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廃棄物の処分量が当初見込みを下
回り、
開業当初から厳しい経営環境
にあったが、
平成 年度に単年度収支が黒字
に転換、
その後２期の拡張工事を経て、
徐々
に搬入量も増加し、
平成 年度には累積赤字
も解消したと聞いている。
センターの健全経
営に向け、
今後の投資的経費および開業経費
に係る償還金に対しての支援の継続と、
経常
事業収支における自律確保による経営の安
定化を求めるところだが、
、
センターの経営
状況と今後の見通しについて。
27

琵琶湖環境部長 平成 年度に策
定した中期経営計画の経常収支や
自己資本比率など、
すべての目標を達成し、
経営改善は順調に進んでいます。
県も、
開業時の施設整備等に要した費用へ
の出えん金等による支援を確実に実施する
とともに、
料金収入を柱とした安定的な経営
が図られるよう引き続き指導していきます。
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地域振興事業の実施は当初計画
の約５割程度にとどまっている。
苦
渋の選択を受け入れた地元地域としては当
初のとおり、
地域振興計画に基づく助成額は
必ず堅持すべきと考えるが。
知事 地域振興事業の執行につい
ては、
これまでも事業実施主体の甲
賀市と助成を行う環境事業公社と県の三者

で調整を図ってきました。
当初の覚書締結後
の社会情勢等の変化を踏まえ、
平成 年度末
に期限の延長等について、
覚書を変更したと
ころです。
今後もこの変更覚書に基づき、
公社の経営
も考慮しつつ、
必要に応じた事業の見直しに
ついて、
三者で調整を進めていきます。

「鹿深夢の森」
が第 回全国植樹祭
の主会場に決定し整備が行われる
が、「鹿深夢の森」
の整備は当初の地域振興計
画にも含まれている。
この点についてどのよ
うに調整するのか。

28

知事 確認したところ、
全国植樹祭
とは別で、
全国植樹祭は植樹祭とし
て対策を講じるとともに、
地域振興事業は地
域振興事業としてあり方を考えたり見直し
をするということですので、
そこに係る必要
な協議等をしっかり行っていきます。

埋め立て期間は 年間だが、
埋め立
あるいは 年とい
て終了後も 年、
う長期間にわたり処理水の水質が安定する
まで管理し続けなければならない。
埋立て終
了後の水処理を含めた維持管理について県
がどのように責任を果たしていくのか。

センターの埋め立て終了後、
滋賀県
内で発生する産業廃棄物の今後の
処理についてどのように考えているのか。

琵琶湖環境部長 埋立て終了後、
大
半の用地は覆土・植樹し地権者に返
還します。
水処理については、
数十年にわた
って行う必要があることから、
公社で所要の
額を積み立てるとともに、
処理施設の維持管
理について準備を進めています。
維持管理積
立金は法定の積立金で、
開業当初から計画的
に積み立てており、
必要想定額については随
時見直しています。
県も、
公社にて長期に及ぶ管理が万全で適
切に実施されるよう、
必要な指導助言等を行
っていきます。
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月定例会議 一般質問
の安定経営に向けた県の支援についての要
望書が出されており、立地地域の安全で安
心した生活を保つため、環境事業公社に対
し環境保全に対する適切な指導を行うこと、
クリーンセンター滋賀の健全な経営が継続
できるよう、環境事業公社に対する確実な
支援を行うこと、クリーンセンター滋賀設
置時に締結した協定に基づき、地域ニーズ
や社会情勢の変化に応じた見直しを行うこ
とが求められています。
さらに、甲賀市からも令和２年度の県へ
の要望として、クリーンセンター滋賀の地
域振興計画の見直し協議の実施と安定経営
に向けた県の支援についての要望書が出さ
れています。協定等の尊重と見直しに対す
る協議については、地元区および甲賀市と
の協定等の遵守、助成額総額の堅持と、必
要な助成事業の見直しに対する協議が求め
られており、県からの支援として、健全経
営に向けた確実な支援、環境保全に対する
適切な指導が求められています。
一方、地元地域では平成 年に、クリー
ンセンター滋賀で石膏ボードが発生原因と
される高濃度の硫化水素が発生し周辺地域
に臭気が流れました。様々な対策を講じた
結果、現在臭気は収まっています。しかし、
遮水シートの安全性に対する疑問や、近年
頻発する集中豪雨など、災害リスクも含め
どこまで安全性が担保されているのか、不
安が解消されるには至っていません。

県として環境事業公社
（以下公社）
に対し環境保全に対する適切な指
導を行うよう求めるところだが、
クリーンセ
ンター滋賀
（以下センター）
の安全性とその
運用について。
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知事 昨年度、
現状や将来動向等を
整理し、
有識者による懇話会の意見
を聴きながら今後の方向性の案を取りまと
めたところです。
取りまとめにあたり、
県内
における管理型最終処分場の必要性や公共
関与のあり方について複数の案を整理しま
した。
現在は、
排出事業者や処分事業者の意見を
聞いているところで、
それらの意見を踏まえ
つつ、
改めて検討の上、
年度内を目途に方向
性を決定したいと考えています。

鹿児島県議会、
鴨池陸上競技場、
鴨池公園水泳プール
（鹿児島県鹿児島市）
第75回国民体育大会・第20回全国障害者スポーツ大会の開催
（来年）
準備を進める鹿児島市にて、
参考
にすべく調査を行なった。

安曇川高校
（高島市） 湖西地域の皆さんと湖西地域の高校の魅力化に （仮称）
彦根総合運動公園陸上競技場他
（彦根市・米原市・長浜市）
ついて意見交換を行った他、ウエイトリフティング部の取り組みにつ 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会で各競技の
いて調査を行った。
会場に予定されている施設の概要を調査。
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国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員会
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国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員会
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27

琵琶湖環境部長 硫化水素による
臭気は、
発生抑制対策や脱硫装置に
よる拡散防止対策に取り組んだ結果、
ほぼ臭
気を感じない程度まで改善されています。
遮水シートの安全性については、
廃棄物に
触れた水を地中に漏らさないよう、
ベントナ
イト改良土や遮水シートを二重に敷設した
多重構造となっています。
さらに、
遮水シー
トの破損検知装置を設け、
管理しています。
水処理施設は、
近年、
各地で長雨や集中豪
雨が多発していることから、
排水処理能力を
日３５０㎥から５００㎥に増強する工事
を施工しています。
県としては、
透明性が高い情報を提供し、
住民の皆さんの安全安心が確保されるよう、
公社に対し指導・助言を行っていきます。
1

クリーンセンター滋賀に
ついて

28

今年は四月以降、
議会で常
任委員長を拝命し、
中学校Ｐ
ＴＡ会長や甲賀市ＰＴＡ連
絡協議会会長、
高校ＰＴＡ役
員ほか様々な役職をいただ
き充実した一年を送らせて
いただきました。
来年も引き
続き頑張ってまいります。
皆様良いお年をお迎えく
ださい。

20

公益財団法人滋賀県環境事業公社が運営
する
「クリーンセンター滋賀」
は県内唯一の
産業廃棄物管理型最終処分場として平成
年 月に開業しました。 年間を埋め立て
期限とし、令和５年度がその期限となって
います。当時クリーンセンター滋賀の受け
入れにあたって旧甲賀町と旧土山町では、
地域を二分しかねない対立状況の中で苦渋
の選択を迫られたという背景があります。
旧甲賀町と旧土山町は、それぞれに地域
振興計画書に基づく覚書による協定
（平成
年度に令和５年度まで期間延伸）
で旧甲賀町
に 事業 億円、旧土山町に 事業 億４，
３００万円の助成を受けることになってい
ますが、現在実施済みの事業は旧甲賀町で
事業、 億４，
０００万円、率にして ・
％、旧土山町で 事業、９億１００万円、
率にして ・ ％にとどまっています。
また、滋賀県市長会から平成 年度の県
予算施策要望としてクリーンセンター滋賀
17
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