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平成１７年白老町民生常任委員会会議録 

 

平成１７年 7 月 8 日（金曜日） 

開  会  午前 １０時００分 

閉  会  午前 １１時０６分 

   

○所管事務調査 

 環境問題について 

   

○出席委員（６名） 

委 員 長 鈴 木 宏 征 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（１名） 

 副 委 員 長 土 屋 かづよ 君 

  

○説明のために出席した者の氏名 

 生 活 環 境 長      須 貝   貢 君 

 生活環境 G 総括主査    須 田 健 一 君 

 生 活 環 境 G 主 査   須 藤 茂 昭 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 

嘱  託  職 員   松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（鈴木宏征君） ただ今より、本委員会を開催します。本委員会について、傍聴を許可す

ることにご異議ありませんでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委

員長において傍聴を許可いたします。 

次に、本日の日程について事務局から説明をいたします。今、説明しました、もう少し詳しく、

もしあったら説明してください。 

○事務局主幹（中村英二君） それでは、本日の日程について。本日は所管事務調査といたしまし

て、環境問題について、これを予定しておりますが、全体日程につきましては、お手元のレジメの

裏に書いてあるとおりなんですが、本日それと、１１日の二日間に渡りまして調査を行います。本

日は担当課であります生活環境課より事務的な説明を受けた後に午前中、不法投棄の現場、まず一

ヶ所目を見ることにしております。一旦、役場に戻りまして昼食を挟みまして、午後は竹浦の株式

会社アビーロード。こちらの施設、現地調査を行う予定です。そちらが終わり次第、不法投棄２ヶ

所目ということで、竹浦、虎杖浜方面になるでしょうか、そちらの方の現地を見て本日の予定は終

わりということです。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、これより所管事務調査を行います。それで、担当課より説明

をいただく前に、私たち去年四国へ行って、内子と上勝を視察してきたんですが、やはり流れとし

ては循環型社会の構築という部分だと思います。それは、内子と上勝もそうでしたけれども、如何

にゴミとして処理するんじゃなくて、資源として使えるものは使うという、そういう方向の中で社

会を構築していかなければならないという、そういう形で内子についても上勝についても非常にす

ごい取り組みをしていた所を私たちも視察させていただいて、やはり白老町もそういう方向に進ん

でいかなければならないなというふうに、非常に感じて帰ってきましたので。今回のゴミ環境問題

についてという部分については、不法投棄だとか、今うちが、業者が処理しております産廃の処理

を見る場合も、そういう循環型の社会の構築という部分も視野に入れて見ていただければ、いろん

な見方もできるのかなと思いますので。不法投棄のゴミの種類や何かを見ましても、写真だけ見ま

しても、結構家電製品等が多いんですよね。そうしますと家電、今リサイクルの中では家電を引き

取る時にはお金を、リサイクルするためにと言いますか、処理するためのお金を払わなければなら

ないという、そういうシステムになっておりますので、そういうところの問題点として、こういう

不法投棄の問題点というのが現れてるのかなというところとか、いろんな見方があると思いますの

で、そういう循環型社会という部分の見方もしながら、今回環境問題について考えていきたいなと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、執行部の方から説明をお願いします。よろしくお願いします。須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 今日は環境問題の中の不法投棄の現状ということでございます。

私、ここに配属になったのが５月ということで２ヶ月経ったんですが、資料に基づいての説明につ
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きましては、総括主査の方から説明したいと思いますので、よろしくお願いします。不法投棄の現

状につきましては、春のクリーン白老、秋のクリーン白老と、こういう中で全町一斉パトロールを

行いまして、調査してございます。その他にも、それで終わりということではなくて、随時パトロ

ールを行っている現状にございます。先ほど言いましたように５月に配属になって、最初に５月の

末頃に一斉パトロールを行いまして、その時に見た中で２、３思い当たったことをお話させていた

だきたいと思います。まず一つには、写真にも付いてございますけども、考えられないような部分

なんですね。わざわざ有料の袋に入れて、それを袋に入ったまま投げられてると。わざわざ投げに

行かなくても、ステーションにぽんと出せば、出せるんではないかというような、そういうゴミも

結構目立ってます。それと資源ゴミとして回収してる、これは有料ではなくて無料で回収してるわ

けですよね。ペットボトルだとか空き缶だとか。こういうものも、それぞれ袋に入れて投げられて

るというのが目立った現状でございます。それともう１つは、実は私２０年ちょっとになるんです

けども、保健衛生担当してて、やはりこのような関係を携ったことあるんですけども、その頃は不

法投棄で投げられてる内の２、３割は名前が付いて投げられた人が判ったんですね。例えばテレビ

だとか何とかには保証書みたいなのがくっついていたり、あるいは手紙が袋の中に入ってたとか、

そういうのが目立ってたんですけども、今回９０ヶ所弱位調査に回ったんですけども、その中で名

前が特定できたというのが２つか３つ位なんですね。非常にそういう意味では、昔と相当投げる方

の意識も変わってきて、特定されない状況で投げられてるというのが実態でございます。そういう

部分で意識が相当変わってるということは、ちょっと感じてございます。それでは、中身につきま

して総括主査の方から説明申し上げたいと思いますのでお願いします。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） それでは先ず、不法投棄の現状と課題ということで、今日

お手元に資料を配布させていただいておりますが、その資料に基づいて説明をさせていただきたい

とます。一枚目、見開きしていただいた所に白老町内の現状と課題ということでまとめてあります。

先ず、現状でございますが、現状については、そこに書いてあるのを読まさせていただきます。現

在白老町では、春と秋にクリーン白老事業を実施しているほか、各地区において各団体や町内会を

中心に海岸清掃や、花壇整備などの環境衛生事業に取り組んでいるところであります。町において

も、定期的に不法投棄パトロール、投棄状況調査を実施し、不法投棄の防止に努めているところで

あります。しかし、不法投棄は後を絶たない状況にあり、川原や、高速道路沿いの高架橋下、山沿

いの道、海岸線など一見人目に付かない空き地や、民家の近くでも、買い物袋に入った家庭ごみを

不用意に投げ散らかしている状況が見受けれます。投棄内容物は、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、ラジ

カセ、といった家電製品から、自動車タイヤ、バッテリーなどの産業廃棄物、自転車、家具類、布

団、衣類、一般の台所ゴミなど、多種多様であります。投棄者は、町内の者だけでなく、町外者も

おり、一般の者以外に業者が捨てたと思われる投棄物もあります。また、地区のゴミステーション

においても、町の指定ゴミ袋に入れない物や、タイヤ、バッテリーなどの排出禁止物が不用意に排

出され、自転車にいたっては、乗り捨てられたとみられる放置自転車が、ゴミステーション、公園、

駅などに捨てられるケースが後を立ちません。不法投棄量自体は横ばいでありますが、投棄件数は
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増加傾向であります。 

以上、現状を簡単に述べさせていただいたんですけど、お手元の資料に後ろの方でございますが、

写真で不法投棄の状況を、今月の５月の３０日と３１日に町内全件のパトロール調査を実施した時

の状況でございます。まず、白老町内から、社台から虎杖浜地区にかけて一体において不法投棄が

ございますが、先ずほとんどが大体不法投棄の主要場所というのが決められておりまして、社台方

面につきましてはミサワゴルフ場さん方面から社台方面にかけた町道付近。それから高速道路高架

下付近が１枚目の写真の状況でございます。次に白老地区にいたっては、旭化成に裏から白老川の

河川敷、高速高架下から森野方面、鈴木さん宅手前の白老川河川敷等の、多分砂利採取とかで造ら

れた道路付近ですね、そういった所の不法投棄の現状が観られると。また、海岸にあたっては処理

場付近が最も、裏手が不法投棄。それから、写真にも写ってございますが、ゴミの野焼き、こうい

ったものが繰り返し行われてる現状にあります。また、石山、萩野方面につきましては、萩の里公

園付近、それから高速道路高架橋付近当に頻繁に不法投棄がある現状でございます。また、竹浦に

いたっては、飛生線向かいましてブルブイ橋でございまして、最もブルブイ橋付近が不法投棄の一

番多いエリアになってございます。虎杖浜にいたりましては、ポンアヨロ灯台下へ行く道路のポン

アヨロ側の崖下にゴミの投棄。それから、臨海区のわかさいも方面に抜ける町道付近。そういった

所が非常に不法投棄の発生エリアということになってございます。 

少し前に戻りまして、中段の方にページが付いてなくて、大変申し訳ございませんが、不法投棄

の件数の推移状況が付けてございますので、それを先ず見ていただきたいと思います。地域別不法

投棄件数の推移状況ということで、平成１４年度、１５年度、１６年度３ヵ年の不法投棄件数を社

台から虎杖浜地区にいたって載せてございます。不法投棄の件数につきましては、平成１６年度の

実績で合計で１３７件ということで、この件数につきましては、町が調査を行って確認した件数及

び投棄ゴミを処理した件数ということで、ご理解していただきたいかと思います。平成１４年度７

２件が平成１６年度では１３７件。平成１５年度の１４６件ということで、不法投棄につきまして

は増加傾向あろうかと思います。地区については、多少の差はあるもののほぼ各地区満遍なく不法

投棄が行われてる現状にはあります。 

次のページに、不法投棄の処理量の推移ということで、これは回収したゴミの量でございますが、

平成１４年度、１５年度、１６年度ということで、平成１４年度が６１トン、１５年度が６０トン、

１６年度が５３トンということで、回収量についてはほぼ横ばい傾向にあるかと。この辺につきま

しては、先ほど件数が増加しております。回収量は横ばいということで、どういうことが考えられ

るのかなといいますと、不法投棄の状況が以前はいわゆる産業廃棄物と言われる事業所のゴミの投

棄が非常に多かったわけです。家庭のゴミは極めて少なかったという状況がありました。平成１２

年度、ゴミの有料化以降特に目立つのが一般家庭のゴミの投棄ということで、少量のゴミの投棄が

非常に目立ってきているということで、いわゆる燃やせるゴミ、燃やせないゴミ。こういった普通

の日常生活で毎日出るようなゴミの投棄が増加しているということで、量的にはあまり現れてきて

ないと。件数については増加しているということが言えるかと思います。 

次のページに家電リサイクル法が施行されまして、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、冷蔵庫、エアコン。
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これらにつきましては家電リサイクル法に基づきまして、処理費用を町民が負担しなければならな

いと。テレビにつきましては２，１００円。洗濯機については２，７００円。冷蔵庫については４,

５００円程度ということで非常に高額な負担をしていかなければならないということで、家電リサ

イクル法の平成１３年度施行以降、非常に不法投棄が多くなってきてございます。その品目の中で

最も多いのが、やはりテレビでございます。テレビにつきましては、平成１６年度で６４台。洗濯

機では８台。冷蔵庫は１３台ということで、こう見ましても極めてテレビの不法投棄が多いと。こ

の辺の背景につきましては、持ち運びがしやすいということと、各家庭にテレビゲームだとかいろ

んなことでかなり一軒に台数が保有してるということもあって、テレビの不法投棄の増加は台数的

にはそういうような背景があるんではないかなということで思ってございます。以上、不法投棄の

量等については、そういう状況になってございます。 

ちなみに元へ戻っていただきまして、ちょっと原因等簡単にまとめてございますが、先ず１点大

きな要因はゴミ有料化による費用負担の忌避。経済性のみの重視の傾向ということで、単純にお金

は払いたくないというような理由から、やはり投棄が増えているのかなということが考えられます。

あと、ゴミ問題に限らず、社会的モラルの低下。ルール全く無視というような状況が結構住民の中

では意識の低下が多いのではないかと。また、住民同士の繋がり、地域性の希薄化ということで、

これはゴミステーションなど、ルールを守らない違反ゴミが非常に多いということで、その辺隣、

地域に迷惑をかけたら困るというようなことで、きちっとゴミを出さなければいけないという、皆

さんそういうような意識には必ずしもなっていなくて、逆に言いますと先ほど冒頭で課長がお話し

てましたが、ゴミ有料化袋に入ってゴミが不法投棄されてると。これは何故かと言いますと、先ず

分別をしてないということですね。ですから、分別をするのが面倒だということです。ですから、

袋は買ったけど、分別するの面倒なんで山行って捨てるというようなことが頻繁に繰り返し行われ

ているのでないかなというふうに考えてございます。あと、当然ゴミ問題に関する無理解、無関心

ということが大きな原因に挙げられるのではないかというふうには考えてございます。 

次に、不法投棄の対策等でございますが、この辺につきましては、先ず１点、不法投棄判明者に

対する行政指導ということで、調査した時点で投棄者の判る者については指導等を行ってございま

す。昨年、大きくそこに書いてございますが、消火器処理業者の不法処理がたまたま私が行ってた

んですけど、パトロール中に発見しまして、処理業者を警察と共に摘発したというケースが１件ご

ざいます。これは、町内の各家庭から回収した消火器の中身を入れ替え作業を行うわけなんですけ

れども、入れ替えて抜いた薬剤を社台川に流していたという状況です。非常に悪質だということで、

直ちに胆振支庁と警察と連絡をとって、摘発をしたというケースが１件ございます。その他に、警

察の関与はしてございませんが、昨年度６件判明したものを指導して、始末書をいただいて、今後

二度としないようにということで注意をしてございます。ちなみに本年度については既に７件判明

して指導等を行って始末書を徴収している状況にあります。次ぎ、２枚目めくっていただきたいと

思いますが、不法投棄の常習個所の交通止めということで、現在地権者等の理解を求めながら、車

が奥に入れないように車止めの措置を講じてございます。今年度、町の方で２ヶ所、地権者の了解

を得て車止めをしてございます。また、先ほど委員会始まる前にちょっと雑談でお話してたんです
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けど、漁業組合さんの方で海岸、白老終末処理場の裏手の方で、組合さんの管理地の方一ヶ所車止

めをしていただいて、ご協力をいただいてございます。そういうことで、なかなか車が入れないよ

うに不法投棄対策、地権者の関係もありまして地権者を探し出して了解を得て、協力を求めながら

進めていくということで非常に時間がかかりまして、件数的にはなかなか年間できないんですけど、

今後もその辺は徐々に進めていきたいなというふうに考えてございます。また、不法投棄防止看板

の設置ということで、海岸に昨年から今年にかけまして、４枚不法投棄防止の看板を設置してござ

います。これはある程度大きい看板を設置してございます。側に行かないと目に付かないような小

さい物につきましては、日々設置はしてございますが、現在の所看板の設置での効果はあまり見受

けられない状況にあります。逆に言うと看板の下にゴミを投棄されるだとか、そういう状況も中に

はありますので、なかなか看板の設置等の啓発で防止できるというのは、ちょっと考えにくいとこ

ろもあります。また、不法投棄パトロールということで、今年にいたっては、５月の３０、３１日

２日間職員交えて全町のパトロールを実施してございます。その他、清掃指導員、町の嘱託の方で

随時パトロールをしているわけでございます。また、全町不法投棄現場調査につきましては、先ほ

どご説明した５月３０、３１日に行ってるということでございます。 

次に、課題ということなんですが、これにつきましては、とにかく現状としては不法投棄のパト

ロール、捨てられ情報を得て、ただ回収に回ってると、追われてるというのが現状でございまして、

少しずつその対策は進めてございますが、なかなか本格的な対策が取れないのが現状になってござ

います。今、ご説明した不法投棄の内容につきましては、我々が確認した極一部ではないかなと。

町内全体を見ますと、潜在的な投棄物がかなりあるんじゃないかということで、町全体の不法投棄

対策どう進めなきゃいけないかということがあろうかと思います。また、不法投棄を発見しても、

投棄者の特定が難しいということで、ここでも対応もなかなか取れないというのが現状でございま

す。ですから、百数十件の不法投棄がある中で、判明者が判るのが十件未満という極めて少ない状

況になってございまして、非常に悪質になってきてるのかなと。逆に名前が判るゴミについては、

投棄したことについては非常に悪質と言っていいのかもしれませんが、判るものが入ってるという

ことは逆に、先ほど言いましたゴミ問題に無関心、こういったことが原因で招いてるのかなという

ふうには考えてございます。以上、簡単に町の方で不法投棄等で進めてることについて、ご説明さ

せていただきました。 

○委員長（鈴木宏征君） 町が有料化にしたの、何年からでした。総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） ゴミの有料化したのは、平成１２年の 4 月１日から有料化

してございます。 

○委員長（鈴木宏征君） 家電リサイクル法なんですが、あれは何年からでした。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 平成１３年の 4 月１日からになります。 

○委員長（鈴木宏征君） 今、不法投棄の現状と課題ということで説明をいただいたんですが、委

員さんの方から何かお聞きしたいことがありましたらどうぞ。 

○委員（谷内 勉君） ちょっとお聞きしたいんですけども、例えば今言った不法投棄ありますよ

ね。それで実際現場を捕まえたと。それに対する今言ったペナルティーというか、そういうのは今
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現在どういうふうに対処しているのか、この辺についてお聞きしたいんですが。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 今、ご質問にありました不法投棄者に対するペナルティー

等につきましては、現在のところ町の条例等の中には罰則等がございません。ただし、投棄物法律

等には不法投棄の罰則等がございますので、罰則の適応ということも考えられますが、現在判明し

てる中では町民のそのゴミの投棄量、一件当りの投棄量、それから投棄の内容等考えますと、いき

なり警察摘発ということはどうかなということで、基本的に町の方では指導してゴミの片づけをし

ていただいて、始末書を取って、次回以降行った場合については摘発をしていきますよというよう

なことで進めてございます。 

○委員長（鈴木宏征君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 今の話ですけども、今後について町としてどういうふうな形に持っていく

か、具体的に当然決まってないと思うんですが、この辺についてどうなんでしょう。今後について

は。 

○委員長（鈴木宏征君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 罰則、なかなか難しいとこなんですね。ただ、たまたま百数十件

の中の５、６件という、こういう中で、なかなか罰則の適応かけてくということは難しいのかなと。

法律の中では、千円以下、５年以下の罰則が設けられてるんですね。先ほど、須田主査の方からお

答えしたように、悪質ということになると適応は上げていかなくてはならないというようなことは

考えられますけれども、今直ぐに全てをするという考え方は持ってない。 

○委員長（鈴木宏征君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 対策の中で、業者が消火器を処理したというふうな部分で、その後、その

業者にどのような行政処分が行われたのか、そこら辺の追跡はしておりますか。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 今の、消火器の処理業者の摘発したケースでございますが、

町の方では、摘発は警察の方でおこないますので、その措置については最終的には警察の方で進め

ておりまして、消火器業者ということで産業廃棄物という捉え方になりますので、北海道さんの方

で基本的には進めるという形の中では、どのような処罰が業者に下されたかまでは、町の方では確

認してございません。  

○委員長（鈴木宏征君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） やはり、これは白老町の中で起きた事例であるから、そういうふうなこと

もきちっと最後までこちら側で把握しておくべきでないかと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） その辺については、今後十分配慮しながら進めてまいりた

いと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） ２点程お聞きします。不法投棄、１４０件程あるんですけども、これの通
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報と言いますか、発見と言いますか、これは一般町民、町内会がどの位で、また町独自がパトロー

ルして発見したという、その辺の比率というのは判りますか。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 不法投棄の通報状況ということだと思いますが、具体的に

は町民から何件、我々から何件ということではなく、ここでお知らせしてる件数については、町の

方でパトロール等で発見したものが 8 割方あろうかと思います。残り２割位は日々町民の皆さんか

ら通報いただいているというような状況になろうかと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） この不法投棄にかかる町としての費用、どの位かかるのか、判れば教えて

ほしいです。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） この不法投棄にかかる費用でございますが、詳しい正確な

数字はちょっとお答え出来ませんが、不法投棄ゴミの回収委託料で百数十万、委託費を取ってござ

います。その他、家電リサイクル法のテレビ、冷蔵庫、洗濯機。これを指定業者、リサイクル工場

に引き継ぐための費用。これは、一般家庭が負担するのと同じように費用負担をいたしますので、

その予算が４０万強程今年かかってございます。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今までの説明を聞いてますと、一番の問題はゴミ問題に関する無関心だと

か無理解だとか、そういった地域住民のモラルの低下だとか、そういうことがでて来てますよね。

投棄量は横ばいだけれども、投棄件数は増加傾向にあると。これはやっぱり我々も含め、地域住民

のモラルの低下にやっぱりつながってるのではないのかなと。白老町だけに限らないで、日本全国

何処見ても、そういった人のモラルの低下というか、そういった所につながってくる問題なのかな

と、僕は思ってたりするんですよね。その原因というのは、いろいろ考えられると思うんですけれ

ども。じゃ、行政がやることって、例えばパトロールにしても、看板の設置にしても、もろもろの

調査にしても、それは行政の中でやることも多々あると思うんですけども、どうやって町内会だと

か、各企業だとか、そういったとこになげかけているのかということが、問題だと僕は思うんです。

これはいくら行政でやってもイタチごっこであって、どうやって人の心に訴えかけていくのかとい

うのは、やはり街づくりという大きい観点から見ないと、僕は駄目だと思うんですよね。ですから、

町内会、自治会の地域力の重視されてるこういう時代にあって、町内会をどう動かしていくのかと

か、町内会とどうやって一緒にパトロールするのかとか。それから各企業に当たっては，各企業で

どういったゴミ処理に対する、不法投棄に対する教育というものに取り組んでもらおうとしてるの

か。もしその辺の考え方があればちょっとお聞きしたいなと思うんですが。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 今の行政だけの取り組みではなかなか難しいところがあっ

て、町内会や企業との連携、協力ということだと思いますが、その辺につきましては現在、環境基

本条例制定しまして、環境基本計画を策定中でございます。その中で、不法投棄を１つの重点施策
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におきまして、その中でこういった町内会や企業等の協力を得て、防止対策を取るための組織作り

といいますか、そういったものを検討していくべきではないか、進めていくべきでないかというこ

とで、現在策定中の計画の中で検討をしてございます。また、住民意識の高揚を図るために、ポイ

捨て条例等の検討も必要じゃないかということで、この辺は総合計画の中でも示してございますが、

その辺の検討も進めていくということで考えてございます。 

○委員長（鈴木宏征君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 補足させていただきますけども、現在春と秋にクリーン白老やっ

てますね。これの参加町内会かなり、ほとんど参加していただいてる。そういう中で、そういう所

に出て来てくれる方は全体町内、あるいは自分の町内のエリアもう少し見た中で、不法投棄なんか

を見て連絡くれてるわけです。そういう上からいくと、出てくれてる方は相当意識的には高いんで

すが、出ていただけてない方がやはりこういうところにつながってるのかなというような感じを持

つんですよ。企業なんかでも、やはり率先して海岸清掃をやってくれたり、河川敷の清掃をやって

くれたり、あるいは建設協会なんかも清掃やっていただいてるわけなんです。そういう部分では、

こういう環境の部分については、かなり意識的には高まってるという部分と、それとこういう不法

投棄あったら広報なんかを通じて、意識を通じてるということも、実態としてやってるということ

もあるということでございます。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も一町内会の町内会員ですから、春と秋の町内会の清掃だとか、そうい

った部分に関しては参加させてもらってますし、町内会、自治会の中で自分達の身の回りの部分は

そういうふうにしてきれいにしようとするわけですよね。皆さん、そういうふうにされてると思う

んです。後は建設業界だとか魚組だとか海岸線、建設業界であれば河川敷だとか、そういった自分

達の工事だとかいろんな部分に関わる部分についての、そういった清掃に取り組んでるというのは、

私も十分判ってます。それでも何故、不法投棄の量が減らないかとか、そこに着目しなければいけ

ないと思うんですよね。皆さん協力してくれてるんだと。町内会でもこういった取り組みをしてる

んだと。でも何故モラルの低下が段々段々。じゃ、自分達の身の回りはいいんだけど、自分達の身

の回りから外れた所では何やってもいいんだというね、そういう考え方が段々増えてきてるのかな

と、逆に捕らえれば、そういうふうに捕らえらさる部分があるんです。そこのとこについては、じ

ゃどうやったらいいのかということで、広報でもいろんなことお知らせされてることも判ってます

し、でも広報をどれだけの人が関心をもって読んでるのかとか。さっきも課長言われてたけれども,

町内会に活動する人はやるんだけれども、やらない人は結構いるんだという話もありました。そう

いった人方に対して、町内会としてどうやってそういう人方にアピールしていくのかとか、また町

内会自身としても、自分達の町内会は良いと、でも一歩離れた何処何処の山のとこにはこんなこと

があるんだということまでは、なかなか知らない人もたくさん居るし、そういった所を地域の声か

ら走っていかないと、このモラルという部分に関しては幾ら行政が上から押し付けようとなかなか

思っても無理なことではないかと思うんですよね。特に学校教育だとか、学校での子供達がゴミの。

これ前、根本副議長だったかな、そういったことも話されてたような記憶あるんですけども。学校
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で子供達がどうやってゴミの不法投棄について感心持つのか。自分達がこれから、この白老町に関

心を持った時に本当にこのままでいいのかとか、そういった子供達の部分から各家庭に発信しても

らうような、そういう考え方というのはどんどん必要になってくるんではないかと思うんですよね。

今、環境基本計画の中でいろいろ検討中だという話もされてました。計画をつくるのは、あくまで

頭上で作るわけですよね、はっきり言って。僕、須田主査だとか今までの取り組みが駄目だとかい

うわけではないんですよ。駄目だとかいうわけではないんだけど。でも、今までの調査結果を頭上

で自分達の中で計画をしていこうというんであれば、その前に一つモデル地区みたいな所を設けて

みて、そして行政と町内会、自治会、それから学校、企業も含めて、この連携の中でモデル地区を

一つ作ってみて、実際行政がどういう関わりを持っていけばいいのかとか、どうやったらそこで一

緒になってやっていけるのかとか、どうやったら子供達にと、実際やってみながら、こういう計画

作りというもの必要なんじゃないかと思うんですよね。今までのいろんな計画あるかもしれないけ

れども、全部頭上で机上の中で、全部とは言わないけれども計画作っておいて、実際にそれが住民

に受け入れられるかったら、なかなかそれが合致してこないだとか、何言ってるのよという形で葬

り捨てられてる部分が多々あるんじゃないかと思う僕一人なんですよ。それについて、もし考え方

があれば聞かせてもらいたいと思うんですけれども。 

○委員長（鈴木宏征君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 今、氏家委員が言われるように、行政の押し付けでなくて住民が

という、そういう意味ではモデル的に見れば、例えば虎杖浜の学校の生徒さんが海岸清掃やったり、

環境の部分で木を漁協婦人部だとか一緒に植えたりしてますので、自発的にそういうことが学校と

地域と組み合いながらやってるという、これはやっぱりどんどんどんどん進んで行って、これが全

町的になればいいというような。そこそこではやっておられる、確か白老の小学校では袋を持って

帰りに拾って歩くとか、そういう取り組みもやってるというふうに聞いてますんで、かなり環境に

対する意識というのは変わってきてるということも現実には捉えてます。それをもう少しどういう

ふうに見えるように進めてもらえるかというようかことを、これはまだ一つの課題かなということ

では捉えてます。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕、虎杖浜の小学校の例も出ました、白老の例もありました。各学校でや

ってることはやってるんです。でも、やることによって子供達が本当にこれでは大変なんだという

ふうに思えるような取り組みなのかどうかなんですよ。ただ、一つの授業の一環としてやってて、

ゴミ拾えばこれで一日終わりだよなんて、そういう形でもしやってるとすれば、それは違うと思う

し、そうじゃないとは僕は思うけども、例えば自分の家でもそうかもしれないし、何かを使う施設、

今日ここで何かをしますよと言った時に、一つのパフォーマンスかもしれないですけれども、ゴミ

の山で一杯にしておくと、そこを。子供達にそういった所で何を出来るのかとか、何か仕掛け方と

いうのは、行政としての仕掛け方。本当に自分達がこういう状況だったら困るというような、そう

いう何か仕掛け方があれば、そういうあり方もあるのかなと思ったりもするし、一つの授業の一環

の中でやることも必要だ。それもやってる。やってて尚且つじゃなくて、そのやっていく内容をも
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うちょっとやっぱり、教育委員会も関わってくるのかもしれないし、いろんな関係がそこに出てく

るのかもしれないけども、ごちゃごちゃになりながらやっていかなかったら出来ない問題なのかな

と僕は思ったりするんですよね。それについて、これから基本計画作っていく中で、もっともっと

いろんな所の連携を取りながら、そして今までやっているものをもっと濃厚にと言ったら変だけど

も、濃くしていくような考え方で取り組んでいってほしいなと思うんですよね。それだけです。 

○委員長（鈴木宏征君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） ゴミの今の話ですけども、年々モラルというんですか、そういうものは向

上していってるなと、こういうふうに捉えてるんですよね。というのは、各小学校においてもボラ

ンティア活動で清掃行業務を行ったり、そういうふうなことを行うというのは子供に対する環境は

肌身で感じてこういうふうにしようよというふうな、ゴミを投げたらこうなるよというふうなこと

を、我々よりかもっと考えてるんではないかなと、子供達の方に逆に教えられるようなことがある

んですけども。それとこの頃よく見かけるのが、ゴミを拾って歩く人。朝早く散歩をしながらゴミ

を拾って歩く人。それから、先ほど言ったように各町内会で海岸整備をしたり、これが今まで１０

年、１５年位まで考えられたかなというふうなところが、今現実的に極あたり前に皆が出て来てや

ってる。１５年位前に建設協会でゴミ拾いやったかと言ったらやってなかったですよね。つい、こ

の頃はその位やらなきゃならいというふうにしてやってる。そういうふうなことが、企業において

もゴミを投げたり燃やしたりしないようになってきてるのかなと。それが謙虚に現れてるデータ―

がここにあるんですけども、平成１４年に６１トン、７２件の件数で６１トンだと。平成１６年は

件数が１３７件て、増えたんだけどもトン数は減ってますよ、５４トン、１０トンと減ってますよ

ということ。これは逆算していったら半分になってるということですね。そういうふうなことを考

えると、大きく投げる、平成１４年は７２件しか、要するに調査出来なかったんだよ。でも６１ト

ンも集まったんだよと、６１トンが、これが限界だと思うんですよね。平成１６年には１３７ヶ所

も見つけたよと。それでもゴミの量はこれだけだと。こういうようなことがどんどん進んでいけば、

こうやって繰り返し、皆担当者の方々が苦労してやってるから、こういうふうな結果がなっていく

んだろうと思うんだけれども、これが益々進んでいく。それにしても、どうしてもゴミが出るわけ

なんだ。出方の問題だと思う。やはり、罰するものは罰するということ。罪と罰というのはやはり

きちっとさせて、襟を正して警告をするというふうなことは直ぐレッドカード出す位の気持ちで、

き然としてやはり指導していくというふうなことを。それを私達も見守っていきたいなと、こうい

うふうに考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 今、根本委員言われるように、モラル的にはかなり向上してると

いう、今ふっと思いついたんですけども。たまたま、この間電話がかかってきまして、道の方でポ

イ捨て道条例が出来て、全支庁に、後ろに空き缶投げるなって書いたヤッケが各支庁に何着かずつ

配布になったというのを道広報に入ってたんです。それを見て、それを私にもらえないだろうかと

いう電話が、結果的にはもえらえなかったんですけども、そういうようなどうしてほしいのあと聞

いたら、私は毎日、さっき言われたように散歩というか歩いていて拾って歩いてるんだと。毎日毎
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日拾っても落ちてるんだと、こういうような話の中からやってることですから、全道でやってるも

のを活用出来ればいいなということで実はほしいんだと、こういうようなことで。記事を載っけた

のは石狩支庁だったんですけれども、石狩支庁に電話かけたら、そういう各支庁に配布されてるん

で、胆振支庁にかけたんですけども、数が少ないのと北海道というのを個人の人に配布するだけ余

裕がないんだというようなことの中で、今後、そういう意識が高まってくれば、一つのアイディア

としてそういうのを逆に、結構そういう人が増えてます。毎日僕、通勤して通ってる中でも、やは

り夫婦で散歩しながら袋を持って歩いてる方も毎日見るんです、同じ人が。結構、袋に入れて歩い

てるという、そういうような方をお願いしながら、そういうことも一つの方法かなと、環境教育で

はありませんけども、そういうようなことも今後考えていく必要あるかなと、こういうふうには感

じております。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） そういった取り組みが必要だと思う。アイディアだとか。それをどうやっ

て出していくかというのが必要だと思うんですよ。だから、散歩されてる方だとか、犬を連れてよ

く朝早くから歩いてる方いらっしゃいますよね。そういった人方にも協力してもらってパトロール

体制だとか、行政でやるパトロールもそうでしょうけども、この不法投棄に関わってくる人という

のは、夜中だとか朝早くだとか、そういった部分だと思うんですよね。そういったものを来てやっ

ぱり見るとただゴミ捨てるなだとか、ちらっと車から見るとやっぱりいろんな広告塔にもなるんで

すね、そういった部分というのは。そういったアイディアをどんどん行政の方から出していくとい

うのが必要だと思うし、そういったものを町民に、こういうことやりたいんだけども、そういった

関係する方々集まりませんかとか、そういう呼びかけも必要だと思うんですよね。是非そういった

ものを、環境基本計画を作るのも大事ですけれども、もっともっと実践に合った呼びかけというか、

投げ掛けをしてほしいなと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） いろいろ白老町のある面としては良くなってると、非常に結構なことだと

思うんです。ただ、私の場合、今言った海岸線がある程度抱えてて、それで前回今言った国の方で

すか、あれから表彰されたんですけども、要するに海岸線に来る人達は札幌とか何とか、魚釣りに

来るわけですよね。そうすると今度、今言ったゴミっていうのは非常に多いということが判るんで

すよ。ですから、この防止策というのは非常に難しいと思います。今言ったマナーにつながると思

うんですよ。先ほどさっき話があったように、今言った看板を４本ばかり、場所は聞かなかったけ

ど立てましたというようなことであれば、外部から入って来た人の効果というのは、抑えるために

は、やはりそういう看板というか、目に訴えるもの、そういうものがあればいいかなというふうに

私自身考えてるんですけども。その辺のとこ、今後外部からの防止についても、そういう考えで進

んでいただきたいと、そういうふうに思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 一応、今の説明についての質問というのか、これでよろしいですか。１

１時から現地を見たいと思いますので、もし良ければ一応これは。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 現地確認のお聞きしたいんですけども。今回施設見学の中で、私一番関心
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のある遮断型の施設の中で、毛笠コンクリートも入ってないんですよね。これ、何故入ってないの

か、その辺の聞きたいんですが。 

○委員長（鈴木宏征君） それは、私の方から。一応、今回の候補につきましては、毛笠さんも入

れて、全部の候補にお願いしたんですが、丁度８日と私達の日程が、８日と１１日なんですが、丁

度会社との都合がありまして、対応が出来ないと。社長も担当者も、たまたま８日と１１日が対応

が出来ないので、その日以外であれば対応出来ると言われたんですが、日程が決めてしまった後の

お願いだったものですから。ですから、もし別個必要だということであれば、向こうの日程と合わ

せて委員会開催して現地に行くということについては、それはもう吝かではありませんが、今回は

丁度日程が決まってしまってからお願いしたもんですから、そういうことで入れませんでした。 

○委員（近藤 守君） 今の委員長の話のとおり、私関心があるもんで是非これは行って見てみた

いなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（鈴木宏征君） 一応、意見として受け取ります。それでは、よろしいですか。須田総括

主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 一緒に説明すればよかったんですけど、実は産業廃棄物の

処理施設を実際見ていただくということで、ちょっと町内にある産業廃棄物の中間処理施設及び最

終処分場の状況ですね。一番最後にまとめたものを提示してますんで、簡単に説明させていただき

たいかと思います。先ず上の方、中間処理施設ということで、産業廃棄物の中間処理施設を所有し

てるのが６事業者ございます。種類につきましては、汚泥の乾燥施設。汚泥のコンクリート固化施

設。それから、廃油の油水分離施設。この他、木くず、がれき類の破砕施設等になってございます。

その内、廃油の油水分離施設につきましては、現在休止されてございます。毛笠コンクリートさん

の汚泥乾燥施設等につきましても、現在休止というか、使われてはいないようでございます。後、

最終処分場につきましては、三事業者ということで、町内には新栄砕石工業さん、日本製紙さん、

毛笠コンクリートさんで、新栄砕石工業さんと日本製紙さんには安定型。管理型につきましては日

本製紙さん。毛笠コンクリートさんにつきましては遮断型というような処理施設の形態になってお

ります。産廃の受け入れ種類については、そこに書かれている種類が対象になるということ、調査

補強は、許可年月日については設置が許可された月日と。あと処理能力になってございますんで、

見ていただければお判りになろうかと思いますんで、簡単ですがご説明をさせていただきました。

尚、日本製紙さんにつきましては、これは一般的に外から産業廃棄物を受け入れるという施設では

なく、自社処分場ということで、自社の中から出る廃棄物の処分する施設ということになってござ

います。以上です。 

○委員（氏家裕治君） 漁業関係の加工場から出て来る、そういったものも一つの産業廃棄物です

よね。そういったものを受け入れてる施設がありますよね。僕も勉強不足なんですけど、中間処理

施設というのか、どういうのか判りませんけれども、竹浦の奥の、毛笠さんよりまだ奥の翔和農材

さんだったかな。あそこも確かそういうような処理施設になってますよね。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 生ゴミ等の関係だと思うんですけど、確かに竹浦の翔和農
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材さんが肥料工場として、そういう事業を行ってございます。多分位置的には中間処理施設に入ろ

うかと思いますんで、産業廃棄物の処分業の受け入れという点では、肥料工場の中で併せ持ってや

ってるという形になろうかと思います。ただ、認可自体は肥料施設ということと、産業廃棄物の処

分業の許可と合わせ持ってやってるというスタイルになってると思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）そういった業者さんというのは未だいらっしゃるということですか、じゃ。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 町内には翔和農材さんだけでございます。その他、実は産

業廃棄物は他市町さんへの持ち出しが可能になってございますので、虎杖浜の水産加工場等から出

る産業廃棄物等の殆どは登別市の管理型の最終処分場の方で処分されてるという現状でございます。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 翔和農材さん一件しかないんだったら、そこに中間処理施設として、もし

他にもあるんだったら別に、別な区分けして持ってるのは必要なのかもしれないけども。やっぱり

こういうふうにして、中間処理施設の中にはそういった所も、そういった漁業関係から出て来る産

廃、一つの産業廃棄物ですよね。それを受け入れてるという所であれば、一つ名前載せておくのも

必要なのかなと思うんですけども。その辺は僕の考え方が間違ってるんだろうか。その辺について

お願いします。 

○委員長（鈴木宏征君） 須田総括主査。 

○生活環境 G 総括主査（須田健一君） 冒頭に委員長がお話されていたとおり、循環型、これから

廃棄物、単なる従来の処理ということではなく、再利用を図ってリサイクル進めていくという観点

では非常に重要な施設になろうかと思いますんで、同じく中間処理施設という位置付けをしながら、

すべきだと思いますんで、今後掲載していきたいかと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） それでよろしいですか。それでは、委員会を閉じたいと思います。 

（午前 １１時０６分）  


