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平成１６年白老町民生常任委員会会議録 

 

平成１６年７月２９日（木曜日） 

開 会  午前 １０時０２分 

閉 会  午後  ２時３７分 

   

○審査事項 

 白老町環境基本条例について 

  

○出席委員（６名） 

委員長 鈴 木 宏 征 君     副委員長 土 屋 かづよ 君 

委 員 近 藤   守 君          氏 家 裕 治 君 

谷 内   勉 君          根 本 道 明 君 

議 長 堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（０名） 

  

○説明のため出席したものの職氏名 

生 活 環 境 課 長   二 瓶   充 君 

生 活 環 境 係 主   査   小 林 繁 樹 君 

主                  査      星          貢  君 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 主 幹     中 村 英 二 君 

書       記     渡 辺 博 子 君 



 2 

  

○委員長（鈴木宏征君） それで、昨日何件か確認した事項で、もう一度確認してみまして、その

ことについて報告をまずさせていただきたいと思います。前に快適環境のまち宣言ですか、それが

廃案になった件で、以前からおられました先輩の議員にどういうことだとお話を聞いたら、その議

員のおっしゃったとおりのことで、やはりその宣言の中にアイヌという言葉を入れてしまうと、自

然と一緒に生きてたのはアイヌの人だけだというような誤解を招いてしまうんでないかという指摘

でした。そういうことで、それを使うということが如何なことかということの意見が、その方と２

人くらい議員さんがおられまして、そのことが最終的には助役が満場一致で決めていただければな

らない議案なんで、そういう意見があって採決して、それがどうかという問題の話の問題ではない

ということで、これについては議会の方で審議していただきたいというようなことをお願いして、

議長が民生常任委員会の方へ付託したという、そういう流れがありました。１回、民生常任委員会

を開いたんですが、そこの中でまとめきれないで、時間切れになって廃案になったというような経

緯がございましたので、それについてもう１回ご報告をさせていただきます。それと、一つ私が昨

日質問した中で、町という中に議会と教育委員会と執行機関あるんだということの文章の中でお話

したんですが、これもやはり普通公共団体と、その定義というのがありまして、普通地方公共団体

と言うんだそうですが、その普通地方公共団体には議決機関として議会を、執行機関として長を置

くという、そういう文章がありまして、議決機関として議会置くという、執行機関として長という

のは、町長と教育長だと思うんですが、そういう文章がありましたので、これについても町の中に

議会、教育委員会、町部局という、この３つが町という名称の中で使われても、これは間違いない

ということがわかりましたので、これもご報告をさせていただきます。 

それでは、昨日第９条まで終りましたので、第１０条からの審議に入りたいと思います。それと

執行側から１０条の説明をしていただきたいと思いますが、これは関連は１０条だけでよろしいで

すか、まずは。一つ一つやってよろしいですか。 

○生活環境課長（二瓶 充君） ここの部分、単独で独立してる部分がありますので、１項目ずつ

説明させていただきます。昨日、９条まで行いましたが、基本的な部分で、私共の方で説明する部

分、抜けてるとこがありました。３ページなんですが、１条の前に、前文の所の３ページを見てい

ただきます。これの中で、基本条例という部分についての説明があります。ここちょっと基本的に

押さえておきたいなという部分、説明漏れましたので、１０条に行く前に説明させていただきます。

白老町として、今回の環境基本条例制定お願いするわけなんですけども、町では最初の基本条例と

いう形になります。いろいろ今、企画の方でまちづくり条例とか、まちづくり基本条例とかいうい

ろんな話は出てきておりますが、その形ではその条例を制定するということになりますと、２番目

になってくということになります。それで、一般的にこの基本条例といいますのは、基本的な考え

方、方向性を示す条例なんだということです。それで、いろんな環境に関する条例関係がこれから

出来たり、いろいろ要綱等も含めた中で出てきますが、それの上位、一番上に当る条例になります

よということです。そういう中で、それじゃ具体的にどういうことをやっていくんだということに

なりますと、基本計画関係でいろいろ具体的に施策を体系づけてやっていくということになります。
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基本は、この基本条例の部分はここがポイントだということになります。 

それでは、第１０条ご説明いたしたいと思います。環境への配慮等。第１０条。町は、環境の保

全と創造のため、環境に影響を及ぼすと認められる施策を計画し実施する場合は、基本的な考え方

に従い、環境への負荷が減少するよう配慮します。２項。町は、町が行う事業の実施に当たっては、

自らが率先して環境に配慮し、将来にわたる環境の保全等に取り組むための計画を定め、実行しま

す。いうことです。これにつきましては、趣旨の所でも述べておりますが、町の方での公共工事関

係。今後、この環境基本条例出来た場合については、全てそういう部分に視点を置いて計画等を策

定していくということになります。実は町だけじゃなくて、もう国、北海道、これも環境に配慮し

た公共工事というのが常識的になってきてまして、環境配慮しない工事については、住民、道民の

反対でなかなか進まないということに実態としてはもうなってきております。そういう中での条文

と。これは当然の条文ということになります。また、２項に取り組むための計画。将来に渡る環境

保全等に取り組むための計画ということなんですが、ここに説明の部分に書いておりますが、実は

平成１０年１０月に地球温暖化対策の推進に関する法律という部分が出来ております。それで自治

体では、温暖化対策の実行計画というのを定めて一つの事業所として、二酸化炭素等の減少に取り

組む対応策をしなさいということなわけです。白老町やってるかというと、若干遅れてます。いろ

いろ内部的には議論してるとこなんですが。実は前回の定例会でも若干そのところについてはご説

明しましたが、町でも環境家計簿的なものを事業所として作って、電気とか水道、果てはコピーの

使い方まできちっと定めてエネルギーを消費するような形で実行していかなきゃならないと。そう

しましと、これは現在の行革でも経費節減の関係でやってますが、二酸化炭素削減という意味から

も、行革と連動した中で進めて行くということ。これは、全町的な形の中で進めていかなきゃなら

ないということで、明年、平成１７年度から全体的な取り組みを進めていくという考え方で、今取

り組んでるところでございます。一応、第１０条についてはこういう形の説明です。 

○委員長（鈴木宏征君） 説明終わりました。第１０条に対する質問がありましたらどうぞ。ちょ

っと、一ついいですか。今の環境家計簿ですか、この件なんですが。今事業所の方のお話したんで

すが、要するに町民に対する啓発、啓蒙として、そういう環境家計簿みたいなもにを各家庭に配っ

て、やはり町民の方にもこういうことに対していろいろ実施していただきたいと。その環境を守る

ためにですね。そういうようなことを考えてるんですか。はい、どうぞ、二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 環境家計簿については、昨年の５月に策定しました。作り方とし

ては、希望者の方については、主要施設に置くような形で。私共の窓口に来ても渡すような形にな

ってます。これの作り方については消費者協会、町連合の婦人部、百人会議の環境部の人達に集ま

っていただいて、使いやすい環境家計簿ということで、相談にのってもらって作ってもらった経過

があります。昨年作った形の中で、ホームページ、町広報いろいろＰＲしました。大体１０００部

位持ってって利用してる方がいらっしゃいます。もう一つは、ホームページの中に生活環境課の中

に環境家計簿入れてまして、自分のインターネット使ってダウンロードすれば、表計算から何から

全部そこにセットになってますんで、自分でやることも出来ます。これについて、まずまずの利用

度合いかなと押さえてるんですが、実はこの環境家計簿というのは、環境学習と非常に密接に係わ
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りがあるんですね。ということは、町の施策として、環境家計簿だけでなくて、環境学習というこ

とを推進していく上の一つの材料になると思ってるんです。それは家庭だけではなくて、子供さん

達との連携というか、そういうものが非常に大事になってくるだろうなと。ということになってく

ると、環境家計簿出来て、すごく他の町と比較しても使いやすいんですが、そこの広がりがちょっ

と弱いということがありまして、今の基本計画の中で、環境教育学習の中で、これをもう少し使え

るような、上手く連動出来るような。家庭と子供とお母さんが上手く話しが出来るようなそういう

仕組みというか仕掛けを出来ないかなということで、今ちょっと考えてるとこです。 

○委員長（鈴木宏征君） 去年の何月でしたか。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 去年の４月。 

○委員長（鈴木宏征君） 今度、今言ってるのは事業者向けの家計簿というのを作成していきたい

という、そういうことなんですか。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 事業所の部分につきましては、日本製紙、旭化成とか、これと同

じような部分でＩＳO１４００１というのがあります。これは認定期間に認めてもらった形の中で、

同じような二酸化炭素削減の取り組をやるということなわけです。事業所関係については企業のイ

メージアップということからも認定受けた中で取り組んでいくと。廃棄物を出さないと。昨日もお

話しましたが、廃油関係についても燃料に変えて使っていくとか、そういう部分で取り組みは進ん

でるという部分があります。一方では、小規模の事業所については、やはり遅れてる部分がありま

す。町としては早めに、来年度白老町の方では、町自身ではＩＳＯの１４００１は取る考えはあり

ません。議会でも答弁しましたとおり、結構相当の金額もかかると。尚且つ、取ってる方の自治体

の方といろいろ情報交換したら、なかなか経費ばかりかかって、金食い虫だと言われてる部分ある

んですね。そうすると、自分達で実行計画を作ってやっていくと。これが良いんではないかという

ことで、これは登別、室蘭市がそういう形で進めてる部分です。私共、理事者の方とも相談したん

ですが、先ず自分達で出来ることからやろうという形の中で進めてるんですが、その中で遅れてる

部分があって、本来は自分達の率先実行計画を作り、尚且つ中小の事業所についてもそういうのを

もっと啓発していくという部分が必要だろうなと。これ先ず、町の役場から作った段階でその次の

段階として、今の言ったＩＳＯ、環境家計簿的なものですけども、そういうものを普及させていく

考えでおります。 

○議長（堀部登志雄君） 今、課長からいろいろお話あったんで、白老町を一つの事業体という認

識の元に、この環境家計簿をやるということですね。１４００１ですか、これは取らないと。取る

のは取れるんだけど、その後維持していくのが非常に見直し見直しで難しいと実際には思います。

だけど、自治体で取ってるとこも結構あるんですよね。だけど、大きい事業所は皆それを取らなけ

れば、企業もやっていけないような状況になってきてますんで、それは僕もわかるんですかども、

さっき委員長が言ってた、事業所というのは町を一つの事業所と見立てて、それでこういうことを

やるんだと。更に環境に配慮したいろんな町民ＰＲも含めて施策を打っていきたいと。だけど１４

００１は取らないというような認識でよろしいんですね。 

○生活環境課長（二瓶 充君） はい。 
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○議長（堀部 登志雄君） それともう一つ。一番最初の説明に遡るんですけど、この環境基本条

例はあくまでも環境に対する最上位の条例であって、基本的なものであって、例えば町の総合計画

もこの基本条例にのっとった形の中で総合計画の中の環境については、これを十分見据えた中で作

っていくという具合に。現在は逆になってるからあれですけど、今後はこういう形になってくんで

すね。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、議長おっしゃったとおりの部分が今まで、総合計画、条例は

なかったです。私共の基本計画というのがありました。これは総合計画との下位に位置するだろう

と、そういう部分があります。総合計画があって、今後、今条例が出来ますということになります

と、総合計画の中身についても、ここの部分は条例と計画になりますから、位置づけという部分ど

っちが上か下かということでなくて、条例基づいて、基本的な理念に基づいて計画なり何なり実施

していくという形に当然なっていくと。先日、お見せしました相関図の中にもそういう図式の部分

で連携とってやっていきますよということがありましたが、そういう形で当然進めていくというこ

とです。基本的な考え方は、今後町のいろんな計画なり何なり進めていく上でも、頭にそこ入れて

おいて進めていかなければならないということになります。 

○委員長（鈴木宏征君） 今までもそうなんですけども、こういう条例など作っても、作りっぱな

しでチェックをする所がないんですよ。本当に計画を作る時に、本当に環境に配慮してるのか、福

祉もそうなんですよね。福祉に配慮した施設なのか、そういう所を総括的にチェックする所が無い

もんだから、作ってしまって町民の方から段差が解消されてないとか、作ってしまってからそうい

う話が出ると。だから、実施する前に環境に配慮されているかどうかということの、やっぱりチェ

ックするための機関というのか、そういう所が出てこないと、せっかく良いものを作っても実施す

る時に頭にない人だって沢山いるわけで、何ぼ連携連携といったって、なかなかそこまで何でも考

えてやれるかというと、そこの課だけでは掌握出来ない部分もあって、作ったところがやっぱり元

になる所がきちっと配慮されてるかどうかということのチェックというのがされないと、せっかく

出来たものが、そういうことになっていかないんだけども、これは何かこの間の説明を聞いたら環

境審議会でしたっけ、そういうところが町民の入った方であって、そういう所がチェックをする機

関になるのかなと思うんですが、そこら辺のこともし考えあれば、教えていただきたいんですが。

二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今の委員長おっしゃった部分なんですが、平成１０年に作った現

在の環境基本計画、これなわけですね。この部分については作りましたけども、作りっぱなしと言

われれば、そういう部分も無きにしも非ずでして、この部分は環境審議会の方でも取り組みをチェ

ックするということで、今回作る前にやったんですね。その中では、やはり言われてることは条例

作りましたと、それに基づいた計画を今後になりますよと。これの進行管理をちゃんとやっていか

なきゃならないだろうということが。計画作ることが目的ではないんだということを言われてます。

それで、計画については総花的な何もかも上げてというんではなくて、出来ることきっちり見極め

た中での計画にすべきだということも言われてます。その中で、例えば今うちの方でやってるんで
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すが、環境の影響調査といいますか大気汚染ですね。北吉原はまなすセンターの所に置いてある、

ああいう情報とか、北海道で河川の水質検査。町でも水質検査やってるわけですね。そういうもの

の情報のデータとかがずっと採ってるわけです。そういうものを含めて年一回町民にもっと情報を

出しなさいとか、こういうことを環境施策としてやりましたということを、やはりまとめた部分で

の定期的な報告があってはいいんではないかということで、環境審議会の方には年一回やはりそう

いうところで定期的に報告するという場をこれから実施していかなきゃならないと。それで各条例

にも書かれてますが、公共関係についてのいろんな取り組みの中に環境という関連する部分があり

ます。それを一つにまとめて年一回報告するという仕組みを作っていくと。それをやらないとなか

なか行政というところは責任を持って期限までやらなかったりする部分がありますので、各部署で

責任を持ってやらせる仕組みを作っていきたいというふうに考えてます。 

○主幹（星  貢君） 条例として補足させていただきたい所あります。８条の所で、環境基本計

画の策定という所ございます。その２項の中に計画の進行管理に関することという表現を入れまし

たが、実は他の条例の中には入ってない表現なんですね。今、課長が申したとおり、計画をきちっ

と進行管理するという、力入れたいというふうに考えまして、他の所では入れてない表現をあえて

入れさせていただいてます。これ実は、法務の担当の方から指摘ありまして、普通は入らないんじ

ゃないかと、計画の策定の所に進行管理まで入らないんじゃないかという指摘は実はあったんです

が、ここをあえて力入れたいということで、入れさせてくださいということで入れさせていただい

た経緯がございます。ですから今、委員長がおっしゃったように計画の進み具合何かについては、

きちっと管理出来るような計画を作るようなことを意図としておりまして、それを受けた形で９条

に進行管理に既定を設け、報告もきちっとさせていただくという形で考えております。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） 今、言ったことを是非やっていただきたいのと、出来れば事業やなんか

の合議。役場内ですと合議制で執行する前に、こういうものを執行すると。それに対して環境の方

の部局に、そういうものがちゃんと計画どおりというのか、条例どおり網羅されているかどうかと

いうチェック出来る合議制も考えてみたらどうかと思うんですよ。仕事は多くなって大変なんだけ

で、やっぱりそういうような形でチェックしていかないと、なかなかやってしまった中で変更して

いくというのは難しいことなんで、先ずやる前にそれがちゃんと条例に載ったものかどうかという

チェックが必要だと思うんですよ。是非もしそういう合議制だとか、そういうものが出来れば、そ

ういうものにやってたことが、やっぱり条例や何かの考え方がちゃんと組み込まれた事業として進

める、先ずは一番早道かなと、確実な部分かなと思ってますので、そういうことも考えてもらった

方がいいかなというふうに思います。それは要望としてお願いしておきます。 

あと何か、１０条で。根本委員。 

○委員（根本道明君） 例えば、環境基本条例が出来た後にいろんな取り組みをするというふうな

考え方、これも大事ですけども、出来る以前に白老町でいろいろ取り組んでいることがありますよ

ね。環境が騒がれた京都議定書からの、例えばエネルギーを節約するには、こうするんだというふ

うなことを庁舎内でもいろいろやってますよね。そういうふうなことが置き去りにならないように、

そういうのも全部吸い上げて。言葉の中に例えば、やってみてやらせて見せて誉めてやらねば人は
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動かずという言葉があるけれども、そういうように過去にやったこと。一つ例えば分かりやすく例

で言うと、もう現在虎杖小学校海洋少年団とそういう人方が河川の所に木を植えて植樹をしてとい

う事業展開をやってます。そういうふうなこともやはりきちっと、この条例出来る以前にこういう

ことを既に気が付いてやっている地域もあるわけなんですね。そういうところもちゃんと叩き台に

乗っけてあげて、それを啓蒙して他の地域にも広めるような、そういうふうな管理の仕方というか、

そういうふうにしていただきたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、根本委員おっしゃった部分ですね、一つの団体ですね、虎杖

浜の漁組の婦人部とかも一緒になってやってます。白老町の特色として、他の自然団体とかも独自

でやってます。自然環境なり、環境学習的なものも含めて独自に自主的にやってるという団体が、

これが結構やってるんですね。私共今回こういう京都議定書、緑の部分や何かを含めた環境に配慮

した行動を自らやっていきましょうという、そういう地道な取り組みが今度の環境基本計画の見直

しについても、非常に重要な部分になってくると思ってるんです。実は、いろいろ環境審議会で話

し合ってる中で、自ら活動している団体の人達を如何に広めていくのか。これが一番の柱になって

いくのではないのかなというふうに言われてます。ですから、ここを町としてどういうそれじゃど

ういう役割ができるのか。ここがポイントになってくるんではないだろうかと。まだちょっと議論

の中なんですが、一つは自然環境の活動してく自主的な団体。それからゴミとかリサイクル推進協

議会とか町内会でやってる団体とか、いろいろあるわけです。こういう独自にいろいろやってる人

達の上手く、町があまりお節介なことをしないような形なんですけども、緩やかな団体的なまとめ

た部分で情報を出し合って、他の町民の人もそれに参加出来る方法とか、そういうものも出来るよ

うな団体を作って町民に広めていくというようなことが出来ないのか。この辺が非常に今度の基本

計画を作った後の実際にやってく上での重要なポイントになるんではないかというふうな形で今進

めてるところです。町としての役割と、今やっていただいてる人達、これを如何に連動させていく

か。これがポイントになるかなというふうに押さえてます。補足で１９条にあたるんですが、星の

方から今の関係で。 

○主幹（星  貢君） １９条の所で今、副議長おっしゃった所一部含まれるかと思うんですけど

も、２２ページ解説の所でいきますと、必要な情報という２行目に当たるんですけども、環境に関

する業務や町内の環境団体に関する情報など指している。要するにこういう情報をより多くの町民

にお知らせしていくというふうなことは、条例でも義務として僕達側に科すようなことで、今提案

させていただいてます。具体的には８月から予定しているんですが、環境基本計画を策定するに当

たって今、副議長おっしゃったような団体に対する聞き取り調査を僕らの方で歩いていろいろ団体

活用の内容、その活動を通じての課題ですとか助言みたいなことをいただきながら、計画の中に少

しでも反映していけれるようなことを考えておりまして、一応今言われたことについては極力実施

していくような形で考えていきたいと思います。そういうものの後にいろんな町内のネットワーク

ですとか、そういうものが見えてくるような場面が出てくるんではないかなと考えてます。先ずは

僕達の方がそういう団体の情報ですとか、きちっと確認するというところから先ずスタートしたい
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なというふうに考えてます。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 今、説明ありまして、良く理解しました。どうせ、このような立派な条例

が作られるのですから、全て毛細血管まで流れるような、生きた条例にしていただきたいと、この

ように思います。以上。 

○委員長（鈴木宏征君） 今の根元委員の意見がございますので、そういう取り組みをしていただ

きたいと思います。あと、何かありませんでしょうか。それで、この１０条につきましては、これ

でよろしいでしょうか。はい。わかりました。 

次は１１条、お願いします。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 町は、公害の原因となる行為と自然環境の適正な保全に支障を及

ぼすおそれのある行為に関し、その事業者と公害防止協定を結ぶなど必要な取り組みを行います。

２項。前項に定めるもののほか、町は、環境の保全上の支障を防止するため、町民や事業者に指導、

助言等を行うことができます、ということです。ここについては、現在１項の解説の方にも説明と

して書いておりますが、実際には水質汚濁防止法とか、それに関する北海道の方では公害防止条例

定めております。それで町としても、日本製紙とか旭化成、旭ベットとう含めて、ここに現在５ヶ

所の企業と公害防止協定結んでおります。実際にそういう部分ありますが、そしたらこれまで何に

基づいてやっていたのよと言ってたら、根拠的な部分が見えない部分ありました。今回それを定め

た中で必要な部分については、公害防止協定基準等もありますが、締結していくという形を取りた

いというふうな考え方です。また、指導や助言ということの部分で、この規制という部分になって

きますと、法律的な部分と北海道公害防止条例等も含めた中で、どうしても道での規制の部分、そ

れでお願いするという部分。尚且つ町が連携を持った中で、道と実施していく部分とかいういろい

ろあります。そういう中で、この辺の部分を一つのこの条例を基本として、公害防止協定等を含め

た中の中身に指導助言、立ち入り検査等も含めた中で定めて進めていくという形を取りたいと思っ

てます。それと、一般的に言われます、昨日も説明しました空き缶のポイ捨て条例とかの部分です。

これは苫小牧市なんかも制定しておりますが、なかなか罰則等を含めた条例にはなってるんですが、

実態としては稼動してないという中身もあります。市民に空き缶等を捨てないような意識啓発の条

例という部分にも当たるんですが、いろいろ各自治体工夫しながら不法投棄だなんだを含めた中で、

それを実施してるということがあります。これの規制の部分については、法律もありますし、その

辺のところを考えながら白老町２万人の町で出来る部分を、ある程度見極めながら進めて行きたい

と考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） 説明終わりまして、委員の方のご意見ありましたら。 

一ついいですか。結構今、公害の問題については噴出し公園の近くのピッチの問題だとか、うち

の部分ですと鶏糞だとか、そういう部分で非常に関心になってるんですけども。いつも思うのは監

視体制というのか、やっぱりそういう部分で。うち方の法律ではないんですが、やはり道の方だと

か連携を取るために、本当は法律を持ってる所が監視するのは本当だと思うんですけど、そこまで

なかなか全道隈なく目は届かないわけで、やっぱり担当している市町村がそういう部分で監視して
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いかなければならないと思うんですね。こういう規則等の取り組みをこういう条例を作ったとして

も、これが企業に守られてるかどうかというチェックは、本当は紳士協定でこういう公害防止協定

だとか結べば、絶対協定のとおりやってくれてるというふうに、そういう紳士協定でやるのが一番

良いんですけども、そういうところもまだ行かないところもあって、じゃ全企業と協定を結べるか

ったらそういう環境にもないですし、そうするとどうしてもチェックをしていかなければならない

というのがありますよね。監視というのか、チェックというのか。こういう条例が出来た時に、町

として持ってるセクションで監視とかチェックしていかないと駄目ですよね。そういう部分では考

え方というのは、これからのことだと思うんですが、どうなんでしょう。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、委員長おっしゃる硫酸ピッチの関係ですね。あれは産業廃棄

物です。ですから、北海道が監視しなければならないんです。それで、実際どんなふうな系統で入

って来てるかと言いますと、例えばフェリーで苫小牧にトラックで入ってきてると。それがそのま

ま道内に入って来てる。北海道は産業廃棄物については、これは指導要綱ですけども、受け入れな

いと。道内のものは道内だけども、本州のからのは受け入れないという方針があります。そういう

中で入って来てると。それじゃ、これを防ぐ方法はどうなのかという。道の方でも検討してるよう

ですが、Ｇメンみたいに港に配置してチェックするとか。チェックするといったって限界あると思

うんですね。そうすると、自治体との連携が不可欠になってくるということの中で、私共の方もそ

れが役場だけで出来るのかどうかという部分。町民、町内会、皆の連携取った中での監視体制が必

要になってくるのか。それが産廃だけでなくて、不法投棄も含めて、そういう仕組みなり何なりを

検討しなければ防ぎきれないんじゃないかという部分が一つあります。実態としては非常に難しく

て手をうてない部分あります。２点目の部分で、各課にまたがる部分でということで、一番今現実

に具体的な部分での私共の押さえてる部分では、畜産廃棄物なんですよ。畜産廃棄物は産業廃棄物

になりまして、北海道の産業廃棄物ですから、所管になるということなんですが。一次産業の振興

をするときに、それは売上だ従業員の採用だという部分の方に目がいくのですが、最終的に出てく

る部分での廃棄物という部分ですね。こういうものの問題がどうしても付きまとって来るというよ

りも、どうしてもこれは必ず処理しなければならないものだという。行政内部の部分も、そういう

視点を頭に入れて、当初からそこの部分を含めた対応策を考えていかないと、後々になって直ぐ問

題になってくるということが出てくると。従って、私共も各課にただ畜産の振興という部分ではな

くて、やはり廃棄物含めた中で。他の産業の部分、企業誘致の部分も含めて、やはりそういう意識

を持ってもらうという、そういう動きをこれからしていかなければならないというふうに考えてま

す。 

○委員長（鈴木宏征君） 作ったとこでやろうとしても、本当に範囲がしれてるんですよね。です

からポジションポジションで、今言ったような考え方をきちっと持っていただいて、要するに生産

から廃棄までと言ったらおかしいですが、やっぱり一貫したチェック体制というんですか、そうい

う考え方持ってやらないとなかなかこういう良い条例作ったとしても、これを維持してくというの

か、管理してくというのは非常に難しいと思うんですね、1 課では。やはりポジションポジション

で、そういう考え方を持っていただいて、チェックしていただくというのか、管理していただくと
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いうのか、そういうことをやっていただくような組織でなければならないと思うんで、そこらへん

きちっと出来た後には考えていただければ。 

 あと何かありませんでしょうか。土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君） 委員長のお話にもありましたけれども、実際、今この白老町でこの

問題が起きてる部分てありますよね。例えば、高速行く所の廃自動車の置き場ありますよね。あれ

は将来的に、道路跨いで道の河川敷ありますね。その河川を損失しないということも無きにしも非

ずということと、過去何年かに砂を取った後の整備がきちっとされないとか。そのことによって自

然災害が発生した場合は、責任の取り方というんですか。だから、事業者にやっぱり防止協定を結

ぶのは必要なんですけれども、そういうところの罰則を強化するとかというんじゃなくて、責任の

有り方というのをきちっと、その辺も追求していった方が良いんじゃないかなと思うんですけれど

も。この間もお話ししましたけども、仮に産廃業者が、最終の処理業者が白老に入って来るとなる

と、この平地では土地を取得する所はない、そうすると森野とか飛生とか、そういう部分になると

思うんです。つい一週間前なんですけども、四季彩街道通って来まして、これだけ素晴らしい白老

の自然が、もし仮にそういうような業者の方が入って来られて、汚染されたらどうなるんだろうか

と。現在この間、課長からお聞きしましたけれども、飛生の遮断型最終処分場なんかも、本当に安

全なのかという部分で、やっぱり危惧されるということがあるんです。ただ、現在の法律ではこれ

しかないとなったら仕方ないんですけども、やはり事業者に対する責任というのはきちっとしてお

いた方が良いと思うんです。一個人では出来ないことを事業者には出来ますから。 

○委員（根本道明君） 今、個人名出したけれども 

○委員長（鈴木宏征君） 休憩します。   

         休憩 午前 １０時４９分 

  

再開 午前 １１時１０分 

○委員長（鈴木宏征君） 土屋委員の答弁の方を二瓶課長お願いします。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、土屋委員から廃自動車、砂利関係のお話がありました。事業

者の責任とか法律の整備の関係という。確かに廃自動車の関係にしてましても、この環境条例出来

たということで、これはどこの部分に該当するかといいますと、それぞれも地権者が自分の財産を

しっかり管理しなさいという部分が、まず基本的な考え方であると。そうするとこういうふうな廃

自動車については何が問題かといいますと、今までは法律が明確でなかったという部分あります。

それが来年の１月１日から自動車リサイクル法が出来まして、廃自動車は廃棄物になるということ

が明確になりました。これについては今、法律が整備されたということで、解決に向かってるとい

う部分があります。しかし一方では、そこの部分だけではなくて人の土地に無断で置いてるとか、

さっき委員が言いました土壌汚染、オイルとか何とかもいろいろ漏れてる部分とかも実際あるわけ

です。そういう部分での事業者の責任というのがあると。但し、法律的にここの部分では盲点をつ

いた悪質な事業者という部分もありまして、これは何処が所管するかというと北海道なんですね。

言ってみたら、土現の用地は北海道ですから。そういう中で適切な法律がなかったと。廃棄物処理
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法についてもなかなか明確に対応出来ないという部分ありました。これは先ほど言いました、リサ

イクル法に基づいた中で、事業者については古物営業法で今現在してますけれども、来年の１月１

日からはもう出来ないという部分があると。これは許可を受けた事業者でなければ出来ない。そう

すると、１月以降は今の状況の中では対応出来ない。そういう中で、やはり改善に向かって、自分

で努力しなければ、残ったものは別にして事業自体は出来ないだろうと押さえてます。 

もう一方ではそういう中で、如何に環境の部分を回復させるかという部分は、民事的な部分とか

いろんな法律があるんですが、それぞれの中でそれを立ち退き訴訟なり何なり含めた中で来年以降

対応するのかどうなのか。これは実は、国の法務局等もちょっと協議してるんですが，法律との絡

みがあって、的確な部分を近いうちにはうてない状況です。法的訴訟に向けての取り組みの意思確

認は出来てるんです。現状は非常に激減してると、廃自動車が。という状況もありまして、この部

分については状況しばらく待ちたいという部分が本音であるみたいです。 

一方でもう一点の砂利の部分ですね。砂利の規制はこれまでなかったんですね。採取についての

許可の法律はありましたけども、それについては北海道の方で平成１２年ですか、条例が出来まし

た。これについて、一番のポイントは何処だったかと言いますと、砂利採取する業者はそれを許可

を受ける前段で、埋め戻ししないで倒産させるとう、こういう行為がずっと続いてたということか

ら、それを補てんする保険とか何とかを、財源的な部分を資料として付けなければ、北海道の方で

許可しないということになりましたので。最終的に倒産したらそのお金で違う業者が埋め戻しする

という中で、今対応出来るようになりました。従って、そういう埋め戻し、未利用地ということは

無くなったんですが、前の許可を受けてたものについては、残ってるという部分があります。それ

で、市町村は全道にあるんですね。北海道については、許可件者が北海道なんだから公共残土等含

めて、それについての対応してくれないかというのは言ってるんですよ。ところが北海道自身は、

そういう考え方もあるというふうな発言もあるんですが、結局はそこに埋め戻しする。それは防災

上の問題とかいろいろあるかもしれないんですが、そうすると土地の価値がまた上がるだろうと。

そうすると、そこでやっていいものかどうなのかということが、道自身でまだ結論が出てないとい

う部分があります。それでずっと先送りされてきてるという部分がありまして。これは道内の、苫

小牧にも広大な、渡り鳥が来るような大規模な池まで出来てるという話も聞いてますが、関係自治

体と連携取った中で、やはり道の方に要請していくしかないだろうという部分を持っております。 

もう１点、最終処分場の話出ました。先ほど、許可件者北海道ですが、星主幹の方からありまし

たけども、北海道に事前協議出す前に、白老町の方としての指導的な指針というのを作ってるんで

すが、今現在見直し中です。これについては町だけでなくて、議会の方にも。言ってみたら手順な

んですが、公害防止協定結ぶ部分とかの含めた中での今見直ししてますので、それについてはある

程度の段階で、また民生常任委員会の方にご相談したいなというふうに考えております。なるべく

そういうものについては、情報をきちっと議会の方にも開示した中で対応していきたいというふう

に考えてます。現在の指導指針があるんですが、時代に若干ずれてる部分があるということでの修

正を行うということで今進めております。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、この１１条に対して何かありますでしょうか。それでは１１条は
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これでいいということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） ３０分まで休憩します。 

休憩 午前１１時１７分 

  

再開 午前 １１時３３分 

○生活環境課長（二瓶 充君） 第１２条、説明いたします。環境の保全に関する施設の整備等。

町は、下水道、合併浄化槽、廃棄物の処理施設など環境の保全上の支障を防止するために役立つ公

共的施設の整備を推進します。２項。町は、公園、緑地など公共的施設の整備、自然環境の適正な

整備や健全な利用のための事業を推進します。ということです。一般的な公共的施設ということの

中で下水道。これからの下水道については非常に経費がかかるということで、合併浄化槽も検討し

ていかなければならないんじゃないかということの中で表現をいたしております。これにつきまし

ては、一般論として述べておりますけども、各論に入ってきますと、今実は行革の中でも合併浄化

槽の部分や何かもうたわれていますが、公共下水道の区域をどこまでにするのかとか、これが非常

に具体的な部分では大きな課題になっています。従いまして、そこをはっきりしないと、なかなか

合併浄化槽の部分についても進めていくという部分についてはなかなか理解を得るのに非常に大事

な部分ということもありまして、現在庁内のプロジェクトチーム作ってる中で検討を進めてるとこ

ろでございます。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） それでは１２条の説明終わりましたので、この件に対してご意見ありま

したらどうぞ。谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 解説の中で、公共的施設ということで、公共施設ではなく公共的施設とし

たのは、と書いてあるんですけども、もう少し説明を加えていただきたいんですけども、よろしく

お願いします。 

○委員長（鈴木宏征君） 星主幹。 

○主幹（星  貢君） この例示されてる中では、例えば下水道事業が民間でという可能性はほぼ

無いと思っていただければ、結構だと思うんですが、現実に合併浄化槽自体は今個人で設置してる

ものになってます。ですから、そういうことも含めて全て公共、行政でやる施設のことを指すので

はなくて、個人で設置している、いわば保健衛生施設になるかと思いますけれども、そういうこと

を含めて整備を推進していきますという意味合いなんですよね。主に的と入れたのは、ここで言え

ば合併浄化槽のことを指して入れております。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんか。もしなければ１２条につきましてはこれでいいと

いうことで進めさせていただきます。次、１３条に入ります。１３条の説明をお願いします。二瓶

課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 第１３条に入ります。廃棄物の減量等の推進。町は、環境への負

荷を減少させるため、廃棄物処理の適正化を進めるとともに、町民と事業者による廃棄物の減量化、

資源の循環的なる利用やエネルギーの有効利用の促進に努めます。２項。町は、環境への負荷を減
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少させるため、町の施設の建設や維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量化、資

源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めなければなりません。ここの条文は資源の循環

利用、エネルギーの使用を減らすということが重要であるという意味合い。また、具体的には基本

計画についての中で、施策を検討するということになります。それと、ちょっと細かいことなんで

すが、一番下のとこに第１項、第２項の努めます、努めなければなりませんという部分の区分があ

ります。最後の語尾なんですが。ここの所で説明しますと、第１項で町民や事業者の取り組みを促

進する間接的な役割ということで努めますという表現にしております。若干弱く表現してるという

部分があります。２項目については、町が行う建設工事関係ということですので、努めなければな

らないというきついような表現にしてるということがあります。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） 今、１３条の説明をいただきました。１３条に対する何かご意見があり

ましたら。 

１つ聞いてよろしいですか。１３条の第１項については、今、先ほどもちょっと話題になったん

ですが、一般のゴミを減らすためにコンポストだとか、そういう対策の部分だと思うんですよ。そ

れで、今、町の方でこういうふうにやってる部分の取り組として何かこういう部分で具体的に計画

作り、基本計画やってますよね。そういう中で、これに対する考え方、何か持ってるものあるんで

すか。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、委員長おっしゃった部分では、ゴミ処理基本計画という部分

を今年度見直しかけるという。一般廃棄物処理基本計画というのを審議会立ち上げまして対応策を

練っていくということになります。これについては、平成７年計画立ててるんですが、随時見直さ

なければならないという、そういう厚生省からの通達ありますけれども。廃棄物関係については、

平成１２年に登別の方での共同処理という部分もありますし、リサイクル関係の法律が非常に制定

されてきてるという部分もあって、今これから取り組むという部分があります。それじゃ、一般的

な部分での減量化についての取り組み項目がどう出てくるのかと言いますと、具体的には町の誘導

政策としてゴミのコンポスト、この辺がうってるといったらそのくらいなんですね。それで、私共

これから町の理事者の方と、先ほど言いました計画の見直しを含めた中で、事業系の一般廃棄物。

先の６月の定例会の方でも私共の町長の答弁からも一部あったんですが、事業系一般廃棄物がトン

当たり３,０００円なんです。それで、家庭系の部分についてはゴミ袋の中で徴収してますが、事業

系の部分が室蘭、登別、伊達が歩調合せまして今年の４月からトン当たり５,０００円に値上げした

んですね。おそらく町の方でも積算すればトン当たりその位になるだろうという試算が出来てる部

分があるんです、今事務方の部分で、ランニングコストの部分で。収集運搬については別にして、

焼却する部分についてはそれ位になるだろうということでいくと、やはりある程度処理費用を適正

な価格にしないと、自分達自らがゴミの減量化になかなか努めないのかなというふうに押さえてる

んですね。先ほどのお話の中でも町が有料化図ったときには約３０％どんと落ちたと。コンポスト

も皆さん購入なさいました。そういう部分考えるとやはりそういう部分あって良いのではないかと

いう中で、これからそちらの方、料金の部分も含めて考えたいというふうに、今考えております。

これは当然事業者の方にもいろんな情報を公開した中で理解していただくということになっていく
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と思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） このゴミ処理の問題というのは、条例とか作っていく計画の中でも本当に

大きな割合を占めていくんではないかと思うんですけども、今、課長が言われてたコンポストの利

用で大分ゴミの減量になってきたというのは前に１回、課長の所で説明受けてるんですけども、１ ,

３００個位のコンポストが出てるそうなんですよね。ですから、これ以上のコンポスト普及という

のは難しいだろうという話も聞いてましたし、年々利用者が少なくなってきてるというのも聞いて

ましたんで、これからの例えば計画の中で、例えばそれに変わるコンポスト。私も前にダンボール

コンポストの話もしましたけども、各家庭の家の中で出来るような。確かにコンポスト機械式の、

１台４、５万するんですか、そういったものがあれば各家庭で出来る処理機もありますよね。ただ、

そこまで町が助成してどうのこうのという話も多分無理だと。今の財政的な部分では無理だと思う

んで。例えば家庭の中でさっきも言いましたけども、環境教育みたいな部分の中に、このダンボー

ルコンポストを。例えば、楽しみながら失敗してもいい、先ずやってみようという形の中で、夏場

の仕事関係の忙しい時じゃなくて冬場の１ヶ月、２ヶ月でもいいです。家の中に居る機会の多い時

でもいいですから、そういったものに取り組みながらやっていくというのも、この環境を考えてる

中で私は必要なことじゃないのかなと思うんです。そして、特に白老町の場合は、昔はよく白老大

根といって、大根が白老で取れてたと、昔の話かもしれませんけども、そういった土地だったとい

う話も聞いてます。ですから、生ゴミを堆肥化して、そういった土作りから農園て言ったら変です

けども、そういった農園作りにまで発展させていけるような、大きな夢を持った施策を計画してそ

れを実行してく。それが持続的なものになっていけば良いんじゃないかと思うんですけども、この

条例がこういう形の中で出来上がります。そして今度は計画に入っていきます。その中に是非そう

いったものとも網羅していただきながら、考えていただきたいなと思うんですが、その辺について

の考え方があれば伺いたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 氏家委員おっしゃるとおりの部分あります。それで私共の例えば

条例、計画、具体的な部分でやっていこうと。環境学習含めた中でゴミの減量化につながっていく

という部分ですね。これを進めてく部分で、どうやってこれを進めていく。言ってみたら、町職員

が自ら、先ほど言いましたダンボールコンポストで普及させていくのか。そういう部分で実際にや

ってらっしゃる人達も非常にいる。苫小牧や何かも随分進んでる。それは、民間の人達が指導体制

が出来てるんですね。それと市が連携してるという部分があるんです。そうすると、こういう動き、

活動を如何に行政、町側が連動した中で広めてくのか。これがポイントになってくと思うんです。

ですから、この仕組みをどうやって作っていくのか。繰り返すようになるんですが、自然の保護の

団体、自然環境の学習、子供達に教える団体もあれば、こういう取り組み方を取り組んでくれる団

体とかを上手く連動させながら町と進めてく。それの中の取り組みとして今、審議会の中での議論

も出てるんですが、そういう専門かなり何なりを情報交換したりする場というので、仮称なんです

が環境町民会議の中に、学習の部分とか減量化の部分では専門家をお願いして、普及させるような
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取組みは出来ないだろうかとかという、そういう考えが出てきております。従いまして、実際に如

何に町民力を利用していけるかという部分の取り組みを、この計画の中でも議論していければなと

いうふうに考えてます。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も、決してこれは行政にだけ押し付けるのではなく、そういった計画の

中で行政が発信の場であってほしい。例えば、議会の場でこういった意見があったと。皆さんどう

でしょうかという。例えば、町が発信役になって、そういった取り組みをやってる方が結構いらっ

しゃる。そういう方々に町もちゃんと理解してくれてるんだと。こういうやり方も推進してくれて

るんだという。何でもそうだと思うんです。子供も大人も関係なく、例えばさっきの根本委員の話

もそうですけども、自分達がやってることを行政がちゃんと見ててくれてると分かってくれてるん

だという、そういう形であれば一番良いのかなと思うんです。ですから、そういったものが町民力

を生かすことにもなるでしょうし、行政も自分達の時間のある時にそういった団体の所に行ってど

うですかという、激励をしてあげることも行政の一つの仕事かもしれない。本当に町民１人１人に

やる気を起こさせるような取り組み方、これがこれから求められていくことじゃないかなと思うん

です。例えばそういった時に、そうやって作った堆肥はどうしたらいいんですか。何処に持って行

けばいいんですかという話も出てくるでしょうし。多分皆さんが作ったものどうすればいいのとい

うことでもって、いろんな。頭の中で問題意識を抱え込んでるというのが現実じゃないのかなと思

うんです。ですから、町の空き地を利用して、じゃここに持って来てくださいとか、ここに持って

来て自由に野菜や何かも作ってくださいとか、そういう意見交換の場が、さっき言った環境町民会

議だとかひっくるめた形の中で考えて、これから本当に大きな環境問題について取り組んでいく場

を作っていただきたいですし、行政としても各団体と行政という温度差をなくして、どう近づいて

いけるのかということをしっかり考えていただきたいなと思いますので、これからの計画またこの

条例を生かした計画の中に、そういったものを網羅していただきたいなと思いますけども。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、氏家委員おっしゃる部分はもっともでして、私共いろいろ環

境携わってきましたら自然環境とか、先ほどのダンボールコンポストもそうなんですが、町民の人

が私共役場の職員よりも、自然環境非常に専門的になってるんです。私共とてもかなわないんです

ね。それで、実際に氏家委員もダンボールコンポストやったり、私共ビデオテープで見たりやった

り何なりしてるんですが、実際やったりしてくれてるわけです。そういう形で我々の役割は何なの

かと。実際専門的な分野の人達がいるんですね。それを如何に意見の、町民に理解する場を設けた

り、そういう機会の場を設けたりするとう部分の、それが行政の役割の部分になってきてると。で

すから、そういう中での我々の立場の者の役割という部分を、やはり町民の人と連携取りながら認

識して進めていく必要があるのかなと。専門家の人達の力をより活用していくということの中での、

私共の役割を考えていかなければならないというふうに考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、何かありませんでしょうか。土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君） 今、氏家委員のお話になった廃棄物の減量化、コンポストの話なん
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ですけども、これは町民にも啓蒙させるということなんですけども。じゃ、例えば大きな事業所が

ありますよね。病院とか学校とか。ホテルなんかもありますけども、そういうとこでの発信という

形で、今後そうであれば、もっと大きな声を上げてやっていく必要があるんではないかと思うんで

すけども、実態としてはどうなんでしょう。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 事業所から出る部分ということの中では、基本的には産業廃棄物

とか、事業系一般廃棄物とかという部分あります。廃棄物処理法に定められてるのは、産廃は自分

でやりなさいと。事業系一般廃棄物についても原則自分の所で減量化に努めなさいという部分があ

ります。たまたま、事業系の部分については町では登別市が焼却するのに余力がありますので、受

けるような形で料金取ってやってるという部分があります。ですから、処理の部分での対応出来な

い自治体では、受け付けてない町もあるんですね。それぞれの事業所で対応しなければならないと

いう部分が基本的にはあるわけです。従って、私共の中では事業所においても当然減量化という部

分は啓発していかなきゃならないと。どんなものに係わらず、ゴミの部分については、減量化を啓

発すると。その部分での一つの方法としては、先ほど言いました料金も適正な価格にしたいという

部分も含めて対応、検討していかなければならないというふうに考えてます。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんか。もしなければ、この１３条については、これでよ

ろしいでしょうか。 

 それでは、お昼の昼食の休憩に入ります。再開を１時からとしたいと思います。よろしいですか。 

休憩 午前 １１時５５分 

  

再開 午後 １３時０２分 

○委員長（鈴木宏征君） 再開いたします。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） トン当たりゴミの処理料いくら位かという部分がありました。こ

れは正式にこれからのゴミ処理基本計画、一般廃棄物処理基本計画策定するときに、いろいろデー

ターとして精査していかなきゃならないんですが、収集運般経費と焼却経費を合わせたものを、ト

ン数１５年度で９,２６９トンでした。これで割りますと、大体２万９ ,０００円位ということにな

ります。トン当たり２万９,０００円です。先ほど氏家委員からもお話ありました、１世帯当りの手

数料どの位になるのかということなんですが、平均しますと５,４００円程になるということでござ

います。ちょっと参考なんですが、実は登別市の方で今年の４月から建築リサイクル法に基づく収

集した材料ですね。防腐剤とか塗ってる木材関係について産業廃棄物の業者の方で処理できないと

いう部分がありまして、登別市の方で産廃の部分の木材関係について、処理できない部分について

は、受け入れると、焼却するという、そういう話になりまして、４月から受け入れるということに

なりました。その経費がトン当たり９,０００円です。ですから、ざっと比較しますと、私共先ほど

の部分で説明しました事業系の一般廃棄物が３,０００円という部分から見ますと、やはり結構な部

分。登別市は事業系を５,０００円にして産業廃棄物の燃やせる部分については、更に９,０００円

にアップして受け入れてるということですから、そういう部分でいきますと、使用料関係の部分見
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直さなければならない部分があるなと。それでないと実際に産廃の処理業者の関係もありますので、

その辺もバランス取らなければならないということになると思います。一応、補足という部分での

説明させていただきました。 

○委員長（鈴木宏征君） それではいいですか。１４条の説明をお願いします。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 第１４条から第１６条まで環境保全の同趣旨の条文です。ですか

ら１６条まで続けてご説明したいと思います。第１４条。町は、野生生物の多様性を損なうことな

く適正に保護管理するため、その生息、生育環境の保全その他の必要な取組みを行います、という

ことです。これにつきましては、野生生物の育成の実態調査とか、そういう部分を把握するという

ことが挙げられます。適正に保護管理という部分もいろいろ出てきます。保護管理という部分では、

実態としては生息実態調査。何を生息実態調査するのかという部分や何かもあるんですが、町の方

で実際にやってる部分では、鹿の実態調査やっております。秋に北海道の方と３日間、夜、森野の

方の山奥に上がりまして、ライトセンサス、ライト付けて鹿の目が光るものですから、それで数を

確認するというのを、毎年実施してます。実態としては非常に増えてきてるということで、この辺

に関しての北海道の方の取組みも今後どうするのか。農業の被害や何かの関係も出て来てますので、

その辺を対応していかなきゃならないという問題が実態として今出て来てるということ。 

一方で、別の視点でうちのではヨコストの湿原関係があります。ヨコストの湿原については、公

有地化を図るということで、一部バイパスの南側の海岸沿いの部分、町有地化しておりますが、こ

の部分についても実態として財源関係の問題もいろいろ出て来ております。更に東高校の方向の部

分について、購入するのかどうなのかという部分いろいろ、財源ない中であるんですが、実態とし

て本当にどのような野生生物があるのか、生育してるのかということが、今の所、最近のデーター

ないわけなんです。従いまして、そういう調査もやはり公有地化するとかなりますと、先ず実態を

ちゃんと押さえる必要があるだろうということなども、今私共の方でも検討する課題として押さえ

てるところでございます。 

 次、森林と緑地の保全ということで、第１５条説明します。町は、人と自然とが共生できる基盤

としての緑豊な環境を形成するため、森林と緑地の保全、緑化の推進その他の必要な取組みを行い

ます。ということです。これについての必要な取組みは何なのかということになってまいります。

これは、今の総合計画の方と連動して作っております緑の基本計画。これは実際やっておりますが、

これとのやり取りの中で具体的な取組みが示されるということになります。当然、環境基本計画の

中でもこれと連動してくという中で、具体的な取組みはそちらの方での対応ということを考えてお

ります。 

１６条の方にまいります。良好な水環境の保全等、第１６条。町は、河川、湖沼、湿原、海域等

の良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な水環境と安全な水の確保のために必要な取

組みを行います。ということです。これについては、川、沼、湿原関係の水質検査。先ほども一部

ありましたが、水生生物の関係による安全な水の確保という部分の中から、これは水質汚濁防止法

に基づきまして北海道の方で、水質測定計画というのを定めてるんですが、その中で水質検査を行

ってます。道は別々川、白老川、クッタラ湖、それと白老の海域。海をやっております。町は河川
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として７ヶ所実際にやっております。また放流水、日本製紙、旭化成、胆振共同ミール、その辺の

部分についても水質検査を行ってるということです。北海道では白老町のデーターや何かも含めた

中で、全体の河川等の状況をデーターとして収集してるということでございます。一応、１４条か

ら１６条までご説明しました。 

○委員長（鈴木宏征君） 執行部の方から１４条から１６条まで説明がございましたけれども、こ

の中で何かご質問ありましたらどうぞ。 

一ついいですか。１４条のところの野生生物の保護管理のところなんですが、いま鹿の生息実態

調査というのをやられてると、毎年。量の問題なんだけれども、やっぱり増えると被害の問題が出

てきますよね。そういう問題というのは、道の方が実態調査に基づいた地域の対策。そういうこと

を考えていくと思うんですが、それは町の方としての対応としては、どういうふうになるんですか。

もし対策すると、管理と言っても量の問題だとかあると思うんで、そういうところが分からないん

で、そこの説明していただきたい。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） これは、北海道の方で鹿の捕獲頭数、狩猟期間の部分ですが、そ

れについての日高、胆振、一日一人捕殺といいますか、狩猟出来る頭数が何頭という部分で決まる

わけなんですね。日の出から日の入りまでという、夜は駄目なんです。その中で、それが２頭なの

か、３頭なのかという部分で指定されてくわけです。鹿の実態調査をいろいろしてる段階で、道東

から胆振方まで増えてきてる状況が報告されてます。私の記憶してるのでは、それまで２頭だった。

それが３頭になって、言ってみたら増やしてるという状況があります。それが、やはり被害とか広

がってる状況があります。これは、農業被害だけではなくて、皆さん報道機関でも見てのとおり、

植林しても食べられてしまって、育成に影響出てるとか、いろんな問題出てます。ただ、猟友会の

人達から聞いてるんですが、日の出から日の入りで見つけてやれるといったら、なかなか至難の業

らしいんですね。ですから、狩猟期間でないときは日本製紙の向こうにも５、６頭人のところ歩い

たりしてますよね。ですから、なかなか鹿も利口でして、捕まえれないと。期間はまた別に定めら

れてるということもありますんで、これは本当に何らかの抜本的な解決を考えないと道の補助だな

んだで、農作物の補助受けて網でやったりしてますけども、あれだって破られたり非常に被害が絶

えないという部分あります。町としては、今のところ適切に手をうつという部分では、実態として

はなかなか出来ないという部分があります。 

○委員長（鈴木宏征君） 裏腹と言ったらおかしいですが、もう一つは緑の環境とか保全とかって

なってくると、今言った植林とか出てくるでしょう。そうすると、鹿の被害や何か出てくると、ど

っちがどっちなんだといういうようなところも出てきて、適正な管理というのは今後必要になって

くると思うんで、そこらへんは地域の状況というのもあるんで、そこらへんの観点から道の方にも

のを申していかないと駄目な、そういう状況じゃないかなと思うんですが。あと、先ほど狐のこと

で、病気言ってましたよね。その病気というのは人間の方に被害とかいうのはないものなんですか、

分かりやすく。 

○生活環境課長（二瓶 充君） これも詳しくは分かってないんですけれども、猟友会の人達から、

やはり猟や何かしてる部分で狐が激減してるという報告は受けてます。それは、寄生虫のライム病
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が狐の中で移って広がってるという状況を聞いてます。それで痒くなって毛が抜けて、結局そこか

ら病気になって死んじゃうということらしいんですね。詳しい部分では良く分からないんですけど

も。一説によると、それが犬とか移る可能性があるんではないのかという話は聞いてるんですが。

ただ、狐と犬ですから、それが仲良くすることは先ずあり得ませんので、そういう面では狐の部分

で広がってるんではないかと。ちょっと動物の関係になりましたんで、道内で鹿の他にアライグマ

が非常に広がってます。苫小牧、登別、大滝村も実態として捕獲されたりしてるんですね。白老も

山に住んでる人達から聞いたら見たとか、そういうふうに聞いてます。これも生態系の言ってみた

ら、これまでの日本の種というんですか、アライグマが増えたら狸とかそっちの方にまで影響して

くるらしいんですね。その辺も道の方としては、これについては別に情報を知らせてくれというこ

とで、うちの方では今年アライグマ用の箱穴５基購入したのと、道から１基借りまして、秋口に実

態調査を兼ねて農家にかけるという段取りしてます。たまたまうちは果物関係のメロンとかそうい

うもの作ってませんので、被害とか農家の方から来てませんけれども、皆さんご承知のように追分

とか早来とか、向こうの方では大変な被害受けてるということもありますので、我々の方もその辺

の調査してきたいというふうに考えてます。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、何かご意見ございませんでしょうか。そうしましたら、１４条か

ら１６条につきましてはこれで終わります。土屋委員、どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 先ほど、動物のことに関連してお話あったんですけども、実は最近日本

各地で外来魚、ブラックバス。その実態調査はポロトではなされてるんでしょうか。ちょっとお聞

きしたいと思いまして。 

○委員長（鈴木宏征君） どうぞ。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） ブラックバスの実態調査はしてませんが、昔ポロトに草魚を放流

したという部分がありました。今年、水と緑のネットワークがポロトからヨコストにかけて川魚調

査した中では、草魚が発見出来なかったというんですよ。ただ、釣りしてる人は鯉より大きいそう

魚を見たという話も聞いてます。草魚という生態を私も教えていただいたんですが、一時期藻が非

常に発生してるという所で、藻を食べてもらうという中で、十数年前に全国的に草魚を放したりし

た時期があったんですね。そうすると、それを食べてる間はいいんですが、それが無くなってしま

った時に、今度蓮とか水蓮まで食べてしまうということで、全国的にも問題になってるという部分

があります。これについては、根本的な問題は池の水を抜いて、それを捕獲するということまでや

ってんです。例えば、京都や何かではそういう状況になってるようです。白老の場合どうなのか、

心配する向きあるんですが、この広い沼をそういうことには出来ないし。実際には草魚もいろいろ

回遊する時にある程度の川の流域上ったりするということからすると、ポロトはあのとおり沼です

から、そんなに多く繁殖してないんじゃないかということも聞いてます。そういう中で実態として

は、なかなか分からない部分多いんですが。 

ブラックバスはいるというふうには聞いてないですね。北海道でいるのは、余市か何かのダムで

の話。それと、大沼も七飯町の方でそう魚の方の時に情報交換したんですが、なかなか一度放流す

ると掴み切れないという中で苦慮してるということを聞いてます。 
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○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんね。それでは、１７条の方に入っていきます。 

二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） これも１７条から、短い条文ですので１９条まで続けて説明いた

します。 

 景観の形成、第１７条。町は、白老の美しい景観を守り、うるおいのある豊かな生活環境の創造

のために必要な取組みを行います。ということです。これについては、必要な取組みとはどういう

ことかいうことなんですが、現在の総合計画の中でも議論されてますが、景観形成ガイドラインの

策定とか、景観条例についての都市整備課の方から担当という形の中で出て来ております。こうい

う中で具体的にどういう取組みになっていくのかと。実際に景観景観と言いますと、今課題として

残ってるのは、廃屋とか廃看板ですね。この辺りをどうするのか。その辺の部分が取組みの内容に

なってくるというふうに考えております。 

 第１８条。環境学習の推進。町は、環境の保全と創造について、町民と事業者の理解を深め、そ

の活動が促進されるよう、環境と保全に関する学習と教育を推進します。これにつきましては、現

在、学校、環境教育ということで行われております。それで、特に学習という意味合いの中での推

進ということを強調しておりますが、学習となりますと自発的に行っていくという意味合いから学

習及び教育という形で中身的には整理しております。これは、先ほどの前段の条文や何かでも話し

てきましたが、環境に対して私共町民は被害者ではなく加害者なんだと。そういう立場もあるとい

うことを、しっかりこれから認識していく必要があるだろうと。そういう意味からも、この学習に

ついては力を入れていきたいというふうに考えております。 

 第１９条の方に移ります。環境に関する情報の提供。町は、町民、事業者、町民や事業者で構成

する団体の環境の保全と創造に関する活動が促進されるように必要な情報を適切に提供します。こ

れは、このとおりなわけなんですけれども、例えば環境に関する必要な情報と言いますと、リサイ

クルに関する取組みを、町民に積極的に情報を発信していくとか、環境関係のイベント、こういう

ものについても発信していきたいというふうに考えております。これが１９条ということでござい

ます。 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、１７条から１９条の説明をいただきましたので、この件にご

質問あれば。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） １７条の景観のことなんですけども、今、方々で電線を地中に埋めるとい

う話が聞かれるんですけども、白老町では、例えば北電からいつ頃とか何とか、そのような具体的

な話というのはないんでしょうか。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 具体的には聞いてないというのが、今の実態として。ただ、都市

整備課の方で、この景観条例含めて検討していかなきゃならに時に、そういうものが今後、方向性

として出てくるものなのかどうなのか。ガイドプランとかが見えてきた段階で、その辺についても

分かってくるのではないのかなと考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） １９条のことでお聞きしたいんですけども。今、各町内会単位で燃えるゴ

ミ、燃えないゴミの収集を行ってます。本当に燃えないゴミ、燃えるゴミの業者さんが持っていく、

持って行かないといういろんなトラブルの中で、町内会の方が勉強しながら、誰と無くそれを、残

されていけば見栄えも悪いし匂いもするしという形の中で、本当に積極的に取り組んでいるという

のが、現状だと僕は思ってます。そこまで各町民の方々が燃えるゴミ、燃えないゴミという分別収

集に対して関心を持ってきてるというのが、僕は現状だと思うんですけども。これから先、今は燃

えるゴミ、燃えないゴミ又は資源ゴミという３種類の仕分けの仕方で出してますけども。例えばこ

れをもっと細かくした場合に、町の財政的な部分だとか又ゴミの減量に総合的な部分に係わりを持

っていけるというか、財政的な部分だとか、もっともっと減量化に協力出来る部分というのはまだ

まだあるような気がするんです。そういったことについては環境の方ではどういう考えでいるんで

しょうか。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） これについては、北海道の方でゴミゼロプログラム北海道という

部分での形の中で、ゴミを少なくしていこうという考え方があります。これの目標が２０１０年と

いう中で今、町の方では計画に従っていくのかというのが、先ほどお話してました一般廃棄物処理

計画の見直しの部分も実はあるんです。当面の部分の課題がプラスチック類。マヨネーズのチュー

ブとか、ああいうものを道のプログラムの中ではそれも分別しなさいということになってるわけな

んです。実際としてはやってる自治体もあるんです。そうすると、分別収集がまた別に分けないと

ならないという部分がありまして、経費がまたかかってるというのも実態として出てきてます。町

として、これをやるのかどうなのか、更に資源ゴミとして分けてやるのかということになりますと、

また町民に新たな負荷をかけるという部分があるのと、一方では資源ゴミですから、通常の袋に入

れれば持ってってくれると、缶ビンと同じようなことなんです。そういう部分もあるんですが、も

う一つ町の方の側から考えますと、今登別市の方で焼却してるんですが、その他のプラスチックと

いうんですが、これが助燃剤の役割を果たしてるということがあります。これを全部分別して資源

ゴミにしてしまうと、火力が持たなくて生ゴミとかそういうものばかり入ってくることになります

から、そうすると温度が上がらないと。そうすると今度、ダイオキシンが出てしまうから、今度重

油で燃やさなければならないと。そうすると逆に変な現象が起きてくるということで、登別も実は

分別するかと、更に分別するかと、細かく、白老の部分よりも。そういう中で検討してたのが、ち

ょっと待てと。助燃剤の部分で１０００度以上でダイオキシンが出ないという実績があるんだから、

これも一つのゴミの処理としての考え方になるのではないかという、そちらの方で今、検討始めて

ます。従ってうちでも住民への更なる負荷、それと経費の部分、その辺も考えて、含めた中でゴミ

処理基本計画の中で検討していきたいと思ってますが、事務担当としては、現状のままでいいので

はないかなというふうに考えてます。もう一方の氏家委員のお話ありました、非常に町内会なり分

別してるという労力の部分で、当初１２年度からスタートしたよりは、非常に最近は分別も徹底し

てまいりました。特に、それと分別に関する電話に紹介が非常に多いんです。それだけ皆さんちゃ

んときちっと分別について心がけてくれてるというふうな考え方を持ってます。それで、私共とし
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てはそういう状況を見た時に分別辞典を今、絵に描いたような形で配ったり、家庭にポスターみた

いような形で分けてるのありますけども、それを辞典という形で名寄せ、あいうえお順から、例え

ばアルミと見たら、それは燃えるゴミなのかどうなのか。またはテレビとなりますと家電ですよと。

これは町では回収しませんという。それを分けて見えるような形ので、辞典を作ってそれを年度内

に出来れば全戸配布したいなと。それを先ず見ると町に聞かなくても分かるというような形を取り

たいなというふうに考えてます。今作成してるというとこでございます。 

○委員長（鈴木宏征君） 土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君） １７条の景観の保全についてお聞きしたいんですけども。これは全

町的なことかどうかわからないんですけども、時々町道にかかるガードレールなどに、一夜にして

金融業者の長い看板が突然現れるとこがあるんですけどれも、今回札幌市の取組みでもって行政と

自治会が連携することになって、電柱に貼られてあるポスターの取りはずしのあれが出来ましたよ

ね。白老そういうことないんですけど、たまたま金融関係者のそういうものあった時に、勝手に私

達はずすこと出来ないわけなんですよね。所有権が違いますから。そのことに関して景観上非常に

問題もあるということもあって、町としてはどういうふうに今後取り組まれるかどうか、ちょっと

お聞きしたいんです。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 私も先日のＳＴＶのテレビ見て、札幌の取組み見させていただき

ました。それで、市の方で条例を作ってそれに対応してるという部分もありました。白老町でも具

体的に景観条例の時に無断で貼ったり何なりしていく、そういう看板なり何なりをやはり撤去して

いく仕組みを、私個人的な部分ではやはりそういう仕組みを作らないと選挙の時も含めてなんです

が、やはり町の景観上好ましくないというふうには当然考えてます。具体的にはそこの当りで検討

するということになるんですが、実際としては札幌もあのとおりの中でいたちごっこだと言ってま

したけども、しかし町の姿勢としてやはりそういうものは好ましくないというきちっとした姿勢を

示すということは大事だと思います。そういう面では具体的な部分でのこれも一つの計画なり景観

ガイドライン等の議論の中で具体的に出てくる課題だろうなというふうに考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） 星主幹。 

○主幹（星  貢君） 環境基本条例の中に景観ということを位置づけた所がほとんど無いという

ことが逆に特徴だというふうに、一番冒頭でお話しさせていただいたと思うんですが、それも今言

ったことに関しては屋外広告物条例の方で規制している関係のなんですけども、なかなか道の規制

だけでは難しいということも含めて、景観という意味での環境を阻害してるという状況にあると思

いまして、あえて環境基本条例の中に景観も位置づけるというふうに実は考えて提案させていただ

いてます。実施する場合は町のセクションでいけば都市整備課というふうになるんですけども、そ

れは環境の問題と一体として考えていかなければならないというふうに考えてますので、私達の方

でも位置づけをさせていただいて、逆に今言ったことなんかについては、都市整備で進めるについ

ても僕達と連携しながらということになると思いますので、趣旨なんかを反映できるように協議し

ていきたいと思っています。札幌の例でいきますと、この間テレビに出て見たというのは課長に聞
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いたんですが、町内会と自治体ということだと思うんですけども、元々の発端はガーディアンエン

ジェルスという全国組織の NPO がありまして、それがすすきの地区、中央区ですね、そこのピン

クちらしというんですか、そういうのを青少年保護の観点ではがしていくというところから、実は

スタートしたというふうに聞いています。そういう取組みを NPO と区役所での事業として取組み

を始めて、それに小学校が協力するだとか、町会が協力するだとかという形になっていきました。

そういうことを考えますと、町としてもいろんな観点で考えて、単なる景観ということではなくて、

いろんな住民の方の取組みも協力いただけるようなことも考えていく必要があるんではないのかと

いうふうには考えております。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） 他にありませんか。もしなければ１７条から１９条、これでよろしいで

しょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） それでは２０条からの説明お願いいたします。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） ２０条、２１条、２２条まで一区切りでご説明したいと思います。

町民等の活動への支援ということで第２０条。町は、町民、事業者、団体が自主的に行う環境の保

全や創造に関する活動を支援します、ということです。ここの部分については、自発性が損なわれ

ない範囲ということで、解説の部分にも書いておりますが、そういう形の中で支援をしていくとい

う考え方をしております。この中には活動への助成関係も当然情報の提供とか、いろいろそういう

部分も含めた形の中で対応していくという考え方でございます。 

 第２１条。環境に関する調査の実施。町は、環境の状況の把握に努めるとともに、環境の保全と

創造に関する施策に必要な調査を実施します、ということです。環境の調査ということでは、水質

関係については先ほどのご説明したとおりでございますけれども、悪臭関係。これについても実施

しております。また、北吉原のスポーツセンターの所の施設では、二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸

化窒素、窒素酸化物と、そういう部分でのデーターを常時測定してるのを、白老町の生活環境課の

方のパソコンに電話回線を用いまして監視してると。何か異常があるとそちらの方で対応するとい

う形を取っております。そういう中で状況を把握して、また情報についても適切に開示していきた

いというふうに考えております。例えば、先ほどのもう一つ、必要な調査という部分では、ヨコス

トの湿原関係。これも生育調査関係も実施したいというふうな考え方に立ってます。その実施する

根拠は何かといったら、公有地化をする根拠としてあるのかどうなのか。貴重な動植物はあるのか

どうなのかということを実態調査する必要があるだろうというふうに考えております。 

 第２２条です。施策の推進体制の整備。第２２条。町は、環境の保全と創造を総合的に推進する

ため、町の関係部署の連携と調整を図るための体制の整備、職員の研修その他の必要な取組みを行

います。これは、今までいろいろと私共環境の部署にいるわけなんですけども、環境と付いたら直

ぐ生活環境課だというふうに言われてました。しかし私共、この条例関係もいろいろ検討した中で、

公共関係の部分でも非常に広く環境関係係わってきてるという部分が実際として分かってきており

ます。従って現在も、今回も条例作る段階でも関係課の職員で環境施策検討会議開いていろいろも

んだりしてます。そういう中で、今後も関係部署との連携というのは是非重要になってきますし、
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そういう視点でもって公共工事関係も当然進めてもらわなければ困るという中で、ここの項目につ

いては当たり前のことなんですが、あえて２２条の中で規定させていただいたということでござい

ます。 

○委員長（鈴木宏征君） ２０条から２２条まで説明をいただきましたので、何かご意見はござい

ませんでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） ２１条の中で、騒音の調査を１５ヶ所でやられてるといいますけど、これ

どのような形で調査やられてるんですか。 

○生活環境係主査（小林繁樹君） 騒音調査につきましては、業者に委託して調査しております。

場所はよろしいですか。 

○委員（近藤 守君） 場所はいいんですけど、結果がどの辺がどうなってるかという、その辺の

フォローと言うか。それといつ頃までやられてるのか、何年前からやってるのか、ずっと昔からや

ってるのか、最近なのか、その辺なんですけども。あまり聞いたことなかったもんですから。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） この調査については水質調査も含めて、十数年前からやってると

いうふうに聞いてます。データーとして国道３６号線含めまして、平成８年度からのデーターは基

本計画の中で載せてるんですが、もっと前からデーターとしては収集してるという部分があります。

それと実は近藤委員からお話ありましたけども、実際に町でこうやって測定してるだろうと。水質

検査もやってるだろうと。だけど町民分からないと。だからそういうものを情報として出していく

べきでないのかという部分が、環境審議会の方でもちょっとお叱り受けた部分あるんです。そうい

うことしないと結局変に隠してるというふうな誤解を町民にも招くということもありまして、今後

計画の中でもそうなんですが、年一回の報告の他に、これまでの経過の部分のデーターをインター

ネット通してホームページに町の環境状況という中で、常時発信して、何時でも見れるような形に

していきたいというふうに考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんでしょうか。 

いいですか、一つ。２２条の所なんですが、これが頭になくてあれだったんですが、やっぱりこ

ういうこと非常に大事なことだと思うんですよ。やっぱりこういう条例なんかを制定して、こうい

う考え方を推進していくためには。町内の、町民の会というのも必要なんですが、町民の会のもっ

と前に役場職員がみんなが同じ気持ちで仕事に当るということが、いろんなところに波及する部分

だと思いますので、やっぱりこれは凄く大事なところだと思いますので、ただ条例を作るだけでな

くて、是非この推進体制というのを確立させていただきたいという、これは要望です。これをやる

と、結構いろんな所に波及して、町民への普及についても１課が発信するのではなくて、いろんな

課がその考え方というのを持って町民に当たるわけですから、いろいろな所から波及効果というの

が、広がっていくと思いますので、是非これの体制は早く作っていただきたいというふうに思いま

す。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） その部分で、現在、環境基本計画の策定について、この検討プロ

ジェクトを進めてるところです。それで、事務担当の部分から、いろいろこれも今お話のあった各
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部署にどういう責任を持たせながらやっていくのかというのが非常のポイントでして、担当の方で

工夫しながらやってますんで、そこの部分をちょっと補足して事務的な部分なんですけど、あまり

事務局がまとめすぎちゃうと、ただ参加してる部分については自分の問題として考えてないもんで

すから、工夫してる部分があるんです。 

○委員長（鈴木宏征君） 星主幹。 

○主幹（星  貢君） 今は１０課から主幹クラスを主にメンバーとして条例作りの時から議論し

ていただいておりまして、条例の制定案作る段階では月に２回位協力いただいてやってまして、今

は計画作りのところなんですね。計画作りでお願いしてるのは、これは役場の良いところというか、

どちらかと言うと悪いところだと思うんですけども、幾つかの担当課にまたがりそうなものという

のが、実はなかなか進まないという状況にあります。そういうこともあるもんですから、そういう

環境に関係する幾つかの問題点、そういうところなんかについて、実際にもうまな板に上げていた

だいて、それぞれ分野における問題点も当然出していただいてますけども、推進体制に問題がある

んではないかというようなことをテーマに、それぞれ担当に出て来ていただいて、直接話をしてい

るんですね。具体例はなかなか言いづらいんですけども、例えば環境教育という分野あります。一

般的には私共の方の担当というような認識が強いのかもしれませんけども、現実問題としてはそう

いう言葉を使うか使わないかは別にして、各小学校ではそういう授業というのはずっと行われてお

ります。じゃ、それまで何処のセクションがそういうことの把握をきっちりしてきたんだろうかと

いうふうに考えますと、実はそういう把握事態が十分ではなかった。ということは、それに対して

フォローを出来るような人材も町内にはたくさんいらっしゃると思うんですが、そこも上手くつな

がっていなかったんじゃないかというのは問題点、少し見えてきたような気もしますし、社会教育

としてはかなりの取組みを実はやっているんですね。ですけども、それ自体も計画的、あるいは網

羅的にはなっていなかったという点が出てきまして、じゃ僕達のセクションとしてもそういう環境

教育だとか、それに係わるようなデーターも相当持っているんですが、私達の反省としてもそこも

十分に使っていただけるような組織連携も実はなかったんではないかということが、環境教育をど

うしようというテーマを巡って、そういう審議をずっとしております。幾つかそういうものがある

と思いますので、幾つかのセクションにまたがる問題に特化して毎回二つずつ位テーマにして、主

に担当していると思われる所から現状の報告と課題の提起をしていただいて、その中で推進体制の

整備というのをかなり力を入れて議論してるというような現在あります。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の委員長の話と同趣旨のお話になるかもしれませんけれども、確かに星

主幹が言われとおり、例えば環境教育。教育と名が付けば教育委員会。教育委員会の中で環境教育

についてどういったことをやっているんですかと言うと、例えばこういったパンフを道徳の時間に

回してみたり、その程度でしかなかったと思うんですね。縦割り行政と言ったら語弊があるのかも

しれませんけども、本当に横の連携を密に取った中で、環境教育について今回小学校、中学校で勉

強するんだけどもどうだろうかという、例えば環境課の方に相談があったり、環境課の方が逆にそ

ういった問題についてはこういう資料がありますよと。実際こういった職員派遣しましょうかとか、
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そういったやりとりの中でやっていかなければ、ただ薄っぺらな環境教育になってしまうと思うん

ですよね。ですから今回の環境条例が出来ることによって、その辺の横の連携が上手く取れるよう

になれば、本当に自分達が今までやってほしかったことが現実になるんじゃないかなと、期待して

るんですよね。ですから、そこだけは本当にこれからのいろいろな課とのやりとりがあると思うん

ですけども、そこをしっかり皆さんの力を合わせながら、この環境教育、また環境学習ということ

について、やっていただきたいと思います。これは町民からの多分要望になってくると思いますの

で、その辺をしっかりよろしくお願いしたいなと思っております。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんでしょうか。もしなければ、２３条からの説明お願い

します。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 町民の意見の反映。第２３条。町は、環境の保全と創造に関する

施策に町民の意見を反映することができるように必要な取組みを行います。条文が短いんで、最後

まであと２条残ってますが、そちらも全部説明してしまいます。 

国、北海道、他の市町村との協力。第２４条。町は、環境の保全と創造のために必要な広域的取

組みについて、国、北海道、他の市町村と協力して推進に努めます。これについては、当然広域的

に環境が広がっていっていると。環境問題が広がってるという形の中で、連携を深めなければ、白

老町だけではできるという問題ではありませんので、その辺は協力して進めていくということにな

ります。 

 第２５条の経済的負担。第２５条。町は、環境の保全と創造のために必要な施策を行うときは、

その経費の一部を受益者の負担とすることができます。これは、町民からの意見での部分でのご説

明のときにも一部、町の解答という中でご説明いたしました。実態としては、環境関係に係わる部

分につて経費の一部負担という部分で、この条項については載せておりますが、具体的なものとし

てはゴミ袋の有料化という部分がありました。また、今後についても下水道の使用料の値上げとか、

そういう部分が当然課題となってまいります。そういう中で、そこを明確に条文の中に整理したと、

位置づけたということでございます。２３条から最後の２５条までのご説明を終わります。 

○委員長（鈴木宏征君） 説明終わりました２３条から２５条までの条例で何かご意見がありまし

たらどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ２５条の経済的負担についてなんですけども、確かにこれから白老町が自

立という方向の中で、例えばグランドデザイン等々考えて進んでいます。それは現状だと思うんで

すけども。そうした中で、この経済的負担、受益者である町民がその経費の一部を負担しなければ

いけない。当然そうなってくる部分も課長の言われたとおり水道料金だとかいろいろな部分出てく

ると思います。こういった部分が、これから現実的になってきますよというのは、我々は分かって

るつもりでいます。但し、町民の方々というのは、なかなかそこまで、自分達の関心として持って

いないというのが現状じゃないかなと私は思ってます。ですから多分、例えば行政が本当に皆さん

のお力を借りなければやっていけないんだというものが示されなければ、これは環境の問題と関係

ない。理事者側、町としての考え方かもしれませんけども、例えば水の節水だとか、今現状こうい

ったものがこういう負担になってますと。こういったことをもう少し皆さんで考えてもらえません
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かと。将来的にこういったものが予想されますだとかいう、やはり情報発信、早期の情報公開とい

うのが、本当に町民の方々に理解していただくための一番大きな力になっていくんじゃないかなと

私は思うんですよね。ですから、経費の一部を受益者が負担するということは、それはしょうがな

いなと終わってしまうんではなくて、早期の情報公開、情報開示の中で皆さん何とかその辺につい

て協力していただきたいというものを打ち出すのも筋ではないのかと私は思うんですよね。その辺

については。これは、環境の問題ではないと思うんです。これは財政的な問題、これからの白老町

はどういう方向に向かっていくのかという、一つの大きな枠組みにあるのかもしれませんけども、

一つこういった条例の中に出てくるということに関して、課長の方に意見を聞いておきたいなと思

います。 

○委員長（鈴木宏征君） 二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、氏家委員おっしゃる実際に私共ゴミ袋８０円、６０円等で購

入してますけれども、それが全部の経費賄ってるわけではないんですね。そうすると、これは全体

経費の中でいったらこの位２０％いかない位の弱の経費負担やってるだけです。ゴミ袋の全部購入

６,０００万までいかないんですから、収入だけでですね。そうすると、町費の税金から注ぎ込んで

るということになります。もっとそういう部分を町民に負担。これはみんな町民で支えてるんです。

そういうものをもっと積極的に周知していかなきゃならない。これ行政の責任だと思います。もう

一方で、今言った部分と重なる部分であるんですが、行政のサービス行為を受けてる人達の中でい

ろいろな部分があるんですね。よくサービス行為を区分してみますと、同じような部類の中で無料

にしてるもの、無料にしてないもの。一方では減免にしなければならないものとか、いろいろある

んですね。それをやはり、この際きちっと整理した中で住民にきちっと。これも情報の開示です。

その中で公開して負担するものはしなければならない。手数料の値上げとかなんとか、これは財政

のためにやるわけではないということなんです。基本はサービス行為。受益を受けてる人達が公正

な負担をするという部分です。これを、そこのところを行政としてもっと町民に知らせてくという

ことが必要になると思います。一つの良い例で誤解してもらっては困るなと思ったのは、保育所の

負担。あれは個人で利用者が負担してるんです。おやつ代とか何とかもみんな負担してます。その

中で生活の苦しい方の段階的な部分の形の中で、それでも負担してます。一方では別の同じサービ

ス行為で無料にしてるやつ。その部分で１,０００円なり２,０００円。その位だったら町で負担し

てやったって良いんでないかと。そういう１,０００円、２,０００円と、そういう料金の部分で議

論されると本来の姿が見えないんですね。本来、サービス行為自体を受ける場合には、やはりこう

いうサービスを受ける人については負担をしてもらおうと。そういう形で区分をきちっとして整理

する必要がある。特にこれから厳しい財政状況になってきたときには、この議論を町民一緒に入っ

てやって、それで理解して進めていかなければならないというふうに考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、何かありませんでしょうか。どうぞ、星主幹。 

○主幹（星  貢君） 受益者負担に関する規定は、財政状況が厳しいから提案させていただいた

というよりかは、本来的には環境基本法の中に、３７条、３８条の所に、原因者負担の原則という

ことと受益者負担の原則ということが、実はもう書かれているんです。これ作られたのが、平成５
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年のはずです。その時点で既に明示されていたんですけども、それ以降に作られた道内の白老が出

来れば２２番目の環境基本条例になるんですが、その中で設けられてるのは、ちょっと資料持って

来てないんですが、確か２つしかないんですよ。それも今年になって制定されたニセコ町と、すい

ません、もう一つ思い出せないんですが２つしか実はないというだけでして、本来は基本法の中に

書かれている原則を、表現すべきだろうというふうに考えたのが、実は発端なんですね。ですから、

あくまでお金がないからこの規定を設けたということではなくて、本来法律に書かれてる原則を先

ずそのまま踏襲しましょうと。その上でいま議論あったように、この解説でも書かせていただいた

んですけども、誤解のないように関係者とも十分の話し合いをした上でということ、あえて解説に

も触れさせていただいた上で、そういう例えば値上げですとか、有料化の議論については、きちっ

とした上で、理解求めた上で実施したいという。それもあくまで何度も言いますけれども、法律に

書かれてる趣旨を尊重したまでの話というふうにご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も今、財政的負担という文字から考えると、財政的な部分も考えるとそ

うじゃないのかなという、ただ話をしただけなんです。それは、例えば水道料金が上がる上がらな

い以前に、無理無駄を無くそうということであれば、無駄な水を使わないようにしよう、無駄なゴ

ミは出さないようにしよう、そういった取組みがこの環境家計簿にもつながってくるだろうし、ま

た環境教育にもつながってくるだろうと。ただ、そういった情報開示の仕方が、もっともっと分か

り易い開示の仕方を考えていくと、今までのような使い方をしていくとこうなりますよとか、そう

いったやはり情報ですね、分かり易く町民に知ら示していくということが必要になってくることで

はないのかなと思うんですよね。だから、お金の部分だけでおっていくと、環境問題なんか絶対成

功しません。これは、私もそういうふうに思ってます。ですから、ただ分かり易く説明するために

は、そういった手法も必要だろうと。今の財政問題に引っ掛けていくのも一つの手かもしれない。

これはいろんなやり方がある。いろんな手法があると思うんだけども、分かりづらい手法でいくら

町民に言ったとしても、理解されないんであれば、分かり易い話し方でこの環境問題に取り組んで

もらうということが一つの手だと思う。だから、この環境家計簿にしてもそうですよね。何グラム

ゴミが出るだとか、そんなこと町民にやらせたって、そんな面倒くさいことやらないということに

なっちゃったら、何の環境家計簿かということになりますよね。これ、もっともっと分かり易く、

本当にいくら家計簿にプラスになったか。そういった取組みから。本来でいけば、そういう取組み

じゃないですよ、環境家計簿というのは。でも、そういうふうにして取り組んでいくのが、僕は必

要なんじゃないかなと思ってます。ですから、課長の言うことも分かります。星主幹の言うことも

分かります。ですから、もっともっと町民に分かり易くいろんな問いかけの中で、この環境問題に

ついてこれから考えていただきたいなと思いますんで、一つよろしくお願いいたします。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんでしょうか。もしなければ、今の２３条から２５条ま

でこの条文で良いということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、これで条例の全２５条終わったわけなんですが、昨日の前文
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から始まりまして２５条までの中で聞き忘れたとか、そういうことがございませんでしょうか。も

しあれば、お受けしたいと思います。ありませんか。それでは、一応これで民生常任委員会に付託

されました、基本条例の審査をここで終わりたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、これで審査を終わりたいと思います。休憩します。 

休憩 午後 １４時０６分 

  

再開 午後 １４時０７分 

○委員長（鈴木宏征君） 再開いたします。一応、この条例については終わったんですが、課の方

から事前に昨日説明をしていただいたんですが、この条例を制定した時に合わせてしらおい環境の

まち宣言というものを宣言したいということで、連係してるものですから、この条例の審査の中で

合わせて審査をお願いしたいという、そういう趣旨のお願いがあったんですが、そこら辺のこと担

当課の方からご説明をさせていただきます。二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、委員長の方から説明ありました、環境のまち宣言についての

私共の担当の方からご説明したいと思います。環境基本条例につきましては、今までご説明申し上

げた中でいろいろ進めてきたわけなんですが、実は快適環境まち宣言が廃案になったと。そういう

中で、環境審議会でその趣旨を生かした中で前文に位置づけなさいということで、前文もご説明し

た次第です。前文については、前文の中で条例という中で宣言をしてるということになります。一

つは宣言してるという形の中で快適環境まち宣言の趣旨については解決したということがあります。

それはそうなんですが、実は町制施行５０周年という、丁度節目の年に今年当ります。その中で、

これからの２１世紀の環境の世紀と言われてますが、この時代に条例も作ったと。もっと子供から

お年寄りまで白老町が環境についての取組みを進めていくと。いろいろ条文、今説明したとおり中

身を読んでみますと、町づくりであり人づくりの部分の条文が非常に多いということです。そうす

ると、この条例を制定していただいた後、宣言もして、そしてこの白老町の町づくりであり人づく

りの柱にこれからしていこうという考え方に町としては立っております。そういう意味からも、条

文の前文を更に簡略化して、これを子供達からも分かる程度の宣言文。それを式典で行いたいとい

うふうに考えております。それで今回、起草委員会作りまして検討してまいりました。それで案と

して、一応出来ましたので民生常任委員会の皆さんに、この辺についても中身を審査していただい

たらというふうに考えております。そういう中で案件として取り扱っていただきたいというふうに

考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） 一応、趣旨の説明は終わりましたので、しらおい環境のまち宣言につい

て、ご質問がありましたら。 

一つよろしいですか。町民条例ってありますよね。その中に似たような、こういう町をつくりま

すという項目が１０項目位。町民憲章。それと何か非常に似たような文章の部分もあるんでね、そ

の町民憲章と環境のまち宣言の部分でやっぱり同趣旨というのか、同じような形であって、何回あ

っても良いんだろうけども、そういうことについてはどうなのかなと。そういう比較したことがあ
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るのかどうかと思ったんですけども。今持って来るみたいですけど、僕もうる覚えでしかなかった

んで。何回か新年の何か行ったらやりますね、必ず町民憲章というのを読むんだけど、頭に入って

あれなんですが。これ読むと非常に似た文章なんですよね。第４章辺りだと思うんですが、緑を育

て清潔な美しい町を作ります。そういう町民憲章というものがあって、そういうものの一部の精神

的なものを取って、環境のまち宣言だと思うんですけども、そういう流れというのを考えてこうい

う文章を作られたのかどうか。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 今、宣言の中に入ってよろしいですか。 

この基本的な考え方は、どこを基本にしたかというと宣言、前文なんです。前文をたたき台にし

て、こちらの宣言にもっていったという部分があります。それで、当然町民憲章の部分でもそうい

う部分は含まれるという、町の憲法というか、そういう部分ですね。これは環境に関する憲法だと

いうふうに考えております。どういう部分での検討したかという部分なんですが、私共のいろいろ

交通安全宣言とか、歴史と文化のまち宣言とか検討しました。その中で、現在の状況の中で、他の

町で、本州の町ですけども、やはり環境のまち宣言とか始まってます。やはり協働の町づくりとい

う部分では、宣言という部分も結構皆さん市民と一緒にという部分という中では取組み始めてると

いう状況にあります。そういう中で、この文言は検討したという部分があります。その中で他の宣

言も検討しました。他の市町村のも参考にさせていただいたと。そして、快適環境のまち宣言の廃

案になった部分についても検討しましたと。そういう中で、ここちょっとよろしいでしょうか。 

しらおい環境のまち宣言、今の段階で案です。私たちのまち白老は、ポロトの森に代表される豊

かな自然の中で、個性ある歴史と文化を育んできました。これは白老の自然的な特性、ここで述べ

てます。私たちは、このかけがえのない環境を守り、将来に向けて引き継いでいく責任があります。

将来の世代に対する私たちの責任ということです。私たちは、ここに自然と全ての生き物が共生で

きるまちを目指し、環境を大切にするまちしらおいを宣言し、次のことを実行します。これは決意

と宣言という文です。ここまでが前文という形になります。次からは、項目文ということです。一

つ、私たちは澄んだ空気と水、そして豊かな緑を大切にし、環境にやさしいまちをつくります。こ

れは、条例の方でもご説明しました、人と自然の共生という部分での環境の保全という項目になり

ます。一つ、私たちは、ゴミの減量化、リサイクルの推進、エネルギーの節約に努め、限りある資

源を大切にします。これは、循環型の社会、ひいては地球環境の保全につながっていくということ

です。一つ、私たちは、毎日の生活が地球環境に影響を及ぼしてることを学び、環境を良くするこ

とを考え、行動します。これは、町、事業者、町民、自主的に環境に向かって取り組んだり、参加

していくということをここで書いてます。 

ここの項目文については、基本的には環境基本計画の柱になっていくという部分を、この部分で

整理しました。全体の文章を読んで、何をポイントにしたかと言いますと、やはりあらゆる世代と

言いましても、小学校四年生程度でも読んで分かるもの、それを考えました。例えば学校の教室に

貼っておけるような、そういうものであった方が良いのではないかということの中で、本当に簡潔

明瞭にしたということです。ここの起草委員会でも、ここにアイヌの人々の文言を入れるかどうか

ということも議論したんですね。そうすると、アイヌの人々のを入れたら、前後また長く説明しな
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ければならないということも出てきまして。そうするとやはり短い文でもう最後になったら最初は

忘れちゃってしまうような文でなくて、ある程度コンパクトにしようという形の中で、こういう形

にしたと。また全体として、リズム感も良くしようという考え方です。そういう中でこの宣言文、

前文と項目文の中で一応、起草委員会で出来て、町の方としてもこれに内定したということでござ

います。以上で説明終わります。 

○委員長（鈴木宏征君） 今、中身の説明がありました。このことで何かご意見がありましたら。

近藤委員。 

○委員（近藤 守君） これには、海岸とか海のことが載ってないんですけども、委員会の時にこ

の話というのは出なかったんですか。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 条文の中に海岸という部分での、例えば海岸のゴミとかそういう

部分の関係になりましでしょうか。どういう。 

○委員（近藤 守君） 紺碧の海とか、前にありましたね。そういうあれで、でなかったんですか。 

○生活環境課長（二瓶 充君） 紺碧の海というには白老の特性といってます。そこの部分につい

ては、ここのポロトの森という部分で、白老町の自然は何なのかと言った時に、クッタラ湖がいい

のか、紺碧の海がいいのかと、いろいろ議論ありました。その時にやはり町外の人にも発進してく

ということになった場合に、白老らしさと言ったらやはりポロトの森ではないかと。ポロト湖より

もポロトの森という部分がいいのではないかという話の中で、そこが集約されたという部分があり

ます。それで、ポロト湖なのかポロトの森なのかという議論になりまして。実は、遊歩百選の資料

の中に、これ選ばれましたけども、白老町ポロトの森という形で結構出してるんですね。そうする

とやはりポロト湖は白老町代表する部分だし、ポロト湖よりもポロトの森、全体をもっと広く意味

した方が白老らしさとしてはいいのではないかということで、これに凝縮されたというふうなこと

でございます。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんか。 

 それでは、この宣言文の中についてはこれでいいということで、うちの委員会の中での結論とし

てよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、休憩をします。 

休憩 １４時２１分 

  

再開 １４時２２分 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、再開いたします。 

 今、条文、環境のまち宣言文の両方共、皆さんにお聞きしまして質問がありませんということで

ございますので、なければ議案第５号白老町環境基本条例の制定について対する質疑は以上で終了

いたします。説明者の退席を求めます。 

 暫時、休憩をいたします。 

休憩 １４時２３分 
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再開 １４時３６分 

○委員長（鈴木宏征君） 休憩を解きまして、再開をいたします。続いて討論を行います。討論は

ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） なければ、採決といたします。議案第５号は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） ご異議ないものと認め、議案第５号白老町環境基本条例の制定について

は原案のとおり決定いたしました。以上、議案第５号の審査は終了いたします。なお、先ほども言

いましたが、委員会報告の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思います。よろし

いですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎散開の宣言 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、そのように取り扱いいたします。 

 それでは、２日間に渡りまして長い審査をありがとうございました。これで、常任委員会を終わ

ります。どうも、ありがとうございました。 

（午後 ２時３７分） 


