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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：午後の部） 全文 

 

日 時 令和 4年 9 月 4 日（日）14時 00 分～15 時 30 分 

場 所 南地区公民館 大会議室 

参 加 者 

30 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、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、こんにちは。 

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。 

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いるとこ

ろです。 

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、

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

せる措置を講じるために、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

進めているところでございます。この環境アセスメントにつきましては、環境影響評価

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、住民の皆様からご意見や

知事意見などを頂戴し、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、この準備書を作成する前としまして、これまでに実施しました調

査、予測、評価の結果を整理して、環境保全に関する考え方を取りまとめました環境影響

評価準備書の素案を作成して、この段階で説明会を開催させていただきました。 

本日の説明会は、8 月に作成しましたこの環境影響評価準備書につきまして改めて圏

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。 

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思

いますので、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。誠に簡単ではござい

ますが、わたくしの挨拶とさせていただきます。 

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。 

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
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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

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。  
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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。 

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



5 

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。 

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。 
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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。 

○○町 64 ページ、65 ページなんですけれども、この表。 

司会 自治会名をお願いします。 

亀山ニュータ

ウンⅢ期 

 

亀山町ニュータウンⅢ期です。この 64 ページの上から 2 行目、亀山地区ですが、ここ

について私、疑問に思うのですが、環境保全目標値、これ、68 と書かれていますけれど

も、実際には 65 なんでしょうか、70 なんでしょうか。 

それと、それに関連して言いますと、上の騒音に関しては 65、68、あと 70、下の振動

に関しては全地点が 65。これも法令といいますか、環境評価ですか、に従ったというこ

となんですけれども、何か恣意的な数字になっている気がします。 

問題はＢ地点なんですよね。本来、現況の騒音レベルが環境保全目標値を超えていま

す。しかし、工事が始まってもその値は変わりませんと。なぜならば車両の増加分はゼロ

ですよと。でもゼロであっても既に環境の目標値を超えているわけですね。だとすれば、

この地点は車が通ったらあかんというふうにすべきでは本来ないのか。これは環境影響

調査とは直接関係ないかもしれませんが、物事の道理として、現実に環境保全目標値を

超えているところ、そこの影響はありませんと言ってあるんだけれども、そんなことは

実際ないですよね、車両が増えるわけですから。現実にもう超えているわけですね。だっ

たら環境保全目標値を現状超えているのだから、通行をやめさせるといいますか、止め

る、それが本来の考え方といいますか、常識的なとらえ方ではないかなと思います。 

この表全体を見ておりますと、何か作為性といいますか、感じるんです。上の表の注

2、小さいですけれど、「現況騒音レベルが環境基準を超過する場合は現況騒音レベルを

環境保全目標値とした」と。何回も繰り返しますけれども、現行、目標値を既に超えてい

るんです。それを目標値とするというのはどうなんですかね。むしろ目標に近づく努力

をする。これは決して広域組合さんの仕事ではないと思うのですが、社会的にそういう

地点があるのであれば、それを減らすほうに動くべきだ、そういう何らかのアクション

を取るべきだ、そんなふうに思うのですが。以上です。 

コンサル ご意見いただきましてありがとうございます。今のご意見、特に市道芹橋彦富線に関

する騒音や振動の状況ということでございます。まず 1 点目、保全目標値をどう設定し

ているかというところなのですが、市道芹橋彦富線は騒音の環境基準としては従来 65 デ

シベルということで設定されております。65 とか 70 という数字は 64 ページ目に出てき

ているのですが、こちらはＡとＢ、65 となる場所は市道で彦根市が管理する道路、Ｃか

らＦは県道となっております。環境基準は環境基本法に基づき設定されているのですが、

主に県道以上、地域の幹線交通を担う道路と呼ばれているのですが、こちらでは道路端

では昼間 70 デシベルという値が適用されます。交通量が多いので若干緩めの基準となっ

ている。ただし、市道については地域の土地利用の状況にもよるのですが、例えば 65 と

いう値が設定されていたりして、この地域では 65 を適用するということで決まっており
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ますので、65 デシベルとしているということになります。 

規制基準で言いますと、振動はすべて 65 ですが、これは先ほどのように市道とか県道

によって区分したりしませんので、これはすべて 65 ということで一律定まっているとい

うことでご理解いただければと思います。 

続きまして、市道芹橋彦富線で基準を超えているから保全目標値を変えていいのかと

いうところなのですが、こちらはご認識のとおり現状の値というのはあくまで現在の一

般車両だけが走行した場合の値ということで 68、今後事業を行っても最低限、仮に車両

を走らせたとしても現状より悪化させないということを最低ラインにしようということ

で、ここは環境基準ではなく、現況の騒音レベルということで想定している場所でござ

います。 

ただし、ご意見をいただきました、そういった場所は本当に走らせていいのかという

ところは近隣の住民の方が心配されるところもあろうかと思います。工事用車両の走行

場所は、今予定としまして環境影響評価でお示ししてございますが、将来的な具体のル

ートや台数というところは今後工事計画の中で検討を行っていきますので、その中で必

要な場合には配慮していくということになろうかと考えております。また台数も極端に

集中させないとか、そういうところは環境保全措置としても検討しておりますので、地

域の騒音の影響、振動の影響がないように努めていく、そんなふうに工事計画を考えて

いくということで予定してございます。以上となります。 

司会 よろしいですか。次、質問のある方。中ほどの女性の方。 

清崎町 お務めご苦労さまです。暑い中、本当にありがとうございます。 

冒頭に近藤さんからお話がありました候補地は西清崎ということが決まりました。私

たち、今までいろいろな人から話を聞いていまして、説明の環境基準、これが出てから候

補地が決まると私は聞いていたんです。だから、今日ここに来て、えっ決まっていたのか

なというのが第一の問題です。私の意見が間違っていたらおっしゃってくださいね。今

までずっと、ここ 2 年ほどいろいろなお話を聞いていて、西清崎に決定はまだされてい

ないよというふうな話は聞いていました。この結果が出てから決まるというふうに私は

聞いておりました。だから、今日説明いただいたこれも西清崎に決定、確定した上での環

境調査をやっておられたんだなということもわかりました。 

だけど、焼却場が必要なことは私も重々わかっております。候補地がどこにあるかと

いうのも曖昧なままにここに決められたというのも今わかりました。迷惑施設だからみ

んなどこも嫌がると思うのですが、今の環境調査書を見ているといずれも問題ない、問

題ないということです。だから、問題ないものはどこに持っていったっていいわけでし

ょう。何も西清崎みたいな重大なところへ、わざわざ工事費もかかる、費用もかかる、維

持管理もこれから大変だというところになぜ持ってくるのかということなんです。いろ

はのい、なんですわ。この世界的な環境の悪化で、午前中でも言われていましたが、降水

量がすごいでしょう。台風もすごいでしょう。パキスタンとかアフガニスタンでもすご

い干ばつとか洪水とか起こっているじゃないですか。世界中の問題なんですよ。日本だ

け別やということは絶対言えないことであって、それを踏まえた上で候補地を決定して

いただきたいと思うのですが、でも雨が降ったら高いところから下（しも）のほうに流れ

るのは当然のことでありますよね。まして私は清崎の人間ですけれども、荒神山の麓の
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ことはよく知っております、50 年ほど前から。あそこは特に重大なんです。それで、工

事するに当たってはどれだけ費用がかかるかなと私らの会で試算したこともあるんで

す、専門家も交えてね。そういうところ、お金がかかるところにあえて難しいところに何

でやるのかなというのがものすごく疑問なんです。この環境評価を見たら、全然どうも

ないということでしょう。そういうことでしょう？ ですよね？ 焼却場を作るのだっ

たらできるだけ、環境評価に問題ないのだったらどこでもいいわけだから、危ないとこ

ろはやめてほしいと思うんです。皆さんそう思いませんか。 

お金の問題で申し訳ないんですけれども、みんなこれ、税金でしょう。国からの補助金

も税金だし、各市町村からもみんなこれ税金なんですよ。200 億と言うてはったけど、200

億でできるわけないね、いろいろ今までの説明を聞いていたら。 

だから、そのあたりをよく考えて、私は候補地が決まったというのは今日初めて聞い

てびっくりしているんです。評価があって初めて決まるものであって、問題がないとい

うことで決まるものであって、これ、おかしいじゃないですか。そう思いませんか、皆さ

ん。問題がなかったらどこに持っていったって一緒。本当はそういうことを考えていた

だきたいし、真剣にほんまに考えてほしいと思います。 

荒神山は問題あるね、自然のことについて。鳥とかはものすごく神経質ですから、こう

いう大きなものが工事でどれぐらいかかるか私ははっきり存じていませんけれども、そ

れはいなくなってもしょうがないですね。それが荒神山から里へ降りてきたりする可能

性もありますやん。そういうこともいろいろ、それも調査してほしいし、問題ないという

のは大きな間違いやと思います。だから、地元の人間のほんまの声、本当の意味での声を

聞けているのかということを私は言いたいだけの話で、その方針でお願いしたいと思う

んです。本当のことを言ったら、引き返すのだったら今しかないと思うし。 

司会 ご質問の内容としては、候補地が西清崎に決定した、その点ですよね。 

清崎町 それもあります。 

司会 それをお答えさせていただいて、またご意見をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

清崎町 わかりました。 

組合 候補地としては、当初 4 つの候補地から建設候補地として 1 つに絞ってきたわけです

が、お話しいただいているのは建設地として進めることについてはまだ先だということ

で、候補地はもともと候補地でございます。 

ここの候補地、西清崎で今回アセス、環境影響評価を実施したわけですが、ほかの 3つ

のところでは実施をしていないわけですので、もし違う場所でやったときにそこが問題

ないかどうかということは今回の問題とはまた別で、改めてその場所でやっていくわけ

ですから、もしかしたら問題があるかもしれないということでございます。 

また、ほかの候補地はお金がかからないかどうかというところですが、そのあたりも

当初概算ではありますが、試算をしておりまして、ほかのところもかなりお金がかかる

ところもありますし、応募していただいたところによってはもっと建設費がかかってく

るところもありましたので、そういったことを総合的に判断して西清崎が建設候補地と

してこの圏域では最も適しているということで判断されてなっているものでございます

ので、ご理解いただきたいと思います。 
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清崎町 だから、候補地に決まったのはわかりました。建設するに当たって、ここはほかと比べ

ても安くできるのかという話。どこの候補地を試算されたのですか。どこの候補地、ここ

と違いがあってかなり向こうが高いという計算をされたんですか。 

組合 4 つの候補地というのが愛荘町の竹原区、彦根市ですと原町と下西川町。愛荘町の竹原

については応募地の大部分が土砂災害の警戒エリアに指定されているところもありま

す。そのためにお金もかかってくる。下西川町はここよりもさらに軟弱で、支持層がもっ

と深いところにあるということですので、盛土等、造成にはかなりかかってくるという

ことでございます。原町についても敷地の形がちょっと四角ではなくて縦長ということ

もあったりして、施設配置もかなり難しいところがあるうえに、土地自体が高いという

ところもありますし、今既に土砂災害の警戒エリアに指定をされている部分が敷地内に

できてきているということですので、今からということになるとかなり費用もかかって

くると想定をしているところでございます。 

清崎町 そうしたら、ここでやるのが一番安価でできるということですよね。そういうことで

すね。そういうことで受け止めたらいいんですね。 

組合 我々が今までの想定の中では、概算費用ではそういうことでございますけれども、実

際にやろうとしたときにはまた新たに見積もりを取っていかなければいけません。けれ

ども、当初の想定ではそういうことでございます。 

清崎町 それを考えたら、騙されているみたいなもんやな。これだけ概算で今の自民党と一緒

やんか。 

司会 ご意見ありがとうございます。続いてご質問のある方。前の方。 

日夏町 私、日夏町の●●です。私はこういう会に初めて参加させてもらってよく内容がわか

らないのですが、ストーカ式焼却方式、こういう方式というのはどういう方式なのかな

と最初に思ったのと、あと、最近あまり言われないですが、ダイオキシン問題。このダイ

オキシンの対策はどのようになっている焼却炉なのか。あと、今お話がありましたが、チ

ラッと聞いた話だと地質に問題があって、地盤沈下するので杭を打つという話もあった

ので、その辺はどういう杭を打たれるのかなとか。杭を打っても建物自体は杭の支えで

沈下しないけれど、ほかの道路とか、その辺の沈下は大丈夫なのかなとか、そういう心配

をしています。いっぱい質問があるのですが、焼却した後の残渣、これはいろいろと反応

生成物を乾燥状態とかするのか、この辺の説明をしていただいたら嬉しいと思います。

いっぱい質問があるんですけど、すみませんね。 

コンサル まず 1 点目でご質問いただいたストーカ式焼却方式ですが、今の彦根市の清掃センタ

ーと一緒で、焼却炉の中に火格子というものが階段状に設置をされています。ごみを入

れたところから階段状に火格子という鉄の格子が設置されていまして、その階段の上を

順番に下のほうに転がりながら物が燃えていく、そういった方式です。その方式によっ

て、まずごみを乾燥させて、燃やして、最後燃え切らせるという 3 段階で安定的にごみ

を完全燃焼させるというものでございます。 

日夏町 ただ、燃料が必要ですよね。 

コンサル 燃料は最初だけです。最初、ごみを入れて燃やし始めるときだけ燃料をつけて、あとは

ごみを入れていくことで自燃させるという方式です。 

ダイオキシンについては、ごみの焼却温度を 850 度以上、廃掃法によって指定された
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温度になりますけれども、高温で燃焼させることでダイオキシンが出ないように、不完

全燃焼が生じないようにするということ。また、排ガス中からのダイオキシンの再合成

が起きないように排ガスを急速に冷やして排出するということで、できるだけダイオキ

シンが生じないような方式になります。 

杭と地盤沈下の話は、彦根市は琵琶湖沿いなのでどこも地盤上そんなに強くないとこ

ろだと思います。ここだけがというわけではなくて。なので、軟弱な層というのが下の支

持層と呼ばれる固い地盤までの間にいくらかありますので、それなりの長さの杭を打っ

て建物を支持させるというのが一般的な工法かなと思います。 

杭は建物を支えるのですが、周りは沈下しないのかというところですが、今回現況地

盤＋2ｍぐらいの高さの盛土をしますので、その盛土の荷重によって下が沈下していくと

いうところです。なので、そのままやってしまうと建物と構造物の間に隙間ができてし

まうということになるのですが、そうならないように造成工事の前に沈下しやすいよう

にしておく。沈下しやすいようにというのは、中の水が軟弱層、腐植土層という葉っぱが

腐ったような層ですが、そこにぐじゅぐじゅと水が溜まっていますので、その水を上に

出しやすいようにドレーンを置いて排水促進をして、盛土の荷重によって締め固めてお

くことで、施設が竣工してから地盤沈下が生じないように対策をしておくという工法に

なります。ご質問の答えとしては以上になります。 

日夏町 ダイオキシンとかそういう環境の分析ですね、そういうのはある程度頻度を決めて実

施されるんですよね。 

コンサル それは動き始めてからということですかね。もちろん焼却場はそれが求められていま

すので、年何回か法的に求められた分析頻度がありますので、それに従って排ガスのほ

うもそうですし、焼却灰のほうも分析をしていくことになります。 

日夏町 ありがとうございます。 

司会 次に後ろ、後段の方で手を挙げていただきましたので、お願いします。 

豊郷町 豊郷町の●●と申します。今日は環境評価準備書に関する説明会なのですが、その前

提となります処理施設整備事業そのものについて少し質問させていただきたいと思いま

す。 

といいますのは、彦根愛知犬上地域の一般ごみ処理基本計画、この 7 月に改定されて

いるんですね。まずお聞きします。 

その改定の理由が、本計画策定に用いた数値と実際の数値に乖離があることが判明し

たので修正をするという理由ですね。何が変わったのか。犬上 3 町のごみの排出量の実

績数値、当然ここが変われば将来ごみ量の推計値やごみ減量目標数値が変わるのは当然

ですね。例えば豊郷町で言いますと、令和元年度の 1 人当たりのごみ排出量は 888 であ

ったのが、実際は 704 であった。これを私、計算しました。年間 1人当たりですと 63,509

グラム、これ、うちの町の人口で掛け合わせたら相当な数字になる。犬上 3 町全体がそ

うだと思うんです。 

なぜこういう乖離があったのかと言えば、ごみの推定値を作るときに、トラックの荷

重分をごみの量に計算していた。これ、町の説明です。となると、この施設の排出量の基

礎となった平成 24 年から令和 3年度分の数値が全然違ってくる。そうでしょう。そもそ

ものところをもう一度やり直さなければならない。私はたまたまといいますか、私は議
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員をしておりますので、この 9 月議会の前に一般質問を出していろいろ調査してわかっ

たんです。この 7 月に改定をされているのですが、この改定版でそもそもの計画の見直

しをされたのかどうか。これ、全然数値が違うじゃない。これは根本的問題ですよ。 

その修正に基づいてごみの実績量、計算をし直しされたのか。された結果、これまで

139ｔとか 140ｔとか言われていましたけれど、その数値がどうなったのか。そしてその

計算、修正をした数値は今日も公表されていません。ただ、私が今日資料を持ってきたか

ら、皆さんにお伝えしておかなければならないと思って持ってきました。そうでしょう。 

数値が改定されたのかどうか、まずお聞きをします。 

組合 おっしゃっていただきましたとおり、この 7 月に 1 市 4 町すべてでの改定ということ

になるのはこの圏域全体の一般廃棄物処理基本計画も合わせてということでございます

ので、改定をされております。 

この数値に乖離があったというのは犬上郡の 3 町ということでございます。乖離があ

ったものは、今おっしゃったとおり、粗大ごみをトラックの荷重で一緒にされていたと

いう、おっしゃったとおりでございますし、ペットボトルについても若干重量の換算の

方法が違ったということで、それにつきましては、前回の素案の段階でお示ししている

形のリサイクル施設の規模もその分小さくさせていただいています。 

粗大ごみの中でも木製の粗大ごみについては破砕して焼却施設で処理するということ

になりますので、木製の粗大ごみの割合としても、そうしますと熱回収施設の規模も小

さくなってくるということで、前回 140ｔでお示ししていたのが、139ｔ、日量にして 1

ｔ分小さくなるということで試算をし直しましたのが本日お示ししている数値になりま

す。若干小さくなっております。 

豊郷町 つまり、まず数値は改定されたんですね。下方修正なんですよね。であれば、こういう

ふうに下方修正されたというのは、今日この説明会をする前に広く皆さんに資料として

提出するべきではないですか。それは今後どうされますか。 

組合 一般廃棄物処理基本計画のほうは修正をされているということで、我々もそれに合わ

せて修正はしているのですが、施設整備基本計画としては組合の基本計画は一切今のと

ころ改定は何もしていないということでございまして、この規模については皆さんにお

示ししている環境影響評価の中でやっているということでございます。 

豊郷町 施設整備、数値の改定はしたけれど、施設整備基本計画の改定はやっていないんでし

ょう。おかしいじゃないですか。やるべきでしょう。基礎データが違ってくるんだから。 

コンサル 規模は今日の資料で改定した規模を書いています。 

豊郷町 申し訳ない、私、まだ質問していますので、話を最後まで聞いていただきたい。 

私が言いたいのは、まず、今日私がこの資料を持ってこなければ、数値が下方修正され

ているということを皆さん知らないわけでしょう。そういう姿勢がどうなのかというこ

とをまず問うているわけです。 

2 つ目に、私がお聞きしたのは、下方修正した数値でもう一度計算された数値を私ども

に示してください。示すべきでしょう。それは施設整備基本計画で。やっていますという

のでは駄目ですよ。今ここでやっていますと言われた。今日初めて私が質問してわかっ

たわけです。だから、数値に乖離があったわけですから、今申し上げませんけど、それに

基づいて、例えば平成 24 年から令和 3 年度までの 8 年間のごみの排出量がこの施設整備
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の基本になっているわけでしょう。そうじゃないですか。そういう計算をし直した結果

がどうかというのを、これは私たちに示す責任があると思いますので、ぜひ示していた

だきたい。その責任があるということだけ申し上げておきます。 

組合 施設整備基本計画につきましてはあくまでも基本計画という形で、施設規模が当初の

予定規模よりも大きくなる場合は改定していくという方針でずっと決まっていったもの

でございますが、小さくしていく分についてはこういった住民説明会の場でご説明させ

て、ちょっと下方修正されたことについては本日説明がございませんでしたので大変申

し訳ないのですが、今改めて令和元年度の実績を最新データとしたデータをもとにもう

一度試算をしているところでございまして、それは昨年度まで 1 市 4 町でごみの分別方

法、減量とか決めていただく。1市 4町の住民代表からなる検討委員会の中でその推計を

されたということでございます。我々はその数値をいただいて一旦 140ｔというところ

までは前回の準備書素案の段階のときには示させていただいたのですが、その後も下方

修正があったということで、改めて 139ｔ、焼却施設については 1ｔ小さくさせていただ

いたということでございます。 

豊郷町 これを最後にします。聞きようによっては下方修正だから示さなくてもいいんだとい

うふうに聞こえるわけです。大きくなってお金もたくさんかかるようになったのではな

いから、小さくなるのだから示さなかったみたいなふうに、聞きようによってはね、悪く

なっていないから。これはいいですけれど、ぜひ示していただきたい。 

確認ですが、その計算の結果、下方修正した結果で、今 1 日 139ｔと言われたのです

が、この数値はどうなりましたか。 

組合 見直して 139ｔです。7 月に開催させていただいた準備書の素案の段階では 140ｔとい

う形でお示しさせていただいていまして、改定があって 1ｔ減らしたということでござ

います。 

豊郷町 だから、下方修正した結果、その数値は変わったのかと聞いている。 

組合 試算するものは数値を変えて、過去の粗大込み、3町さんの粗大ごみ、ペットボトルの

数値を変えて試算したのがこの数値でございます。 

司会 次、ご質問。その前の方。 

清崎町 清崎町の●●です。確認と意見ですが、86 ページの表の中に赤い数字があって、例え

ば右の本施設の発電で 6,178ｔという表記があります。これを見ると発電量が相当大きい

から、これでＣＯ２削減の 1 つの理由になっているように見えるのですが、これはこうい

うことでいいでしょうかね。その左上のほうにごみの焼却が 16,603ｔとあります。これ、

これだけ燃やす、すなわちこれは今の話でいくと 139ｔを毎日燃やすという前提ですが、

そこから出てきていると思うのですが、その結果発電が何％になるのか。燃やせば 6,178

ｔ浮いてくるから、それで発電効果がある、ＣＯ２削減効果があると言うのですが、逆に

考えたら 16,603ｔを半分にすれば、これは 8,000ｔ余りがＣＯ２削減できるんです。そう

すると、右下の発電による 6,178ｔというのは意味がなくなるんです。たくさん燃やして

一定の率で出てくる発電量によってＣＯ２の減少を図るというごまかしはやめたほうが

いいです。こんなことをやるのだったら、ごみの焼却を減らすということのほうがずっ

とずっと大事だと思います。 

あといくつか意見ですが、当初から、この会場、今日、多分住民説明会は今日で終わり
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じゃないですかね。準備書に関わるものに質疑を限るのはおかしいと思います。基本的

な流れの中でのやり取りなんですから。 

それで、盛んに先ほど質問が出ていましたが、盛土のことは無理があります。私たちが

いくら質問しても、1 つは盛土によって水が抜かれる。一応わかります。水をとことん抜

いてしまえば、これは地下水はなくなる。真ん中に強力な地盤があれば別ですが、これは

いくら質問しても盛土によって全部地下水を抜くのか、それとも地下水を残そうと思っ

たら盛土が曖昧、地盤強化が曖昧になりますので、これ、全然答えがないです。 

もう 1点は、岩盤が 20ｍから 48ｍ奥にある。この斜面に杭を打つという打ち方が、素

人が考えると非常に安定性がないように思うのですが、そういうことについても答えが

ぜひ欲しいと思います。安全性の面でも技術的な面でも問題がある。 

さらに言うと、費用が全然明らかにされていません。200 億円とは別だと思いますけれ

ども、そうなのか、違うのか。費用の問題で言うと、その他の造成だとか、さまざまな問

題について総合的な費用はいつ明らかになるのか。事が決まってしまうときに明らかに

なるのでは遅いと思います。来年の 2 月に明らかにしながら、すぐに決定地を決めると

いうことはおかしいと思います。いつ決まるのかということです。 

2 番目です。先ほどから出てきています西清崎を最終候補地、候補地というふうには決

まっています。これについては 2 月のときに、2 月の広域組合の議会で、候補地ではなく

て建設地にしようという案が撤回をされました。それはなぜかと言ったら、理由が説明

できなかったんです。今までの確認として、環境影響評価、来年の 7 月、それが終わっ

てから決定地を決めるという約束をしているものですから、その説明ができずに破綻し

たんです。ところがおかしなことに今回は別の理由を持ってきて、1 つは都市計画決定を

するのにそこに間に合っていなければいけない。そんなことは前からわかっていたでし

ょう、わかっていたとすれば。それから、実施方針というのが出てきます。実施方針が出

てくるときに決定地になっていないと困る。そういう新しい事実を後付けして、ここは

質問ですけれども、そういう後付けをしたのはパシコンですか、誰なんですか。はっきり

しないんですけど。パシコンがそういうことを入れ知恵したんだというふうに思ってい

ます。大型ありきが先にあって、理屈は後でつけて、とにかく建設を早めるというやり方

に思えてなりません。違うのだったら違うと言ってほしいと思います。 

3 つ目ですが、これは重大な問題ですけれど、先ほど最初に質問したのもそうなんです

が、このまま建設が進みますと、139ｔで進みますと大きな大きな 2 つの負の遺産が出て

きます。1つはお金です。200 億は絶対に超えるんですから、道路も入れると 227 億円を

超える。恐らく 300 億円、これ、わからないんですね。わからないまま行くのは非常に

おかしいんですけれども、300 億円行くのではないでしょうか。200 億円前提で計算して、

コンピュータでマニュアルを作っていれたら、甲良町は 11 億円の負担だということで

す。甲良町の予算は年間 40 億円です。その中で 11 億円をどう負担するんですか。こん

なの破綻するに決まっているんですよ。時間がかかる、1 年で使うにしても。こういう無

茶苦茶な決定を一体誰が責任を取るんですか。私は広域組合の傍聴に出ていますけれど

も、意見を言うのは 2 人か 3 人です。あとの人はみんな黙っておって、何を考えている

かわからないまま賛成して手を挙げるんです。あの人たちが責任を負うとは到底思えま

せん。この 200 億円か 300 億円の分担された分担金を誰がどういう責任を持つんですか。
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重大な負債が残ります。ここを思考停止にして曖昧にしたらいけないと思います。 

もう 1つは昨今問題になっているＣＯ２がぼんぼん吐き出されて、先ほども議論になっ

ていました。台風の風速が 90ｍという予想があります。私はこれは大げさだと思いまし

たが、最近は 60ｍの瞬間風速が来ていますね。72ｍという予測もあるんです。これ、現

実の問題として出てきています。30 度を超える日が 4 カ月半という予測もありましたが、

これも現実のものになってきています。このＣＯ２の増加によるさまざまな気象現象、こ

こだけの責任ではありません。誰が責任を取るんですか。7年後にあの荒神山の麓でＣＯ

２をモクモクと吐き出す新しい施設ができるんです。発電所なんか要らないんです。半分

に減らせばモクモクもモクぐらいに減るんです。そして滋賀県も半分に減らすと言って

いるんですよ。だったら私たちもそれをやったらいいじゃないですか。みんなで頑張っ

たら絶対できますよ。和田市長があそこの野瀬町にある清掃センターのい焼却炉が壊れ

たときにきちんと訴えたらごみが 5％減ったじゃないですか。ということで、ごみの減量

にしっかり踏み出す。そうすればさまざまな問題の解決が出来ます。70ｔでいいじゃな

いですか。最初から大型ありきなんです。彦根市の市議会のやりとりを見ても、最初こう

いう結論だったからそこに沿ってやるという、大型施設ありきなんです。ここを今抜本

的に変えれば新しい展開になるんです。その中で荒神山でいいのか悪いのか、というの

が出てきます。私は今のまま荒神山に作ることは絶対に反対です。そして見直しをして

ほしいと思います。 

説明会では反対はなかったという報告が広域議会の中でされていますから、何かうや

むやなうちに住民も巻き込んでみんな賛成したというようなやり方は絶対にまずいと思

います。なぜならば必ず 2 つの遺産が残るんです。これは私たちの責任でもあるし、そ

この事務局の皆さんの責任でもあるし、それから広域組合の責任でもある。そして市町

の議員の責任なんですけど、誰も責任を持たずに、これが実施をされる。見ておれないん

です。ぜひ再検討してください。 

司会 ありがとうございました。ご意見としてお聞きしておいてよろしいでしょうか。 

清崎町 はい。ぜひ受け入れてください。 

司会 その他ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。前の方。 

日夏ニュータ

ウン 

日夏ニュータウンの●●と申します。私、素人なのでわからないのですが、今回の 23

ページ以降の資料は現地調査の結果をもとにシミュレーションされたと思うのですが、

例えば地上気象、排気ガスというか、排煙について、地上 10ｍの風速をもとに観測地点

を算出されていると思うのですが、実際の煙突高さは 59ｍでしたか、もっと高いですよ

ね。これの妥当性が正しいのかどうなのか。それからもう 1 つ、トレーサーガスを放出

する地点、この高さが書いていないですね。高さが違うことに対する、要は風向きが違う

と思うのですが、日夏だったらもうちょっと西風なんです。なので、シミュレーションの

元のデータが本当に正しいのかなという妥当性を知りたい。 

それからもう 1 つ、排水、地下水汚染というか、そういったことに対するリスク回避

はどういったことをされているのかということで、影響度が高いけれども発生頻度は低

いと考えておられるから大丈夫ですよと言っているのか、言っていたとしても、影響度

が高いものについてはそれに対してどうするべきかというリスク管理をしないといけな

いと思うのですが、それはどういったものが入っているかということ。 
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それから最後に、景観のところで、問題ないですということが書いてあるのですが、煙

突から煙が出ている状態で、それが本当に景観は大丈夫なのかということがあると思う。

特に荒神山の向こうのセンターとか、そういったところで子どもたちが遊んでいますし、

荒神山に登って登山する人もたくさんいると思うのですが、そういった人たちへの影響

とか、地域に住んでいる、すぐ近くに住宅もたくさんあるので、そこにいる人たちへの影

響とか考えると、景観も含めてちょっと心配なのですが、その辺のところがあったら教

えてください。 

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、排ガスの予測に当たって

地上 10ｍの高さの気象観測結果で予測しているのはどうかというところかと思うのです

が、今回資料の中では地上 10ｍの気象の傾向をお示ししておりますが、実際の調査に当

たりましては上層気象の調査といいまして、地上最大で高度 1000ｍぐらいまでの風向・

風速の観測を行ってございます。方法としては、センサーをつけた気球を上空に飛ばす

とか、地上から電波を出して上空の風の状況を把握するとか、そういったことで地上の

みならず、上のほうの風向、風速も見ております。予測に当たってもそういったところを

使っておりますので、地上だけを使っているわけではないということでご理解をいただ

ければと思います。 

次に 2 点目、排水についての汚染のリスクというところです。今回の施設につきまし

ては、8ページ目に排水処理設備についての記載をしているのですが、まず施設が稼働し

た後の排水につきましては、基本的には施設内で処理した後に公共下水道に放流します。

それによりまして周辺の川とかに流れ込むというおそれはなく、下水処理場でちゃんと

処理されるということになりますので、施設から出る汚水とか、その辺の影響が出ると

いうことはリスクとしてはないのかなと考えてございます。ただ、今日予測で示したの

は工事中に濁水が出るのではないかというところは想定されますので、その辺は予測を

しまして、影響の程度としても小さいであろうということで予測をしております。 

3 点目、景観につきまして、煙が見えることの影響ですが、同じ 8ページの表の上から

3 段目に排出ガス処理設備というところを 3点挙げていまして、その 3点目、白煙による

景観上の支障を防止するために白煙防止装置を設置するということで記載しておりま

す。こちらですが、白煙、特に冬とか気温が低いときに煙が目に白く見えるというところ

はあるのですが、それが出ないような装置を今回稼働させるということで、周りから年

間を通じて白煙が見えないように取り組んでいこうという計画としてございます。した

がって、景観的な影響というのも低減をされていくということで考えてございます。以

上でございます。 

日夏ニュータ

ウン 

ありがとうございます。今の焼却場のところからは煙が見えているのですが、次のや

つでは出てこないということですか。 

コンサル 次の施設では白煙を防止させるという取り組みを行っていくので、見えることは基本

的にはないだろうということです。 

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
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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

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。 

 


