが、

振動は実際に音を出してされたのか、何か計算して出したのか、その辺がよくわからな

いところなので、教えていただけませんか。 

コンサル ご質問いただきありがとうございます。まず 1 点目の現地拡散実験についてですが、

こちらですが、実験用のガスとしまして、自然界には基本的に存在しない、ただし人体に

は無害であるということで、物質名としては、ちょっと長いのですが、パーフルオロメチ

ルシクロヘキサンという長い名前なのですが、そういったガスを使って実験を行ってご

ざいます。このガスは、今回の事業のみならず、ほかの同じような環境アセスメントでも

実績が多々あるものでございます。そちらを実験のときに、大体 1 時間ぐらい、本当に

微量なのですが、放出をしまして、それが地上部でどれだけ濃度として観測されるかと

いうことを実験で把握する。それによって、空気の流れ、今回計画地のすぐそばに荒神山

があって、ちょっと地形の起伏も激しい場所ですので、そういったところの予測の精度

を上げるために実験をしたというところでご理解をいただければと思います。 
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2 点目の振動の予測、61 ページ目ですが、こちらは施設の稼働時ということで、施設

の中に実際に焼却施設が稼働しましたらさまざまな機械、そういったものが設置される

ことになります。その機械ごとにどれだけの振動が出るかというところをまず条件を決

めまして、それはこれまでの既存のほかの清掃工場とか、そういったところの値も参考

にしながらなのですが、それを機械ごとに設定してあげる。実際に機械が稼働したら周

辺にどれだけ伝わっていくかというところを計算で出したというところでございます。

施設が稼働するとさまざまな機械が動いていくところなのですが、その影響が最大とな

る時期、そういったところを想定しまして予測をしっかりと行っているということでご

理解をいただければと思います。以上です。 

川瀬馬場町 もう 1つだけ。今のボリュームはどれぐらい。1 時間とおっしゃったのですが、先ほど

言いましたように 24 時間恐らく煙突からは排気ガスが出っぱなしだと思うのですが、そ

れを 1 時間で、ガスの量がどれぐらいあるのかわかりませんけれども、いずれにしても

計算でやるというふうには思いますけれども、その辺はどうなんですか。ちょっとくら

いのガスであれば、風の流れもいろいろあるし、そのときの風の流れによって一方向し

か流れないこともあるかもわからないし、これは何回もやって、風の方向を見ながら決

めていらっしゃると思うのですが、ボリューム的にはどうでしょうか。 

コンサル 少々お待ちいただけますでしょうか、すみません。 

司会 少しお待ちいただいている間に司会からご案内をさせていただきます。準備書に対す

る意見につきましては、アセス条例上の手続きの中で意見書というものを出していただ

く手続きがございます。29 日から 1 カ月間、図書の縦覧をさせていただいておりますけ

れども、意見書の提出につきましては、各縦覧場所に投函箱を置いておりますので、意見

については意見書に書いていただきまして投函していただきましたら事業者としての見

解をお示しさせていただくというような手続きになります。意見書の提出につきまして

は 10 月 12 日まで受け付けております。ただ縦覧期間につきましては 1 カ月ということ

にはなりますけれども、それから後、2週間につきましては組合の事務局で受け付けてお

りますので、郵送につきましては必着としておりますが、お持ちいただいても結構です。

このほか、メールで出していただくという手続きになります。そうしましたことから、本

日、残り時間がもうありませんので、意見につきましてはこちら、準備書の意見書のお手

続きの中で提出いただきますようよろしくお願いをいたします。 

コンサル 先ほどの実験の排出の量の話の回答をさせていただきます。今スライド、実験につき

ましては令和 3 年 7月と令和 4 年 1月、それぞれ 1 週間。1週間の中でそれぞれ 10 回ず

つ実験を行っております。 

量としましては、1 時間の間に、先ほど申したトレーサーガス、こちらを 1 時間当た

り、量としては 100ｇ程度という量にはなるのですが、この量はこれまでの環境アセスメ

ントの実績と比べても使用量は少ないほうであるということでお考えをいただければと

思います。 

夏と冬、それぞれ 10 回ずつ実験を行っているのですが、ご指摘をいただいたとおり風

向きによって影響の広がり方というのは違いますが、予測の精度を上げるというのが目

的ですので、例えば南から、平地のほうから風が吹いたらどうなのか、それとも西側とか

北側、山から越えてくる風のときにどう広がっていくのか、そこは当日の実験期間内の
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気象条件を確認しながら、風向きの状況を見ながら、いろいろな気象ケースでの実験が

行われるように配慮しながら実験をしたということでございます。以上です。 

清崎町 質問と意見です。1点目は簡単な質問です。今日初めて 139ｔという処理能力が出てい

ました。これまでプラスチックごみを分別しない場合に 147ｔ、分別する場合は 144ｔ、

15％削減をもとにして 140ｔという話でしたが、139ｔの根拠をよろしくお願いします。 

あと、以下、私たちはあまりエゴを出したらあかんと思って、荒神山建設反対という表

明はしていませんでしたけれど、これ、この前の広域議会の傍聴をしていましたら、広域

組合のほうからこういう判断がでました。議員の質問に対して、住民説明会では反対の

意見は出なかったということですので、広域組合の議員の皆さんは住民説明会でみんな

賛成だという判断で動いてしまうわけですね。私は明確に現時点で反対をしたいと思い

ます。そして見直しを求めます。とことん撤回するかどうかは別として、反対をして、見

直しを求めます。理由は以下のとおりです。 

1 つは、前から問題になっています軟弱地盤、地盤の問題が解決されていないからで

す。そちらの説明は全く納得ができません。盛土をして、圧密をして、そして地盤を強化

する。ところが、地下水は一方では溜まっていくわけです。どちらなのか。盛土で圧密を

すれば地下水はなくなりますし、そして地下水を残そうと思えば、これは軟弱地盤が変

わらないしということを思います。 

もう 1 つは、斜面に杭を打つわけですよね。20ｍから 48ｍが基盤の深さです。ビルに

すると 6 階建て、16 階建ての長い柱を建てるんです。こういうやり方は技術的な安全性

が保たれるのかどうかよくわかりません。説明がありません。この点で、やはり安全性が

最後絶対に問題になりますから、ぜひ説明をいただきたいと思います。 

2 点目ですが、西清崎を候補地にするということがこの前の 2 月の議会で撤回をされ

ました。これは説明がつかなかったからです。今回私たちの公開質問状に対して、これを

早める。本来はどういうふうになっていますというと、これまでずっと広域組合がどう

答えていたかというと、アセスの結果が出る、要するに来年ですね、令和 5 年において

正式に候補地が決定地になる。アセスが終わるまではあくまで候補地だと、こういうふ

うに答えていたのですが、2 月に破綻をしました。そして新しい理由をつけてきました。

どういう理由かというと、1 つは、都市計画の決定までに建設地が決まっていなければい

けない。このことは前からわかっていたはずです。それからもう 1 つは、清掃センター

は老朽化が進んでいる。それは前からわかっているから令和 11年に稼働するということ

になっていますので、令和 11 年よりも早くするのだったら別ですよ。でも令和 11 年か

ら稼働するんですから、これは理由にはならない。私は思うのですが、最初から大型あり

きで、後づけの理由でできるだけ早く着工したいというふうに思えてなりません。 

3 つ目ですが、これは大事なんですけれども、これをそのまま実行しますと、139ｔで

あれば、これは 2つの負の遺産が残ってきます。1つは、200 億は完全に超える、そうい

う負債が残る。これは誰が責任を取るのでしょうか。例えば甲良町で言ったら、40 億そ

こそこの 1 年間の予算で、11 億円、今の段階でですよ、200 億円で国から援助が来るこ

とが前提で 11 億円の負担が来る。今後負担が増えるわけですから、これを誰が責任を持

つのか。決定をするのは今の議員さんたちですけれども、後払いをするわけですから、大

変な予算、僕は破綻すると思います。彦根市から 4 町全部が。これを誰が責任を持つの
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かがはっきりしない。かつ、先ほどから出ていますが、ＣＯ２が 7年後に大量に出てくる

わけですね。この問題、私はあまり最初は信用しなかったのですが、台風で今最大瞬間風

速が 60ｍとか 70ｍとかテレビで出ています。学者の試算によりますと風速 90ｍになる

と言われています。こういうＣＯ２、温暖化による責任を誰が取るのか。私はこのごみ焼

却場で大量のごみを燃やすことによる責任が私たちにもあるし、行政の皆さん、広域組

合の議員の皆さんと各市町の議員の皆さんにあると思うんです。というよりも、あまり

議論していないんですね。毎回議員が出ていますけれども、傍聴に出ていますけれども、

ほとんど意見が出ないんです。2 人や 3 人が反対をして、あとはしゃんしゃんと終わる。

これで今回 2 つの負の遺産を残していいのかということです。真夏日が 2100 年段階で 4

カ月半という想定が出ていますが、これ、最初、信用しませんでした。しかし、この 6月

から真夏日ですよね。ということで、これは深刻に受け止める必要があると思います。 

最後ですが、これらの問題の解決は、私はごみ減量、ごみの半減だと思います。そし

て、それは可能だと思います。先ほどの負担を誰がするのか、どうするのかという議論を

していけば可能だと思います。いくつかあるのですが、1 つはごみ全体を半減する。そし

て、今 127ｔと、緊急時の災害時が 13ｔですから、緊急時の災害時のごみを一般の焼却、

毎日燃やすごみと一緒にしたらあかんと思います。それだけ減らすだけでも 127ｔにな

ります。それでごみを半減すれば私は 70ｔができると思うんです。これは皆さんが努力

すれば行けると思います。これを行けないというふうに最初から決めつけてやると、先

ほどのＣＯ２は残るし、200 億円から 300 億円の負債が残るわけです。この責任を誰が取

るんですかというふうに思います。皆さんで努力をしながらこれを明確にする必要があ

る。これが不明確なまま大型処理施設でやることについては反対です。そして見直しを

強く求めます。 

広域組合ではこういうことをちゃんと報告をしてください。広域組合では説明会では

反対はなかったという報告、これは事実と違うと思いますから、しっかり言うときたい

と思います。 

全体で 70ｔ規模の施設ならばさまざまな施設選択肢が出てくるし、解決する方法が見

えてきます。ぜひ検討をよろしくお願いいたします。 

組合 140ｔから 139ｔにさせていただいた根拠ですが、これは本年 7 月に 1 市 4 町、3 月に

策定されました一般廃棄物処理基本計画を改定されまして、そこで粗大ごみ等の処理量

を見直されたということで、それに合わせて施設規模が 1ｔだけ小さくなったというこ

とでございます。 

その他、軟弱地盤に対する取り組みであるとか対策であるとかいったところにつきま

しては、ご意見としてお伺いしまして、問題がないように対策を取っていくということ

でこれまでもご説明させていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

またごみ半減につきましても、実際半減というのはすべての方にしていただかなけれ

ばいけないということと、あと、事業所さんにおかれましてはこれまでからごみの量と

いうのが営業にも、自分のところの利益にもつながることから減量をかなり進めておら

れるところをまた半減してもらわないといけないというところもございます。また、オ

ムツを利用されている方につきましては、尿なんかですと 1 日 1.5 リッター出るような

ものですけれども、それがオムツとして燃やすごみに出されている状況で、家庭からの 1
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日の燃やすごみの量の半分以上を占めてしまっているような方もおられる中で、そうや

ってごみを減量できない方も必ずおられます。それを言いますと、半減ということです

けれども、半減以上していただかなければいけない方もたくさん出てくるということで、

今半減ができると言っていただいている方につきましてはもちろんそれを目指してやっ

ていただきたいと思いますし、それでやると 15％の目標というところも達成できるので

はないかと考えているところでございますので、ぜひとも半減は皆さん努力していただ

くのはしていただきたいと思いますし、できない方につきましても極力ごみを減量する

取り組みについてはやっていただきたいと考えております。以上でございます。 

清崎町 各市町で、これまで甲良町がごみ半減の政策が通りました。甲良町ではそのうち町と

してごみ半減の計画が作られる可能性が出てきています。各市町もそういうことの動き

が出てくると思います。 

質問ですけれども、各市町でごみ半減に向けた運動が議会で可決をされるという事態

のもとでは、この 140ｔと 120ｔのごみ処理施設は軽量化、場合によっては 70ｔ、こうい

うふうになり得るのかどうか質問です。 

組合 各市町の一般廃棄物処理基本計画がそのような半減ということで見直されるのであれ

ば、こちらとしましてもそれに合わせた施設にしていきたいと考えておりますが、ご理

解いただきたいと思います。 

司会 だいぶ予定時間も過ぎております。延長につきましては 12 時までとさせていただきた

いと思いますが、皆さん、よろしいでしょうか。ご質問ある方は。 

大山 大山自治会の●●と申します。91 ページ、工事車両の件についてお伺いします。大型

車両 100 台、先ほど質問の中でおっしゃられた 40 秒に 1 台の大型車両、当然 4ｍも嵩上

げされるということは、10ｔ車、それに当然土砂が積載されているわけですから、それ以

上の重さがあると思います。私、県道 2 号沿いに住んでおりまして、今でもコンテナ、

海上コンテナ、ヘッドをけん引されて各工場に運搬されておりますけれども、すごい振

動です。これが 40 秒に 1台程度通るということであれば、かなりの騒音、振動が予想さ

れます。7時から 8時台初頭は工事用車両の負荷を下げる方針とするということですが、

これは原則やっていただかないようにお願いしたいと思います。当然今の状況でもここ

に載っておりますように、賀田山西交差点、ひどいときには 330ｍの渋滞、これは慣例的

に発生しております。このような状況の中で 7 時から 8 時までに工事車両が通行すると

いうことは負荷というよりも、より拍車をかける状況で、悪影響としか言いようがあり

ませんので、これは絶対にやめていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

組合 おっしゃっていただきましたように、我々も現状、渋滞がされる時間というところま

で把握しておりますので、もちろん学校の通学の時間、帰ってくる帰宅の時間なんかも

配慮していくという形で考えておりますので、おっしゃっていただいた時間は工事車両

が通行しないような形で進めていきたいと考えております。 

司会 それでは、これで質疑の時間を終わらせていただきます。まだまだ質問があろうかと思

いますが、後日、行政組合にご連絡いただけましたら別途、ご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、先ほどの説明にもありましたが、各縦覧場所や当組合にて意見書の受付をしてお

りますので、縦覧期間中に準備書をご覧いただいて、環境保全の見地からのご意見を賜り
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ますよう、よろしくお願いいたします。 

さらに、意見書の様式については、各縦覧場所に用意しておりますが、本日ご希望の方

がおられましたら、お渡ししますのでお申し付けください。 

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たいと思います。 

ありがとうございました。 

 


