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— 荒神山麓での大型ごみ処理計画と私たちの運動 — 

杉原 秀典（「荒神山を守る会」共同代表）  

  

 

１ はじめに  

 今、全国各地で多くの自治体を束ねた広域

の「大型ごみ処理施設」の建設が進んでいる。

同時に、「地球温暖化」による気候危機がいよ

いよ抜き差しならない事態に立ち至ってい

る。そして、この危機を乗り越えようとする

運動が世界中の学者や青年、環境を守る住民

たちの手で進められるようになった。大型ご

み処理施設をつくる流れと地球の危機を救う

流れは、日本の各地域で同時多発的に真正面

からぶつかっている。 

 

２ ぶつかり合う大きな２つの流れ 

(１) ダイオキシン対策を契機に、ごみ処理施

設の大型化・広域化へ 

 1960 年代、米軍はベトナムの森林に枯れ葉

剤(ダイオキシン)大量散布し、数百万の小頭

症や結合双生児など先天的な障害やガンをも

たらした。ダイオキシンは 1980 年代、除草

剤を使っていた日本でも大きな問題になっ

た。1996 年以降は、「小型の焼却炉は低温で

ダイオキシンが発生する」として、国は、800

度を超える大型ごみ処理施設を、市町村をま

たがり広域で建設する方向に面舵を切った。

ダイオキシンの発生を防ぐ他の方法・技術開

発は検討されなかったようだ。1998 年には 1
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日100㌧以上のごみを燃やす大型焼却炉に限

定して国庫補助を出すようになった。 

  この大型ごみ焼却炉の建設を請け負うのは

ごく一部の大手企業である。東京 23 区の清

掃工場の場合、日立造船27％、日本鋼管21％、

三菱重工 19％、タクマ 19％、川崎重工 11％

などである（次ページ図参照）。国の広域での

大型の焼却炉の建設の方針は、自治体や国が

集めた莫大な税金を大企業がごっそり手に入

れる装置だったのである。 

 しかも、こうした企業は、ごみ焼却炉の海

外輸出を進めており、国内での建設費は諸外

国に輸出する場合の２～４倍である。日本国

民がいかに騙されているかの証左である。以

下、青山貞一氏の研究論文「『廃棄物焼却主義』

の実証的研究―財政面からのアプローチ―か

ら抜粋。 

 

 同じ企業の焼却炉建設費、外国と日本の比

較 (ごみ焼却能力１㌧当たり) 

○三菱重工 

 シンガポール(セノコ )  1,196(万円/㌧) 

 日本(港 区)            4,979(万円/㌧) 

○日立造船 

 韓国(富 川)            2,055(万円/㌧) 

 日本(埼玉東部)         5,043(万円/㌧) 

○タクマ(一部他の企業も含む) 

 台湾(台北市)           1,574(万円/㌧) 

 日本(江東区)          4,743(万円/㌧) 

 

(２)地球温暖化・気象危機を打開する流れ 

○2018 年 10 月。国連のＩＰＣＣ(国連気候

変動に関する政府間パネル)は、「現在のま

ま CO2の排出が続けば、2030 年～2052 年

の間に世界の平均気温の上昇は 1.5 度に達

する可能性が高い。2030 年までに半減する

必要がある」と指摘した。 

○2020 年 10 月 26 日。菅首相は所信表明演

説で｢我が国は 2050 年までに温室効果ガス

の排出をゼロにする。脱炭素社会の実現を

目指す」と初めて宣言した。 

○2021 年 ５月 26 日。地球温暖化対策推進

法が改正された。「2050 年カーボンニュート

ラル」が法に位置づけられ、政権が変わって

も脱炭素が継続するようになった。 

○2021 年６月に「プラスチック資源循環促進

法」が成立。22 年４月に施行された。 

○2021 年８月、ＩＰＣＣは「人間の影響が大

気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことは

疑う余地がない」と、地球温暖化が人間の行

為によることを初めて断定した。 

○2021 年 11 月にイギリスで開かれたＣＯＰ

26(国連気候変動枠組み条約第 26 回締約国会

議)では「気温上昇を 1.5 度に抑えること」を

正式に合意した。 

 そのためには、2030 年までに二酸化炭素の

排出を 2010 年比で 45％削減する必要がある

(国連)。各国は 50～60％台の削減目標を掲げ

ている。日本の削減目標は同年比 42％と消極

性を示している。滋賀の削減目標はさらに低

く 39％である。 

 日本の資本や政府の姿勢がどうであれ、地

球温暖化・気象危機への不安の高まりとその

打開の流れは止まらない。 

  

３ 「彦根愛知犬上地域ごみ処理施設整備

基本計画」までの経過 

 こうした中で、国の指導を受けた滋賀県は

1999 年３月に「滋賀県一般廃棄物処理広域化

計画」を策定し、一般(家庭)ごみの処理を広域

で行う方針を示した。これに基づき、2001 年

に「湖東地域一般廃棄物処理広域化事業促進

協議会」がつくられ、湖東圏域の広域ごみ処
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理の検討が始まった。2010 年、彦根愛知犬上

広域行政組合に「建設推進室」が設置された。

以後、紆余曲折を経て、2019 年 10 月、同組

合議会は「彦根市西清崎を建設候補地」とす

る「新ごみ処理施設整備基本計画」を承認し、

現在に至っている。 

 「荒神山の麓」(彦根市西清崎)が建設候補地

に決定されたが、現時点では、あくまで「候

補地」であり「建設地」ではない。 

 

４ とりくみの経過と内容 

 私たちがこの決定を知ったのは、2020 年

10 月 18 日の住民説明会である。その時点で

既に、多くの人は「西清崎が建設候補地」に

なったことを「建設地が決まった」と思いこ

んでおり、私の周りもその影響を強く受けて

いた。会議などでは「条件闘争しかない。落

とし所をどこにするのか」などの議論もされ

た。その背景には、この間に４つの地域から

応募があり優先順位の上から３つが住民から

拒否され、西清崎が残ったという経過があっ

た。また、広域の大型ごみ処理場を何処かに

つくらなければならないという思い込みがあ

った。いずれも建設推進派の情報作戦であっ

た。しかし、真正面から事態を見直し運動を

進める中で、この思い込みは少しずつ消えて

きた。 

 

(１)  2021 年 1 月 23 日、学習会 

 私たちは「何もせずに放ってはおけない。

まず問題点を知ろう」と、俄に、有志が「広

域ごみ処理施設建設計画を考える会」を立ち

上げて、2021 年 1 月 23 日、学習会を実施し

た。講師は、この種の問題に関して研究者と

して奮闘している元環境学会の会長の畑明郎

さんに依頼した。(講演内容は省略する) 

 畑さんの講演を聞いた住民から次のような

意見が湧いて出てきた。○市の住民説明会の

話を聞いても、西清崎での建設に納得がいか

ない。講演で科学的な話を聞き、ますますそ

の思いが強まった。私の周りは子育て世代も

多く、みんな気にしている。もう「決定事項」

と思っていたが、まだ変更できることを聞き

驚いた。○荒神山が広域ごみ処理施設建設用

地になったことを聞いてびっくりした。煙突

から毎日放出される有害物質の人体への影響

は分かりにくく、子どもたちへの影響が心配

だ。住宅地域に近い建設地は時代の流れに反

する。○巨大施設は必要でない。風致地域で

あり、自然を破壊してまでつくることには反

対だ。○荒神山周囲の景観と影響等々を考え

ると、荒神山のふもとには絶対持ってきてほ

しくない。○個々にごみを出さない運動が必

要かと思う。スーパーで買ったものは、その

スーパーが回収できるようにしてほしい。 

 参加者の中には、「大型ごみ処理施設」やゴ

ミの分別・減量に焦点を当てる人もいたが、

強い思いとして出されたのは「ゴミ処理場は

荒神山の麓へは来てほしくない」という拒否

感であった。 

 

(２) 荒神山を守る会結成のつどい、荒神山シ

ンポ 

①賛同者 325 人に膨らむ、 8000 枚のチラ

シが大きな反響 

 １月 23 日の学習会に参加した人を中心に

10 数人が「荒神山を守る会」の準備会を立ち

上げ「結成のつどい」に向けてとりくみを開

始した。 

 まず、地域の住民に計画の事実と問題点を

知らせるために、周辺地域などに配布するチ

ラシ(8000 枚)をつくることになった。このチ

ラシをつくる過程で、荒神山周辺である異変

が起こった。１人の女性の世話人が、荒神山
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にウォーキングに来る人に、この運動への賛

同を呼びかけたら100人以上が同意したので

ある。チラシを発行する４月 12 日には、賛同

者は325人に膨れていた。チラシの１面には、

呼びかけ文とこの賛同者325人の氏名が連な

った。２面には、建設候補地を図示したハザ

ードマップと 1 月の学習会で出された住民の

声を載せた。呼びかけ文のタイトルは「荒神

山をまもろう。ごみ焼却場計画は見直しを」

とし、私たちの思いをコンパクトにまとめた。

このチラシが、その後、推進側の巻き返しを

含めて大きな反響を呼ぶことになった。 

 

②計画の「撤回」か「見直し」か、ごみ半減

を目指すかどうか 

 準備会に集まった人たちは、「荒神山麓での

ごみ処理場建設」に反対する気持ちを強く抱

いていた。その思いは会議の度に繰り返し出

された。しかし、同時に、その思いだけで建

設を止めることが出来るかどうか不安を抱い

ていた。「荒神山を守る会」は何をめざす組織

なのか、広域行政組合などに何を要望するか、

２つの点で真剣な議論が行われた。 

 １つは、荒神山での大型ごみ処理施設建設

計画の「撤回」か「見直し」かです。撤回さ

せたい気持ちは一致していた。しかし、個人

は別として、会として「撤回して対案を示す」

ことは出来ない。現在の野瀬町での建て替え

で良いという意見もあるが、これは野瀬町の

住民の声を無視することになる。結局、これ

までいくつかの候補地がたらい回しされたよ

うに、どこかでまた同じ問題が起こる。それ

で、とにかく「見直し」を求めることで一致

した。最初から結論ありきではなく問題を整

理してから結論を出すという考え方が広く地

域住民から受け入れられた。多くの住民は、

「ごみ処理施設は何処かにつくる必要があ

る」と考えている。同時に、問題点を無視し

て強行的に建設することにも違和感がある。 

 もう１つは、抜本的なごみ減量(半減)計画

の策定を求めるかどうかである。私がこの問

題を提起したときは、身内からも行政からも

即座に「それは不可能」の反応が返ってきた。

しかし、大型ごみ処理場の建設を前提にして

いては、荒神山麓ではなく他の地域に建設し

ても必ず同じ問題が生じる。ごみ問題は根本

的に解決しない。 

 討論の結果、署名用紙に書く要望事項は次

の２つになった。①荒神山麓での大型ごみ処

理施設建設計画を見直すこと。②抜本的なご

み減量計画(半減)を決めて、それにふさわし

いごみ処理施設の規模と内容と場所を検討す

ること。 

 これで、この会の運動方向が定まり、多少

の揺れを含みながら運動は継続し発展してい

くことになった。もし、この２つの方針がな

かったら、会の活動は早晩停止したと考えら

れる。 

 

③荒神山シンポが明らかにした問題－浸水

想定地域、土石流危険渓流、軟弱地盤－ 

 「結成のつどい」のメインは「荒神山シン

ポ」である。４人がパネリストになった。先

に紹介した畑明郎さんと、広域組合の議員と

して日々奮闘してきた、元彦根市長の獅山向

洋さん、甲良町議の西澤伸明さん、彦根市議

の角井英明さんの３人である。 

 獅山さんは、一番大きな問題はごみ処理施

設の建設候補地の問題だとして、西清崎地区

の問題点を３つ上げた。同地区が想定浸水地

域であり、土石流の危険渓流であり、軟弱地

盤である。 

 畑さんは西清崎での新ごみ処理施設の問題

点として、次の５点をあげた。 

 ①自然豊かで良好な景観や文化財を有する

荒神山の山麓であり、人工的なごみ焼却場は

そぐわない。②計画地は、粘性土層と腐植土
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層が厚く堆積し、軟弱地盤であり、長い杭打

ちや特殊工法が必要である。③彦根市ハザー

ドマップによると、２～５㍍の浸水想定区域

と土砂災害警戒区域(土石流・急傾斜地)に指

定されている。④ごみ焼却場南東側３.５㌔の

扇形の内部でぜん息などの自己免疫系疾患罹

患率が 20％程度上昇する可能性が高い。⑤建

設費が 200億円(焼却量 147㌧/日)と近江八幡

市 60 億円(焼却量 76 ㌧/日)の３倍以上であ

り、焼却量に比べても(約２倍)高すぎる。 

 特に重大なのは軟弱地盤の問題だ。畑さん

は情報公開請求で入手した資料を分析して、

次のように建設予定地が軟弱地盤であると結

論づけて対策について検証した。 

○ボーリング調査中に地下水が自噴した。ま

わりから圧力を受けた地下水がある証拠であ

る。○対象地域の深度 50 ㍍までの粘性土、砂

質土、腐植 土層のすべてで、地盤の硬さを

示すＮ値が、20 以下の軟弱地盤である。○耐

震設計上の地質種別はⅢ種の沖積地盤のうち

軟弱地盤である。○基盤層(岩盤)は深度 20～

50 ㍍で出現する。地質想定断面は谷底地形で

ある。○対象地域は、粘性土層と腐植土層が

厚く堆積し全体の７割を占めている。しかも、

腐植土層が優勢で、粘性土層中にも腐植 土

の成分である有機物が混入している。○この

軟弱地盤を改良する施工方法としては、地盤

中に砂を強制的に圧入し、締めて固める「サ

ンドコンパクションパイル工法」が有効であ

り、50 ㍍の深さも可能である。しかし、長い

杭 打ちや特殊工法が必要であり多額の費用

がかかる 

 この結成のつどいと荒神山シンポは、私た

ちのとりくみを励まし、その後の運動に見通

しを与えた。同時に、広域組合の政策決定に

も一定の影響を与えていった。 

 

(３) 「荒神山を守る会」の運動の発展 

①「ごみ半減」以外に道はなかった 

 「荒神山を守る会」は総会を成功させたが、

次の課題と運動方向を示せないでいた。それ

は、前述したように「ごみ処理場の建設地は

もう決まっている」との思いが広がり、地元

の周辺自治会に反対するムードがなかったか

らである。 

 会としては、２つ目の柱として提起してき

た「ごみ半減」を中心的な運動として展開す

る以外に道はなかった。これには世話人の一

部から「甘い。それで建設が止まるのか。そ

んな軟弱なやり方には反対だ」「私は荒神山を

愛する、それだけの思いでこの運動をしてい

る」との声も上がり、一部住民からは「たた

かいの軌道修正したのか」の疑問が出された。

「荒神山を守る会は、建設見直しとゴミ減量

のどちらを目指すのか」という疑問も出た。 

 私は、「荒神山を守る会」の大きな目標であ

る建設地の見直しを実現する上でも、ゴミ半

減の運動が決定的な力になる。何故なら、ゴ

ミ減量は荒神山周辺だけでなく、市町の全住

民自身の毎日の問題であり、新ごみ処理施設

のことが、全市的な関心事になるからだ。こ

の運動がひろがり、ごみを半減すれば、荒神

山に新しい大型のごみ処理場を建設する必要

がなくなる。これしか荒神山でのごみ処理場

建設を止める方法はないと、何度も力説した。 

 全員が腑に落ちたわけではないが、その理

屈は理解されて、運動の中心は「ゴミ半減」

に移っていった。そのための大きな取り組み

が５月 15 日の「彦愛犬のゴミ半減へ 住民

の集い」であった。 

  

②「建設計画見直し」と「ゴミ半減」の関わ

り 

 現時点で、次の点を押さえながら運動を進

める必要がある。 

1)「荒神山を守る会」は２つの課題をもって

運動を進めている。第１課題は、ごみ処理場

建設計画の見直しである。それは、荒神山の

自然と歴史文化遺産を守るためであり、軟弱

地盤などの存在が建設にふさわしくない地域

だからである。第２の課題は「ごみ半減」を

実現化することである。 

2)ごみ処理施設建設計画の見直しと「ごみ半

減」は、それぞれ重要な課題であるが直接的
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には関係していない。建設計画見直しは荒神

山周辺住民や荒神山を信仰の対象としたり憩

いの場として利用する人たちの要求・課題で

あり、ごみ半減は一市４町全ての住民の課題

である。 

3)しかし、両者は結果として必然的に深く結

びついてくる。ごみ半減が実現すれば、わざ

わざ荒神山麓に大型のごみ処理場をつくる必

要がなくなる。荒神山への建設計画が見直さ

れれば、どこに建設されようと「ごみ減量」

の動きを加速させることになる。 

  

(４)「彦愛犬のゴミ半減へ 住民の集い」 

①上勝町の笠松和市元町長が講演－「ゼロウ

ェイスト宣言」でリサイクル率が 81%－ 

 ５月 15 日の「ゴミ半減のつどい」のメイン

は、徳島県上勝町の元町長・笠松和市さんの

講演である。 

 以下、彼の講演の内容を項目的に羅列する。

○国の広域ゴミ行政で一番の欠点は、方針決

めて都道府県知事に押し付けることだ。○

「2100 年夏の天気予報」では大阪が 42.7 度

である。30 度以上が大阪で 136 日になる。東

大の研究チームは、世界が４.８度、日本が５.

４度上がると予測している。○今のままでは、

2030 年の日本の温室効果ガス削減目標の 46

パーセント(2013 年比)も 2050 年カーボンゼ

ロも実現できない。○2003 年の９月議会で

「上勝町ゼロウェイスト宣言」をした。2018

年にはリサイクル率が 81%まで上がった。○

ゴミの分別箱には、そのゴミの最終の行き場

所と単価(処理費用か買取費用)が書いてあ

る。ゴミは細かく分別し方が住民は迷わない。

○「くるくるショップ」では無料で欲しいも

のが手に入る。高齢者が、何万円もする鯉の

ぼりを阿波踊りのはっぴやバッグに作り直し

て生き甲斐になっている。○喫茶店では、量

り売りをしている。○日本のごみ焼却量は世

界一である。ゴミの排出量は、日本が 5,400

万㌧で、その内 4,000 万㌧(80％)を焼却する。

アメリカの焼却率は 14％、ドイツは 25％で

ある。○平成 28 年で全国平均のリサイクル

率は 20.3％である。○今のリサイクル法は、

見つからないように捨てると得し、見つかっ

たら「罪つくり」の法律だ。○マイクロプラ

スチックは人工芝が一番多く、次にコーティ

ング肥料が 15％で大きな割合を占めている。

○作ったものは全て遅かれ早かれ廃棄物にな

る。○資源回収法をつくり産業環境革命を起

こそう。消費者が不要になった物は、製造業

者が有価で回収し、有価で回収できないもの

は、製造販売を罰則で禁止する法律だ。○ご

みの焼却施設整備への補助金は中止すべき

だ。いま国が補助金出し、ブロック区割りし

て推進するからそっち向いて誘導選択してし

まう。○改正地球温暖化対策推進法が去年

2021 年６月に成立し、2030 年に 13 年度比

46％削減、2050 年ゼロ目指すとなっている。

プラスチック資源循環促進法が今年の４月１

日から施行になっている。○地球環境と経済

の好循環を考えてゴミを資源化する。未来の

子どもたちに誇れる彦根市と４町を目指して

行動を起こしていただきたい。 

 小さな町の町長として地球規模の大きな志

をもって、自ら実践されてきた笠松さんの講

演は、参加者が普段から気にしている現実を

見つめ直し、ごみの減量と資源化への気持ち

を高めた。 

れた。 

 

②ゴミ半減の３つの提案 

 最後に、「荒神山を守る会」共同代表の杉原

秀典が、以下のように３つの提案を行った。 

 ごみ問題の中心はどこにあるか。それは、

突き詰めればゴミをそのままにするのか半減

させるのかに尽きる。このままゴミを減らさ

なければ、次世代に取り返しの付かない２つ

の「負の遺産」を残すことになる。 

 １つは、CO2をモクモクとはき出す大型ご

み処理施設である。１日 144 ㌧のゴミを食べ

散らしながら大量の CO2 をはき出す時代遅

れの化け物が残る。もう１つは、膨大な財政

負担である。この大型の化け物は、市民の税

金を使い倒す。建物だけで２００億円、土地
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造成、盛り土、軟弱地盤対策、取り付け道路

などを含めると２倍になるという建設関係者

もいる。彦根市の年間予算が約５００億円で

ある。 

 この２つの「負の遺産」を残さないただ１

つの方法は、ゴミを半減させることである。 

 そこで３つの提案をおこないたい。 

 １つ、まず私たち自らがごみを減らすこと。

それは不可能だとの声が聞こえてくるが、生

ごみの処理とブラスチックの分別をすれば不

可能だ。この会場でも１人残らず面倒なマス

クをしているが、ゴミの処理も慣れれば同じ

ではないだろうか。 

 ただ、大型ごみ処理施設には国の補助が半

分つくので、市町はここに飛びつく。しかし、

大型ごみ処理施設は、ごみ発電が半ば義務づ

けられており、そのためには大量のプラスチ

ックを燃やす必要がある。これでは分別の意

味がなくなりゴミは減らない。 

 ２つ、ごみを半分に減らす計画を、１市４

町で作らせること。当初５％削減を１５％削

減に引き上げられた。これをさらに５０％削

減に引き上げさせよう。私たちの会は、この

６月か９月の議会に「ごみの抜本減量(半減程

度)を立ててください」という請願を行う。地

域と日本と世界の危機を乗り越えるために、

会派の違いを超えて賛成して欲しいと思う。

この前、彦根のごみ焼却炉が故障したとき、

和田市長がテレビなどを通じて一回「ごみ減

量」を呼びかけた。それだけで５％のゴミが

減った。本格的に日常的にごみ減量を呼びか

ければ５０パーセント削減は可能だと思う。 

 ３つ、プラスチックを作るのも販売するの

も企業である。ごみ処理施設への補助金を決

めるのは国。この両者を抜きにごみ問題を語

ることは出来ない。法律を変えることが必要

だ。今日、講演を頂いた笠松さんが「資源回

収法」を提案している。再利用不可のものは

作らない。再利用できる物は有償で買い取る。

とても分かりやすい法律だ。大運動を起こし

てこの法律を成立させよう。 

 この間、市町の議員さんと職員の皆さんに、

今日の「つどい」のご案内をした。89 人の自

治会長さんを訪問しました。誰ひとりゴミ半

減に反対する人はいなかった。「大変ですね。

それは本当は行政がやることなのに」「お寺の

庭木の葉狩りをやめて集いに参加する」と言

う人もいた。 

 皆さん、住民と企業と議会・行政が一緒に

なって、郷土と日本と世界を救うために頑張

ろう。 

 

５ 現時点での成果と到達点 

 事態は流動化し始めており、今後、いろい

ろな事態が想定されるが、現時点での成果と

到達点は次のとおりである。 

(１)「荒神山トンネル」の建設を断念させた 

 彦根市長選挙を前にして、私たちは「荒神

山へのごみ処理施設建設」を選挙の争点に押

し上げていった。特に「荒神山にトンネルを

掘る計画」は、広域行政の議会でも議論され

ずに住民説明会で、前市長などの意向を踏ま

えて事務局が突如として出してきたもので、

私たちは強く反対した。その中で、市長候補

の和田裕行氏は「荒神山トンネル中止」を公

約に掲げ、市長に就任するや否や「荒神山ト

ンネル中止」を表明した。住民の思いと住民

運動が行政を動かした瞬間だった。この運動

があったから新市長が当選した可能性があ

る。 

(２)「西清崎地区を建設地に決定する提案」を

撤回させた 

今年２月 14 日の広域行政組合議会定例会

に向けて、建設推進室は同組合の代議員に事

前に同案を配布していた。しかし、私たちの

訴えを受け入れて、２月２日の全員協議会の

冒頭で撤回した。 

(３) ごみの減量目標を５％から 15％に引き

上げさせた 

(４)「ごみの半減」の運動が市民的共感を広げ

ながら新たな発展を始めている 

それは、議会という公的な場でも大きな合

意がつくられつつある。 

 私たちは甲良町の６月議会に「ごみの抜本
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的な減量計画(半減)の策定を求める請願を提

出した。６月３日の全員協議会で、私は請願

の趣旨説明を行い質問に答えた。６月６日の

本会議が終わった直後に、紹介議員の西澤さ

んから「やった！全員一致で採択された」と

喜びのメールが入った。３人の議員が賛成討

論をしたようだ。 

 Ｔ議員「私は３つの理由で請願に賛成だ。

1 つは、CO2 の削減は国民的な課題であるか

ら。２つは、建物で 200 億円の建設費はゴミ

が減れば減額できるから。３つは、町の負担

金はゴミの持ち込み量で決まる。ゴミを減ら

せば負担が減る」 

 Ｋ議員「私は広域議会の議員で、やっと西

清崎に落ち着いてきて良いと思っていた。請

願団体は荒神山への建設に反対していると思

っていた。しかし、請願文には反対の『は』

の字もない。請願者の説明もよく理解できた。

だから安心して賛成できる」 

 これで、甲良町の行政当局は「2030 年度ま

でにゴミ半減させる」目標を立てる義務を負

わされたことになる。 

(５)「ゴミ半減」の流れが「ごみ処理施設整備

連絡協議会」や「住民説明会」に反映し、当

局の方針変更を迫るものになってきた 

６月 23 日の同協議会で、ある委員は「甲良

町でゴミ半減の請願が全員一致で採択され

た。半減すれば予算規模が半分で済むではな

いか」と指摘した。７月３日の「住民説明会」

で、私が自治会長の声や甲良町での請願採択

を紹介し「ゴミ半減は可能である」と迫ると、

建設推進室の室長はこう答えた。「一市４町で

50％削減計画を示していただければ、それを

見込んだ施設をつくらせて頂く」。 

  

６ とりくみの教訓 

(１)地域住民の「荒神山麓への建設は見直し

て欲しいとの思い」を実現すべく、ごみ処理

施設の建設に関わる問題点を明らかにした

①荒神山の自然と景観、歴史文化遺産が台無

しになる。②安全な施設を建設する場所では

ない。○建設予定の敷地は浸水想定地域であ

り、○土石流危険渓流と重なり、○地表から

50～60 ㍍の基盤まで全て軟弱地盤である。 

(２)「荒神山を守る」という地域住民の個別要

求とは別に、「ゴミ半減」という全住民的な課

題を提起した 

その中で、「荒神山を守る会」の運動が、次

第に１市４町の住民に受け入れられてきた。 

(３)議会請願の要望事項を「ゴミ半減計画の

策定」に絞った 

ここには３つの意味があった。１つ、これ

は殆どの人が当然のことと思っており、特別

な政治的意図がない限り誰も反対しない。２

つ、自治体として、世界に広がるカーボンゼ

ロのとりくみに合流し貢献できる。３つ、こ

の請願を４つの市町村が採択し「ゴミ半減計

画」が策定されれば、１日 144 ㌧以上のごみ

を燃やす「大型焼却炉」は不要になる。その

結果、荒神山麓でのごみ処理施設の建設は、

少なくとも規模が見直されることになる。ま

た、荒神山麓を建設地にする必要がなくなる

可能性がある。 

 「荒神山麓での建設見直し」と「ゴミ半減」

は別々の課題であるが、ダイナミックに奥深

くで結びついて事態を前向きに展開させてい

る。 

(４)こうした運動を、地球規模での気候危機

とこれを打開しようとする運動の発展を視

野に入れながら展開した 

(５)荒神山麓を建設地にする問題、大型のご

み処理施設を建設する問題、ゴミを半減する

意義などを、出来るだけ分かり易い形で住民

や団体に提供した 

これを１号チラシ(8000 枚)と２号チラシ

(12000 枚)に掲載して、周辺地域住民に配布

した。ニュースを 17 号まで発行し可能な範

囲に配布した。 

(６)運動への参加を、１市４町の市町の首長

と全議員、ごみ担当課の職員、自治会長など

公的な人たちや、スーパーの店長などに呼び

かけた 

「5・15 ごみ半減のつどい」に向けて、彦

根市内の 89 人の自治会長を訪問し「ごみ半
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減のつどい」への参加を要請した。多くの人

が関心を持っており、あるお寺の住職の自治

会長は強い関心を示し「みんなで寺の庭木の

葉狩りを計画していたが、それを止めて集い

に参加する」と応じた。多くの自治会長が「自

治会員に知らせるからビラが欲しい」と前向

に対応してくれた。あるスーパーの店長は「こ

れは行政がやる仕事だ。お金はどこから出て

いるのか」と聞くので「カンパとボランティ

アです」と言うと、びっくりして協力の姿勢

を示した。 

 つどいの会場には、ある町の町長や別の町

の担当課長も参加していた。ほぼ全ての市町

から 10 人程度の議員が参加していた。三重

県の紀北町町議の飛び入り参加もあった。か

つて他の市でごみ行政に関わり建設地を確保

するために「土下座行政をしてきた」と率直

に討論に参加する人もいた。 

 この人たちにとってごみ問題は、自分たち

の仕事や政治に関わるとても重要な問題なの

である。 

(７)考えられる全ての問題点を並べ整理し

て、要望書と公開質問状の形にして、広域組

合と話し合いその結果をニュースなどで知

らせた 

 

７ 今後の課題と方針 

 出足が遅れた私たちの運動は、次第に相手

の動きと噛み合うようになり、上記のような

いくつかの成果を上げ、一定の到達点を示し

ている。しかし、現時点で当局は、荒神山麓

での大型ごみ処理施設建設計画を撤回するつ

もりはない。むしろ、こちらの運動の進み具

合に慌てたのか、当初予定した建設に向けた

段取りを早めようとしている。 

 この計画を決めた大久保市長(当時の広域

組合の管理者)時代の会議録を、伊藤容子議員

が情報公開を申請して入手した。そのほとん

どが黒塗りだが、環境セスメント、建設候補

地と決定地の決定、入札、造成工事、供用開

始(稼働)の区切りだけは明確にしてあった。 

 2020 年６月１日の「(彦根市の都市建設部

と)新ごみ処理施設にかかる広域行政組合と

の協議」で、広域組合は「アセスの結果が出

る令和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』であり…」と述べている。同年６月 11

日の「新ごみ処理施設建設に関わる二役会議」

でも、広域組合は「今は『候補地』である。

『決定地』となるのはアセスを終えた令和５

年であり…」と述べている。 

 「荒神山を守る会」は当面、次のとりくみ

を進める。 

(１)１市 4 町の全地域で「ゴミ半減」大きな

うねりをつくる 

これは、それ自身が地球と地域の自然と社

会を未来につなげる役割をもつと同時に、荒

神山への大型処理施設建設の見直しに繋が

る。 

①９月議会で、甲良町以外の１市３町に「ご

みの抜本的な減量(半減)計画策定を求める請

願」を提出し、採択させる。 

②５月 15 日の「ゴミ半減のつどい」の成果を

広げ、全住民的なゴミ半減運動を広げる。チ

ラシ３号をつくり(６０００枚)、一定の地域、

議員、行政職員、自治会長等に配布する。随

時ニュースを発行し団体・個人に配布する。 

③広範な市民による「ゴミ半減を進める住民

の会」の設立を検討する。 

○愛荘町のリバースセンター関係者、○元小

型焼却炉プラント会社役員、○自然食品の店、

○生ごみ処理のサークルの人など、この問題

に関心の高い人が一定いる。 

(２)「西清崎を建設決定地」にする提案をさせ

ない 

(３)広域組合に要望書を提出し交渉する 

○建設「決定地」は、当初の確認通り来年

(2023年)に環境影響評価が示された後に決め

て下さい。○ごみ処理施設の建設にかかる全

費用を明確にしてください。○ごみの抜本的

な削減計画立てて、これを前提にして、焼却

炉の規模を決めて下さい。 

(４)広域組合に公開質問状を提出し、回答と

合わせて、住民に知らせる 
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(５)学習会を検討する 

○縦型の小型焼却炉  ○荒神山麓への建設

の問題点の整理。 

(６)視察を検討する 

○上勝町視察。○生ゴミ処理の先進地。○

愛荘町のエコステーション。 

(７)署名活動を大胆に広げて広く市民の声を

繋げる。 

 

８ おわりに 

  荒神山麓での大型ごみ処理施設建設計画を

知ったとき、既に建設に向けて行政の段取り

が進んでおり、殆どの人が「もう決まってい

る」「運動をしても無理だ」と思っていた。私

も「近くに建設計画が来るから、たたかうけ

ど重たいなあ」と感じていた。しかし、それ

は建設推進勢力の罠・情報操作だった。運動

を始めると、この計画で途方もない利益(数百

億円)を一気に得る人の姿が見えてきた。その

財源が全て住民の税金であることも分かっ

た。「ゴミが沢山出るのは当たり前。大規模の

処理場が必要だ」というのも情報操作による

思い込みだった。 

 そして、正確な方針を示せば、たたかいは

途中からでも間に合うことが分かってきた。

住民運動が市長選挙で争点を示し「荒神山ト

ンネル」の中止させた。「ゴミ半減」の運動が、

全住民のものとなって広がる可能性をつくり

だしている。 

 年齢を重ねて、時折老いを感じることもあ

るが、精神は青年のままである。健康を害さ

ないようにしながら、これからも地域住民と

の共同を広げていきたい。 

 改憲を許さない力はここにある。 

 

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ 

 

            安齋友美（新婦人滋賀県本部事務局長・常任理事） 

 

◆はじめに 

2021 年 3 月、生理に関する啓発活動をし

ている団体【＃みんなの生理】が発表した生

理に関するアンケート（日本国内に在学する

高校生以上の学生が対象）の結果では、5 人

に 1 人の若者が「過去 1 年間で金銭的理由に

より生理用品を買うのに苦労した」と答えて

いることが分かりました。さらに追い打ちを

かけるようにコロナ禍による雇止めや収入の

減少が、【生理の貧困】が社会的な問題として

取り上げられるようになりました。 

【＃みんなの生理】だけでなく、私が所属

する新日本婦人の会でも、国会要請をはじめ

各地で生理用品の学校配備を求めて請願など

の行動をおこしてきました。 

 

◆滋賀県内の取り組み 

滋賀県では、いくつかの市町で、2021 年

4 月頃から防災備蓄などを活用して、生理用

品の配布や公共施設への設置が始まりました。

（大津・草津・長浜・甲賀・湖南・東近江・

日野・竜王）しかし、ほとんどのところが、

「在庫がなくなり次第終了」としており、継

続的な支援になっていないことは残念です。 

滋賀県では県の公式 LINE を活用してア

ンケートが実施され、たった 5 日間で 3682

人から回答（うち 10 代は 75 人）が集まりま

した。 

生理用品の購入・入手へ苦労したことがあ

るかの問いには 26％の人が、毎回苦労する

（していた）、ときどき苦労する（していた）

と答えました。10 代の中では「親（保護者）
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が買ってくれないから（2.9％）、親（保護者）

の収入がないから（2.9％）という理由で入手

することに苦労すると答えています。また、

自由記述欄には「子どもの生理用品を買うこ

とを優先するから」「月経過多や肌荒れなどで、

自分に合う生理用品が売っていない」「夫に生

理用品の買い物を頼めないから」「生理用品を

買いに行く時間が無いから」「生理用品を買う

だけが生理の問題ではないから」と、さまざ

まな理由で、生理用品が入手しにくい状況が

あることも分かりました。 

県議会では、女性県議会議員が全員で【困

窮世帯への生理用品等の支援についての要望

書】を提出。その後、節木三千代県議（共産

党）・清水ひとみ県議（公明党）がそれぞれ質

問をおこない、「生理用品配布（300 万円）な

どの「女性のつながりサポート事業」予算

1500 万円を計上。県立学校のほか、県女性活

躍推進課（県庁内）、県立男女共同参画センタ

ー（G-NET しが）でも配布する予定。学校に

はトイレに啓発的に設置し、必要とする児童・

生徒が自由に使えるよう、2 学期までに間に

合わせたい」と回答を引き出し、2021 年度よ

り内閣府男女共同参画局の「地域女性活躍推

進交付金（つながりサポート型）」を活用して、

県立学校・県立施設での生理用品の配布・配

備が実現しました。G-NET しがなどの県立

施設や市町の公立施設ではトイレの手洗い場

に生理用品が配備されるようになり、利用者

が気軽に生理用品を手にする事ができていま

す。今年度も交付金を活用し、県立学校・県

立施設に生理用品の配布・配備をしています。 

県立施設などでトイレへの配備が進むな

かで、学校でのトイレへの配備は実施されて

いないところもあります。「貧困により困って

いる子どもたちを把握し、支援につなげるた

め」保健室で配布するという学校も少なくあ

りません。 

先述した滋賀県公式 LINE のアンケート

では、「生理が不規則で、急に来て、手持ちが

なくトイレで絶望する」「保健室でもらうと嫌

な顔をされたので、トイレットペーパーで済

ませていた」という声もあがっており、子ど

も達が気軽に生理用品にアクセスできる機会

が必要だと感じます。 

滋賀県でもう一つ具体化されたことは、今

年度策定された「パートナーしがプラン 2025

～滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍

推進計画～（令和 7 年度までを計画期間）」の

中に【生理の貧困】が位置づけられたことで

す。パートナーしがプランに対するパブリッ

クコメントには、72 名（市町、団体を含む）

の方から、190 件の意見・情報が寄せられま

した。とくに、【生理の貧困】には「アンケー

トを踏まえ、それを活かした内容を盛り込ん

でほしい」「コロナ禍における一時的な支援で

なく、すべての女性が健康に暮らせる権利と

して計画に位置づけていただきたい」など、

23 件のコメントが寄せられ、プランの追加修

正(下記)がされました。 

 

◆課題・今、求められることは… 

【＃みんなの生理】が声をあげ、メディア

大きく取り上げられてから約 1 年半。全国的

にも滋賀県内でも【生理の貧困】に関する状

◇購入・入手に苦労したことがある理由 

①他にお金を使わなければならないから

（23.3％） 

②収入が少ない（減った）から（23.1％） 

③自分に使えるお金が少ないから

（15.8％） 

④高額だから（12.7％） 

（プランに追加部分） 

コロナ下においては、経済的な理由で生理

用品の購入に支障をきたす「生理の貧困」

の問題が顕在化し、女性の健康や尊厳に関

わる重要な課題となっています。職場や地

域、学校等の様々な場面において、生理の

仕組みや心身の不調等を含めた女性特有

の心身の状況についての理解を促進しま

す。 
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況は大きく変わったと思います。しかし、ま

だ貧困問題の一部としか見られていないのが

現状です。 

先述した滋賀県公式 LINE のアンケート

では、生理による日常生活への影響や周囲の

理解不足により、貧困問題だけではない困難

な状況がうまれていることも見えてきました。 

生理によって、どのような影響・悩みがあ

りますか（ありましたか）の問いには、生理

痛がつらい（18％）、仕事や授業に集中できな

い（15％）、PMS（月経前症候群）がつらい

（14％）という結果がでました。自由記述で

は「生理痛がひどすぎて薬を飲んでいるが、

薬代が結構かかる」「生理痛がひどくて仕事を

休みたいが、言いづらく我慢して出勤してい

る」「出血が多く、衣類や椅子、車の座席まで

汚して困った」「出血量が多くて貧血になる」

「痛み止めが効かない」「学校・職場等の男性

陣から生理前後を含めた困難について理解を

得にくい」「生理中は行動が制限される」「週

末なら家から出ない」といった声も出されて

いました。 

NHK で放送された【ジェンダーサイエン

ス月経 苦しみとタブーの真実（2021 年 11

月）】では、「日常生活に支障をきたすほどの

痛みが生じる月経困難症は、日本では 800 万

人が苦しんでいます」「仕事のパフォーマンス

への影響も深刻で、労働損失は年間 4,900 億

円あまりと試算されています｡」と紹介されて

います。 

そもそも【生理の貧困】とは、十分に生理

用品や生理に関する教育にアクセスできない

状態にあることを指します。生理にかかる費

用・精神的負担の個人差に対する周囲の理解

不足・生理に関する知識の貧困です。今、「生

理の貧困」は「学校女子トイレに生理用品常

備を」の運動となって「生理タブー」を打ち

破る力となっています。今後はコロナ禍対策

にとどめず継続した施策になることが課題で

す。そして、性別問わず生理や体のしくみを

科学的に学び、自分やパートナーの体の変化

や状態を理解できる性教育が【生理の貧困】

を解決する手段になるのではないかと思いま

す。 

 

◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ 

滋賀県の自治体の状況 

－北から南から－ 
 

大津市役所建替え候補地を公表 

築５０年以上で老朽化し、震度６強以上の

地震で倒壊の恐れがある大津市庁舎の本館・

別館について、市は現庁舎の耐震・免震化は

せず、移転建て替えを行うとする基本方針を

まとめました。新館は残し、今後も活用する

方向。移転候補地を三つ挙げており、９月に

場所を絞り込み、懇話会や議会での議論を経

て１０月までに基本構想を策定するとされて

います。 

候補地となっているのは、①市が最有力と

するのは、現庁舎前の皇子山総合運動公園の

多目的運動広場、②ＪＲ大津京駅近くにある

国有地の皇子が丘公園、③ＪＲ唐崎駅前の国

有、市有が混在する用地、の三つ。 

（読売新聞 6 月 7 日） 

 

野洲市長のパワハラを認定 

野洲市の幹部職員が市長からパワハラ被害

を受けたと訴えている問題で、調査をしてい

た第三者委員会は、「ええかげんにせえよ」と

叱責する言動などは業務上、必要な範囲を超

えた行為でパワハラにあたるとした調査結果

をまとめました。 

また、第三者委員会は、ハラスメントの防

止に向けて、特別職と一般職の協議経過を記
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録すること、外部相談窓口を設けることなど

を提言しています。 

   (6 月 30 日 NHK) 

 

交通税が新たな県税として検討の俎上に 

今年 4 月 20 日、県の税制審議会が「地域

交通を支えるための税制の導入の可能性につ

いて」答申をだし、三日月知事も知事選挙の

マニュフェストの「交通税の検討推進」と明

記されています。 

県民に新たな負担を求める税制のあり方が

知事選挙後の焦点の一つになる可能性があり

ます。 

(6 月 15 日 守山民報) 

 

滋賀県 第７波入りで警戒レベル引き上げ 

新型コロナの感染者が再び増え、病床の使

用率が上がっていることを受けて、滋賀県は

１３日、第７波に入ったとして、独自に設け

ている５段階の警戒レベルを上から３番目の

「レベル２」に１段階引き上げたうえで、医

療体制の確保に向けた準備を進めることを決

めました。 

 (7 月 13 日 滋賀県) 

 

参議院選挙で改憲勢力が 2/3 以上を維持 

7 月 10 日に投票が行われた第 26 回参院選

は 11 日午後、開票作業が終了し、憲法改正に

前向きな自民、公明、日本維新の会、国民民

主の「改憲 4 党」は 93 議席を獲得した。非

改選議席と合わせ 177 議席となり、改憲の発

議に必要な参院定数の 3 分の 2（166）以上を

維持した。岸田文雄首相（自民党総裁）は同

日、党本部で記者会見し「できる限り早く発

議に至る取り組みを進めていく」と述べ、改

憲に意欲を示した。 

(毎日新聞 7 月 11 日) 

 

滋賀県の選挙結果 

滋賀選挙区では、自民党の現職で公明党が

推薦した小鑓隆史氏が２回目の当選を果たし

ました。 

滋賀選挙区の開票結果 

▼小鑓隆史、自民・現、当選 

３１万５２４９票 

▼田島一成、無所属・新 

１９万７００票 

▼石堂淳士、共産・新 

５万１７４２票 

▼片岡真、参政・新 

３万５８３９票 

▼田野上勇人、Ｎ党・新 

１万６９８０票 

 

現職と新人の２人による争いとなった滋賀

県知事選挙は、現職の三日月大造氏が３回目

の当選を果たしました。 

 

滋賀県知事選挙の開票結果 

▼三日月大造、無所属・現、当選 

５３万４６０票 

▼小西喜代次氏、共産・新 

８万３０１票 

 

滋賀の国民スポーツ大会、2025 年に正式

決定 

日本スポーツ協会は１４日、東京都内で理

事会を開き、２０２５年に予定する第７９回

国民スポーツ大会（国スポ、国民体育大会か

ら名称変更）と第２４回全国障害者スポーツ

大会（障スポ）の開催地を滋賀県に正式決定

した。湖国での開催は１９８１年のびわこ国

体以来、４４年ぶり２度目。 

会期は国スポが２５年９月２８日～１０月

８日の１１日間。県内１７市町と向日市、大

阪府を会場に、正式競技３７のほか、特別競

技の高校野球、綱引きやゲートボールなど７

公開競技、デモンストレーションスポーツと

してビリヤードやフットサルなど２４競技を

実施する。障スポの会期や競技は今後正式決

定する見通し。  

 (7 月 15 日 京都新聞) 
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第 1 回自治体 DX 研究会のおしらせ 

 

 今年度の調査研究のテーマとして、「滋賀県における自治体 DX」を取り上げることと

し、第 1 回研究会をズームにより下記のとおり行います。参加は自由です。希望される方

には URL などを送付しますのでメールにより申し込んでください。 

 なお、県職員互助会の地域社会活動提案事業として採択され、補助金（1/2、上限 10 万

円）を受けながら調査を実施することになりました。 

 

 日時 2022 年 7 月 26 日（火）15:00 から 2 時間程度 

 ズームを使ってリモート方式で実施します。 

 議題 

① 今年度調査方針と詳細実施計画について 

② 先行して行った京都府の府市共同化事業について 

③ 滋賀県の DX 推進戦略について 

④ その他 


