
 1 

白老町産業建設常任委員会会議録 
平成１７年１１月 ７日（月曜日）  

  開 会   午前 ９時５９分  

  閉 会   午後１２時００分  

 

○議事日程 

審査又は調査事件  

第１ 環境と産業の連携（次世代型グリーンビジネスの政策化）について  

 

 

○審査又は調査事件  

審査又は調査事件  

第１ 環境と産業の連携（次世代型グリーンビジネスの政策化）について  

 

 

○出席委員（７名）  

 委員長 加 藤 正 恭 君        副委員長 山 本 浩 平 君 

     小 西 秀 延 君              宗 像   脩 君 

     大 渕 紀 夫 君             中 出   正 君 

 議 長 堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

 助    役  煤 孫 正 美 君    政策推進室長  二 瓶   充 君 

 参    事  萩 原 康 政 君      

 

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局主幹  中 村 英 二 君      書   記  浦 木   学 君 
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◎開会の宣言 
 

○委員長（加藤正恭君） ただ今から、産業建設常任委員会を開会いたしたいと思います。  

本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］  

○委員長（加藤正恭君）  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。  

 

◎ 所管事務調査 

 

○委員長（加藤正恭君） 次に、本日の委員会に日程について事務局から説明をいたします。  

○事務局主幹（中村英二君）  皆様おはようございます。本日の委員会につきましては所管事務

調査といたしまして、次世代型グリーンビジネスについての調査いたします。これより、午前中に

つきましては、所管いたします政策推進室からのご説明を受けまして、午後につきましてはご案内

のとおり、関係事業所等ということで毛笠コンクリート及び白老清掃社の２社を現地調査するとい

う予定になっております。以上でございます。  

○委員長（加藤正恭君） 今、事務局からのお話のような日程で進めていきたいと思います。  

 今回の次世代型グリーンビジネスの所管事務調査については、前回の行政視察等でですね、２カ

所ほど見せてもらっています。 

また、前もって資料が各委員のところへ配付されております。それらを一読されてきておられる

と、ある程度の予備知識はあろうかと思いますが、続いて各担当のほうから所管事務調査について

の説明を求めたいと思います。まず、煤孫助役のほうから何か一言。はいどうぞ煤孫助役さん。  

○助役（煤孫正美君）  おはようございます。私のほうから、まず白老町としてこの次世代型グリ

ーンビジネスの取り組みの背景について、先ずご説明したいと思います。  

 ご承知のように白老町は、いろんな産業が集まりまして、産業的には非常に素晴らしい構造をも

っているということと、地形的にも北海道の工業関係のグリーンベルト地帯の位置付けにもなって

いるということで、産業の面においては非常に優位な立場になります。  

 そういうことの中で、近年ご承知のように環境に対してのビジネスというのが各地のほうで取り

組まれております。幸い、白老町のほうも北海道のほうから派遣されてきました萩原参事が、その

道の専門家ということで、現在いろんな角度から取り組んでいただいております。  

 白老町は、お手元の資料にありますけれども、３つの項目について取り組んでおります。一つが、

固形燃料の製造と有機質の堆肥の製造、軽油代替燃料の製造ということで、主にこの３つを取り組

んでおります。 

 例えば、固形燃料の製造につきましてはですね、今まで捨てられておりました産業廃棄物・一般

廃棄物をこの固形燃料にすることによって、燃料化に変えて環境に優しくて、それからご承知のよ

うに非常に燃料が上がっております。その代替の燃料という形でできれば白老の産業の競争力も非
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常につくという形で現在取り組んでおります。  

 これにつきましてはですね、産業界と行政と大学の先生方も交えた中で、産・学・官の３つの共

同体で進めているということでございます。詳しいことについては萩原参事の方からご説明いたし

ますけれども。 

それから有機質の堆肥の製造につきましてはですね、やはり白老町にとってはいろんな形で食品

製造業がたくさんあります。いずれにしましても来年４月から食品リサイクル法の関係で捨てると

いうことに対して非常にいろんな制約が出てくると、そういうもので食品残さ等を燃料にすること

によって、地元産業の育成にもつながりますし、また白老町への企業誘致のひとつの支援の要素に

もなるのではないかと思っております。そういう形で次世代のグリーンビジネスを取り組むことに

よって、白老の町の発展に大きく寄与するというふうに考えています。  

強いていえば、燃料となる、基になるものが白老港を通って入ってくるということも可能にある

と思っておりますので、白老港の活用にも大きく貢献するだろうと。広域道路網についてもですね、

こういう北海道の一大産業を目指すということになれば、広域道路網の整備についても支援策にな

るだろうと。何が一番大きな要素になるかといいますと、地元産業が、この新しい産業についてい

ろんな関わり方が出てくるということで、地元の地域産業の発展とさらに流通業界の隆盛といいま

すか、雇用の促進にもつながるということで、まだまだ若干時間はかかりますけれども、取り組む

ことについては大きな意議があると思っておりますので、今後についても取り組んでまいりたいと

思っております。 

まだ、初歩的な段階でありますけれども、非常に形が現れつつありますので、大いに期待してい

るというところでございます。詳細につきましては萩原参事の方からご説明いたしたいと思います。 

まずもって、町の方の取り組みの主旨といいますか、背景についてご説明いたしました。以上で

ございます。 

○委員長（加藤正恭君） ありがとうございます。それでは早速、萩原参事の方からですか、二瓶

推進室長から。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 事務的な分野での、私のほうの担当からご説明させていただきま

す。 

 今煤孫助役からお話しありました主旨等ですね。それでは白老町今まで、萩原参事が来るまでの

間、どういう状況だったのかということになりますと、皆さんご存知のとおりこの廃棄物を有効活

用していこうというそういう部分なんですが、廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物があります。それ

で、所管が一般廃棄物・家庭用・事業用、これは白老町が所掌する業務ということになるのですが、

産廃についてはですね、北海道が所掌するという部分があります。それで、これまでの白老町の取

り組みといいますのは、それぞれ所管が産業関係でですね、産業経済の農畜産とか、生活環境保全

という部分で生活環境課とかですね。それを総括する企画課とかがですね、バラバラに取り組んで

いたという状況があります。 

 その中で、先ほどいいましたグリーンビジネス化という部分は、全国的に今取り組み始められて

いるところなんですね。そういう中で、ちょうど北海道から４月に専門分野の萩原参事が来たとい
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うことで、非常に今動き始めている町内の産業関係者を含めてもですね、そのゴミの部分で一般廃

棄物も分かる、産業廃棄物もわかるということで非常にタイミングよく派遣していただいたという

状況があります。 

 その中で、実際に今具体的に取り組みを、町内関係業者とやっているわけですが、これは私個人

的な考え方なんですが、実際には町内関係者、検討会という部分で立ち上げてやっているのですが、

こういうものに携わっていく時に、町がいろいろ担当分野に関わっていたときに、なぜこの業者に

肩入れするんだとか、いろいろそういう部分が言われる部分があるんですね、１事業者に。 

 ところが道から来ているという部分があってですね、今回の検討会を見ましてもうまく調整して

いただいて、それで今具体的な取り組みがですね、業者間でも理解をした中で進み始めているなと

いうところがあります。私ども担当として、そこが今まで私どもがいろいろやっていた中で、環境

的には非常にやりやすい状況になっているなと感じております。  

 その中でいろいろ具体的な部分が固まってきております。可能性もあるなと、ただの計画ではな

いなというふうな形の中で、私どもとしても、庁内の関係課、連携するような形の中で、これ助役

のほうから指示されていますので、会議とかを開いた中で今進められているという状況でございま

す。 

○委員長（加藤正恭君） はい、それでは具体的な事柄について、萩原参事のほうからの説明をお

願いしたいと思います。はい、萩原参事。 

○参事（萩原康政君） それでは所管事務の関係についてご説明をさせていただきます。  

 今回、説明にあたりましてですね、Ａ４のペーパーを４枚ほど用意させていただきました。これ

に沿ってご説明させていただきます。少しお時間長くなりますけれどもどうぞよろしく願いいたし

ます。 

 私のほう、こちらへ今年４月にまいりましていろんな取り組みをやってきているわけでございま

すが、私の取り組みが一体どんな形で位置づけられているのかというのを中心にしまして、具体的

に今どんなことをやっているのか、これをやることによってどんなことが期待できるのかといった

かたちのものを中心にご説明をさせていただきます。  

 それでは、用意しました資料に基づきましてご説明させていただきます。環境・産業の連携、私

のテーマでございまして、副題としまして次世代型のグリーンビジネスの政策化と、こういう形で

ついてございます。大きな一つの流れについてご説明したいと思います。  

 まず、１点目としまして、北海道グリーンビジネスの動きということでございまして、この北海

道グリーンビジネスという考え方でございますが、これは国の北海道経済産業局、国の大本は経済

産業省でございますけれども、ご承知のとおり北海道の場合は、北海道経済産業局ということにな

ってございまして、北海道経済産業局がはじめて定義づけたものがこのグリーンビジネスというも

のでございまして、この点についてご説明いたします。 

 まず、環境ビジネスでございますが、北海道の環境ビジネスけれども、これは地域の優位性です

とか特性を生かすことによって、強く大きく発展する可能性にあふれていること。地域の環境保全

の役割はもとより、北海道地域経済の自立的発展に大きな役割を果たしていく重要なビジネスであ
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ると、このように位置付けられております。  

それで、北海道経済産業局でございますけれども、こちらのほうはこの環境ビジネスを戦略的に

振興するための具体的行動事項を設定した北海道グリーンビジネス振興プログラムと、これを２０

０３年 6 月に策定してございます。地域の民・産・学の良質な連携を構築しまして、「環境」と「経

済」の両立からもたらされるビジネスチャンスによる具体的行動事項を充実させつつ展開している

ところでございます。  

北海道グリーンビジネス振興プログラムでございますが、概要について簡単にご説明申し上げま

す。 

まず、目標が定まっております。これが中期目標と長期目標が設定されてございます。  

１点目としまして長期の目標、これが２０１０年を目標にでございまして、このプログラムによ

って産業規模３兆円、それから雇用規模を８万５千人達成していきたいと。これは全道ベースでご

ざいます全道ベースでこのように設定してございます。 

中期目標としまして２００５年を設定してございまして、産業規模２兆４千億円、そして雇用規

模が７万３千人達成という形で目標をさだめてございます。  

有望成長分野としまして４点設定してございます。  

まずリサイクルでございます。こちらが、社会システムの変化ですとか、技術革新など急速な情

勢変化へ対応可能な事業成功の鍵となると。それから、本道地域が立地条件等の特性を活かし、我

が国環境対策に貢献できる可能性が大きいということでリサイクルを位置付けでございます。  

それから２点目が、クリーンプロダクツでございます。これは消費拡大が見込まれ，競争激化も

予想される分野であると。それから本道地域特有の資源・風土を活用し、国内外市場をターゲット

とした製品開発を行いうる可能性が大きいということでグリーンプロダクツというのを位置付け

てございます。 

それから、現在私が取り組んでいるものでございまして、バイオマスでございます。バイオマス

というのは本道地域が国内で最も大量に発生する資源であると。それからわが国全体でもその利用

の重要性の認識により、急速に利活用を促進できるものであると。このようにバイオマスを位置付

けてございます。 

その他有望なビジネスとしまして、多自然型工法の拡大ですとか，公共分野の民間開放，今後の

政策に期待できる分野である。多自然型工法というのは、例えば河川整備の時に、要するにコンク

リート護岸ではなくて、いわゆる自然石を用いたりですね、地元の植生なんかを生かした形で護岸

整備をしているものなどが多自然型工法と呼ばれている部分でございます。それから、新エネルギ

ー分野ですけれども、こちらについては長期的観点で有望が大きいと。新エネルギーといいますと、

今バイオマスの中でも、これからご説明します固形燃料ですとか、或いは使用済みのてんぷら油を

使用するというものも、新エネルギーの分野に当てはまれば当てはまります。 

次に、プログラムの構成と行動事項でございまして、まず３つの方向を設定してございます。グ

リーンビジネスの振興に必要な三方向、これをビジネスの拡がり・高さ・厚みを追求した３つのサ

ブプログラムから構成される振興プログラムの展開及び施策推進の加速化に必要な共通ベースと
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してのネットワークを構築するというものでございまして、１点目としまして広がりの追求でござ

います。これは、[北海道地域産業グリーン化プログラム]と、こう呼ばれているものでございまし

て、北海道内の企業活動ですとか、地域社会に環境配慮を組み込むプログラムであるということで

ございます。これが①～⑤までございまして、  

①企業の環境経営導入、②製品・サービスの環境配慮化、③地域での共同環境配慮活動、④環境

経営の市場環境整備、⑤産学官民ネットワークの活用、こういったものをポイントとして挙げてご

ざいます。 

 ２点目としまして、高さの追求でございます。これは[グリーンビジネス分野トップ企業創出プロ

グラム]と、こう呼ばれているものでございまして、これは高い潜在能力の企業群をトップ企業に誘

導していくためのプログラムとこうなってございまして、４点ございます。  

 ①競争力確保（経営資源）、②早期事業化（事業環境整備）、③独創的ビジネスモデル創出、④産

学官民ネットワークの活用、こういった４点をポイントとして挙げてございます。  

 次に、厚みの追求でございます。これは［グリーンビジネス拠点形成プログラム］ということで

ございまして、地域資源インフラ等を活用し、強い競争力のビジネス拠点を形成するプログラム、

２点ございまして、①グリーンビジネスタウン構想、②グリーンビジネスパーク構想ということで

ございます。それから、これはちょっと今後のポイントになってくるのですが、③次世代型グリー

ンビジネス道央ベルト構想、こういったものがございます。これについては後ほどご説明いたしま

す。④バイオマス利活用先進地形成ということでございます。  

 ４点目としまして、つながりの追求でございます。［グリーンビジネス推進ネットワークの構築］ 

グリーンビジネスの各種活動の活性化を推進する協働と競争の民産学官ネットワークということ

でございます。 

 続きまして大きなポイントとしまして、グリーンビジネス推進ネットワークということを挙げて

ございます。地域的にいろんなネットワークを構築していくという主旨でございまして、この中を

見てみますと、 

● エコロジア北海道２１推進協議会というのがございます。これは、北海道経済連合会の中にご

ざいます。ここが事務局となって作っている協議会でございます。 

● 北海道環境保全技術協会  

● 室蘭地域環境産業推進コア、これは（財）室蘭テクノセンター企業支援室、ここが事務局にな

って設定してございます。 

● 北海道循環資源利用促進協議会、これは私の出身母体でございます北海道が設置してございま

す。北海道環境生活部環境室循環型社会推進課、ここが事務局になってございます。  

● 広域北海道有機素材循環利用ネットワーク研究会、これは日鉄セメント（株）資源リサイクル

部が事務局になってございます。  

● 白老町産業連携地域活性化検討会、（株）白老清掃社が事務局となっている組織でございます。

こういった、いわゆるグリーンビジネスを推進するネットワークの地域的な拠点を設けていく

ということで、この組織が設置されております。  
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そういった国のグリーンビジネスのプログラムの流れの中で、白老町というのはどんな位置付け

になっているかということについてご説明いたします。 

まず、北海道グリーンビジネス振興プログラムのサブプログラムの一つとして、先ほど申し上げ

ました［グリーンビジネス拠点形成プログラム］というものがございまして、この施策展開の方向

のなかで、［次世代型グリーンビジネス道央ベルト構想］というのがございます。この構想はどの

ようなものかと簡単に申し上げますと、胆振地域が大型基礎素材生産工業群を中心とする工業集積

ですとか、各種製造工業等が連立する地帯を形成してございます。これらの地域産業が持つ潜在能

力ですとか、あるいは既存施設の積極的活用、循環資源利用及びエネルギー利用の相互作用によっ

て、競争力ある[次世代型グリーンビジネス対応拠点]として、さらには自治体と連携を図ることに

より、環境と経済が両立した環境調和型先進モデル地域に発展させることを目的としてございます。 

この構想において連携を図るべき自治体の一つとしてここ白老町が位置付けられてございます。

いわゆる厚真町から伊達市、此処の内浦湾をずうっとベルトでつないだような形になるものですか

ら、このグリーンベルトを道央ベルトと呼んでいるわけでございます。この中に白老町が位置付け

られてございます。 

白老町の位置付けについてですが、地域内の主要事業所である日本製紙（株）白老工場ですとか、

旭化成建材（株）を主体として各事業所が連携を図ることによって、その事業所から排出される副

産物の受入先の確保、或いはそれら以外の事業所ですとか、或いは大学等の研究機関を含めた共同

研究・共同事業を進めていきまして、マーケットを意識した技術検討や物流コスト削減の検討を行

いながら、産業間連携の質の向上に努めることが必要とされているところでございます。  

続きまして次のページでございます。白老の現状というのは今までどうだったかというの私なり

に整理したものでございます。 

白老町の産業構造ですが、一次産業から三次産業までまんべんなく企業が立地してございます。

そんな形の中で、北海道の縮図ともいえる地域ではないかと、このように思われます。それぞれの

各事業所の間で相互連携というのがどうも希薄だったのではないかと思っております。そんなこと

もあって、その企業から多量に排出される有用な副産物の情報ですとか、或いはそれぞれの企業が

もっている既存施設の潜在能力等に関する情報が、共有されていなかった状況にあったのではない

かなと。そういったことがあって、経済面・環境面で効率的かつ将来予想されるそれぞれの事業所

の生産条件の変化を踏まえた、マテリアルフローの設定が生されていなかった状況にあったのでは

ないかなと、このように感じておるところでございます。  

このようなこともあって、おそらくは白老町内に立地する企業・団体のネットワークを軸として、

町内の恵まれた自然環境ですとか、製紙業界ですとか、建設資材製造業者の技術ですとか、或いは

それらを有している優れた人材を活用しながら、地域のゼロエミッション化をコアとした各産業が、

企業の継続的活用を目指す「白老町産業連携地域活性化検討会」を設置したところでございましょ

うし、この検討会というのは、北海道グリーンビジネス振興プログラムのサブプログラムの一つで

ある「グリーンビジネス推進ネットワーク」の地域拠点として位置付けられている部分でございま

す。 
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ですから、今まで北海道の縮図といわれたこの地域の中で、それぞれの事業者のところがそれぞ

れの連携というのが、やれるような場がなかったということがあって、この地域から出るいろんな

副産物、例えば日本製紙（株）白老工場が排出しているペーパースラッジのものですとか、或いは

木材産業から出ている木屑の活用ですとか、白老町の下水道から出ている下水道汚泥ですとか、そ

ういうものが有効に活用されないで、ただただ、例えば隣の町の方で焼却しているとか、折角使え

るものが使われていなかったということもあって、おそらくここの地域の企業の事業者がこれでは

まずいのではないかなということがあって、それぞれ独自で連携を目指す検討会というのを立ち上

げて少しいろんな取り組みをしていこうかと、そんなことがあって今の状況に至っているのではな

いかと、こんなふうに感じているところでございます。 

それらの検討会を使いながらですね、今どのような事業が行われていて、それぞれの事業をやる

ことによってどんなことが期待されて、或いはどんなことが課題となっているかということを整理

した部分でございますのでご説明いたします。  

まず、事業計画でございます。白老町内で未利用となっている有機性の資源、これはバイオマス

資源というふうに呼ばれます。これらですとか或いは既存施設を活用しながら地域の特性を活かし

た個性ある循環型社会の実現を目指すと。これを一つの目標に掲げているわけでございます。  

有機性の資源の利活用に当たりましては、当面と考えています。固形燃料これはＲＰＦと呼ばれ

ています。前回行政視察でご覧いただいた燃料でございます。これですとか或いは有機質の堆肥、

それから軽油の代替燃料の製造と。こういった当面３点のですね、利活用ということで進めている

わけでございます。 

それぞれの利活用の方法と今後の事業計画でございます。  

まず、固形燃料の製造でございます。利活用の方法、これをどんなふうにしているかといいます

と、日本製紙（株）白老工場に供給する石炭代替用の固形燃料の製造という形でやってございます。

今後の事業計画でございますが、平成１８年に約千トン製造していきたいと。最大製造数量の目標

を約１万トンという形で設定しまして、それに向けて段階的に増産していきたいというふうに考え

てございます。 

それから２点目としまして、有機質堆肥の製造でございます。こちらの利活用の方法ですが、町

内のですね、食品製造事業所がございます。そこから出る残渣物を主体として堆肥を製造しまして、

それを活用した有機農作物を栽培・収穫していきたいというふうに考えてございます。今後の事業

計画でございますが、堆肥を使いまして、農園事業をやっていきたいとこんなふうに考えてござい

ます。堆肥のほうは来年約１００トンほど製造しまして、それを農園の規模により段階的に増産し

ていきたいとこう考えております。農園のほうも２ヶ所くらい、今予定をしてございまして、関係

者で調整を進めてございます。さらにできれば農園のほうもどんどん拡張しながら進めていきたい

と、そうすると堆肥のほうもそれに伴ってどんどん必要となってくるということでございます。  

それから、軽油の代替燃料の製造でございます。利活用の方策は使用済みのてんぷら油をろ過精

製しまして、それをごみ収集車等の燃料に再利用していくと。こういった形で考えてございます。

事業計画のほうは現在は事業所、スーパーとか旅館とかホテル、そういった事業所からのてんぷら



 9 

油を回収してございまして、その量をふやしていきたいというふうに考えてございます。加えて一

般家庭からも、廃油の回収システムについて検討していきたいとこのように考えているところでご

ざいます。 

これらの事業をやることによって、どのような効果が期待されるかということについてご説明い

たします。 

まず、大きな１点目としまして、基幹産業の振興ということを挙げました。  

①日本製紙（株）白老工場でございます。 

ここの工場は、道外産の固形燃料の購入をやってございますけれども、これらの価格が高騰して

きておるということでございまして、やはり地球温暖化というような取り組みの中で、そういった

燃料が結構需要が増えてございます。従いまして、こっちの白老工場へ入ってくる量がどんどん減

ってきているというような状況にございます。そういった中で、この白老町という地域の中で、安

定的に固形燃料を確保するということによりまして、当然ながら白老工場の燃料コストを低減にす

ることができるだろうと思います。  

その工場から排出される副産物の利活用、これはペーパースラッジをとりあえず目標にしてござ

います。その工場から排出される副産物の利活用することによりまして、廃棄物の処理コストの低

減に資するのではないかなというふうに考えてございます。  

②食品製造事業者について 

この町内でも、年間１００トン以上、いわゆる残渣物を出すというのですかね。生産量といった

ほうがいいのでしょうか、その事業所がございます。実は食品リサイクル法というのがございまし

て、平成１８年４月から年間１００トン以上を製造している事業者、こちらについては再資源化率

といいまして、簡単にいえばリサイクルの量ですね。こちらについて２０％以上はリサイクルしな

さいという形での法律の中で義務化という形になってございます。従いましてその２０％のリサイ

クルをしなければ、いわゆる罰則が適用になります。この罰則というのは罰金ではないのですけれ

ども、２０％のリサイクル率を達成できていない業者ということで国のほうからですね、その業者

の公表ですとか或いはあまりにもやっていなければ指導勧告が入ると、そういった罰則が施行にな

ります。 

その中でございまして、食品リサイクル法の規定に基づく再資源化率、いわゆるリサイクル率で

すけれども、それを達成するような形の事業を進めていきますと、いわゆるそれぞれの事業者の恒

常的な食品製造体制を確保することができるということがいえます。  

それから、食品製造残渣というものをこの町がリサイクルできるという体制を整備することによ

りまして、新たな食品製造企業の誘致が期待できるのではないかなと。いわゆるこの取り組みとい

うのは法律でございますから、別に白老だけではなくて全国的にやらなくてはいけない取り組みで

ございます。それぞれの事業者もなかなかこの２０％というのは、言葉としては簡単なんですが、

手法としては非常に大変なものでございます。年間、例えば１，０００トン出すような企業であれ

ば、そのうちの２００トンはリサイクルに廻さなければならないということでございまして、かな

り施設整備費ですとか、人権費ですとかいろんなものがかなりかかるという部分で、来年からは大
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変な状況になるということで、食品製造事業関係、いわゆる食品関連産業ではかなり大きな問題と

してあげているようでございます。  

次の大きな２点目としまして、これらの事業を行うことによって新産業の創出が期待できるので

はないかなと、このように考えてございます。  

①循環資源を活用した環境ビジネスの創出が期待できるのではないかなと。  

町内の有機性廃棄物を活用しまして、再資源化製品これはリサイクル製品という形で言い換えて

もよろしいかと思います。これらの利用事業所のニーズに応じた製品製造及び供給体制を確立する

ことによりまして、再資源化製品、リサイクル製品の安定的な物流ルートが維持された新たな環境

ビジネスを創出することができるのではないかと考えております。 

昔からリサイクルということがいろいろ言われてきているのでございますが、やはりなかなか進

んでいない状況にはあると思っています。私も道本庁にいたときにリサイクルというのを１年やっ

たんでございますけれども、こちらの思うようにはなかなかリサイクルは進まない。原因はなぜか

というと、作ったリサイクル品がきちんと物流できるルートが確立されていないというところがご

ざいました。そんなことがありまして、やはりリサイクル品を購入する側、受ける側のニーズ、そ

れから出すほうがいかに安く出せるかという体制が確立することによって、そのルートというもの

が確立できます。 

そういったことをきちんとルート化することによって、新たないわゆるリサイクルビジネスとい

いますか、環境ビジネスというものが創出することができるだろうというふうに考えてございます。 

②自然資源を活用した農業ビジネスの創出 

ここの町は温泉という産業がございます。町から湧出しています温泉水を利用したハウス栽培を

やってみたいと思ってございます。ハウス栽培を主体とした有機農園事業を展開しまして、白老町

の気候特性を活かした、消費者のニーズに対応した有機農産物の供給システムを確立することによ

りまして、新たな農業ビジネスを創出することができる。  

この町自体は、どうもこちらにきますと農作物に生育には適さない気候であるというふうにはい

われているのであります。ところが、どうも私にはそうは思えない。ちょうど５､６月の天候とい

うのはやはり札幌方面から比べると、霧ですとか温度が低いというのがあります。確かに露地栽培

で、いわゆるハウスでない方法で野菜等を栽培していきますと、やはりいろんな部分での影響は受

けるということはございます。ところがハウスを使ってやっていけば、これは難なくそこはクリア

できるというふうに考えてございます。  

鵡川町に、私どもの道立農業改良普及センターがあります。私もそちらに行っていろいろ聞いた

わけでございますけれども、この白老町でもハウス栽培であれば十分農業としては成立できると。

このように回答を得ておりますので、我々としてもやはりハウスを主体とした有機農園事業という

形で展開していきたいとこのように考えております。  

できたものについては、やはり地域の副産物を使った、地域で生産した農産物でございますので、

町民の方にも再三言っているのですけれども、簡単にいえば出所がはっきりした野菜を購入してい

ただくと。或いは学校給食センターに使っていただくと。もっと言えばいわゆる食品製造残渣を出
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した食料・食品生産業者のほうに、そういった野菜を供給することによって、いってみれば一つの

循環の輪ができるのではないかなと考えてございます。 

そういったことも試していきたいとこう考えているわけでございます。そういったことによって

この野菜に適さない白老町でも、農業ビジネスということが、僕はできるのではないかなというふ

うに思ってございます。  

それぞれこう進めてきて、こんな期待ができると申し上げたのですが、やはり進める上での課題

というものがございます。それはどんなことがあるかといえば３点ございます。  

● 固形燃料の製造 

①最大目標数量を１万トンというかたちでご説明差し上げました。３千トンくらいの製造の部分

は廃棄物も、産業廃棄物と一般廃棄物があるわけでございますけれども、約３千トンを製造する部

分では、産業廃棄物というものの利活用で十分対応できていきます。ところが３千トンを超えて１

万トンを出すという話しになりますと、これは家庭系ですとか、一般家庭ですね。事業所から出る

一般廃棄物の減量化ということを条件にしてございます。従いまして一般廃棄物を原材料とする場

合ですね、今のところは隣の登別のほうにお世話になっている状況でございましょうから、当然そ

れを町の中で利用するとなりますと、やはり隣の登別市との協議というのが必要になってくる状況

になります。 

②産業廃棄物を原材料として固形燃料を製造する場合なんですが、こちらについては先般行政視

察の際に見ていただいた町内の事業者の既存施設の活用で対応可能でございますけれども、一般廃

棄物を原材料とする場合につきましては、やはり新たな施設整備というものが必要でございます。

一般廃棄物になりますと、いろんなゴミがごったになってございます。皆さんもご家庭の中でゴミ

を出す時の部分をご想像していただければよろしいかと思うのですが、いわゆる生ゴミですとか、

プラスチックのゴミですとか、紙ゴミですとか、そういうものがごっちゃになってございます。  

私どもは、できるだけ使うとなれば分別はしますけれども、例えばですね、道内でいきますと、

函館ですとか富良野ですとか、そういうところでは１０なん品目に分けるような細かく分別はして

ございますけれども、私はそこまでやる必要はないと思っています。  

一般家庭から出るゴミを、できればプラスチックと生ゴミくらいに分けていただけばいいかなと

思っています。プラスチックの中には紙も入りますけれども。そういった２つの分別をしていただ

く形が一番よろしいかなと思っています。 

それをいわゆる燃料の原料にできる新たな技術というものが最近開発されてございます。その技

術を用いた施設整備というものを持ってくれば、一般廃棄物の減量化というものは十分可能でござ

います。そういったものを想定してございまして、それらの施設整備というものは必要であろうと。

また、その原料を用いて前回見ていただいたように、小さな固形燃料として固めるわけでございま

すので、固める機械、かなり沢山できる機械というものも導入しなくてはいけないとこのように考

えてございます。 

● 有機質堆肥の製造  

①これまで事業系廃棄物として扱ってきた食品製造残渣でございます。これは事業系の一般廃棄
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物としてご承知かと思うのですが、これは実は廃棄物処理法上は産業廃棄物でございます。これは

あくまで今までは事業系の一般廃棄物だけれども、これは産業廃棄物だよという形で、やはり事業

者のほうに理解してもらうことが重要ではないかと思います。一般廃棄物の処理と産業廃棄物の処

理というのは、これは形態として或いは手法としても、全然違うわけでございますので、あくまで

もこれは産業廃棄物だとして処理することのコンセンサスが必要だと思っております。  

②堆肥の製造にあったりましては、町内で類似事業を行っている事業者との調整が必要でござい

ます。町内でも私が知る限りでは、１ヶ所有機質堆肥の製造を行っているのを主な業としている事

業者がございます。我々がこういった形でその有機質堆肥の製造をしていくという部分につきまし

ては、やはりお互いの役割分担といいますか、どういった形で今後進めていくかということの調整

が必要ではないかというふうに思ってございます。  

● 軽油代替燃料の製造  

①使用済みてんぷら油を使用するわけでございます。これは火災予防条例上の指定可燃物に指定

されてございます。事業所のほうはいいのですけれども、これらを一般廃棄物として回収する場合、

燃えるわけでございますので、その危険性の回避を念頭におきましたシステムの構築というのが重

要であろうと、このように考えてございます。  

それぞれ、今取り組んでいる部分、これから計画する部分いろいろ説明させていただきましたけ

れども、勝手ながら中期目標というのを設定いたしました。  

取り組んでいく以上は、やはりどこかで大きな目標がなければうまくないなと思いまして、２０

１０年という一つの年度を目標に中期目標というのを設定してみました。  

どんな形のものを目指していくかという部分４点あげさせていただいております。  

● 新たにできる第３商港区の活用による新たな物流体制の確立でございます。  

白老という地域の中で安定的に固形燃料を製造する体制を整備していくと。このような形の中で

日本製紙（株）白老工場で、新型ボイラー、実は今石炭ボイラーを使っているわけでございますけ

れども、これが非常に古い旧式のストーカ炉というボイラーでございます。地域で安定的に固形燃

料を製造する体制を整備することによりまして、新たな廃棄物専用のボイラーもあることでござい

ますので、そういった新型のボイラーの導入計画の具体化等を容易にすることができるだろうと。 

そうしますと廃棄物というものを専用に燃やせるボイラーでございますので、地域から出るバイ

オマスを主体とした燃料、さらに他のいわゆる廃棄物燃料というものも考えられるわけでございま

すので、第３商港区を活用したですね、廃棄物燃料を海上輸送する新たな、言ってみれば海上物流

ということが考えられますので、第３商港区というのがサブリサイクルポートとしての役割的なも

のもできるのではないかなと。 

今、国土交通省のほうでリサイクルポートというのを指定してございまして、これはこの近隣で

は室蘭と苫小牧でございます。こちらをいわゆるリサイクルポートとして位置付けてございますが、

やはり白老という町で、その中でも大きな日本製紙（株）白老工場がですね、廃棄物を主体とした

ボイラーに切り替わることによりまして、やはり廃棄物も燃やせば循環資源燃料でございますので、

そういったものをさらに海上輸送の中でですね、やれるようなもののつながりの中で、第３商港区
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もリサイクルポートとしての位置付けというものが出てくるのではないかと、そんなことを考えて

いるわけでございます。  

● 廃棄物の循環資源化による財政健全化の確立というかたちでございまして、現在町内から排出

される産業廃棄物及び一般廃棄物というものがございますけれども、これをまず、産消協働体制を

整備することによりまして、町の方で一般会計に占めている廃棄物処理経費、これはかなり莫大だ

なというふうに考えております。それのいわゆるリサイクルという形での手法を導入することによ

りまして、ある程度一般会計に占める処理経費というものをかなり大幅に削減できるのではないか

なというふうに考えてございます。  

そうすると、やはり循環資源化という一つの手法を持ちまして、財政健全化に資する有効なシス

テムとしての位置付けを確立することができるのではないかなというふうに考えてございます。  

● 地域独自の環境ビジネスの創出ということでございます。  

有機質堆肥を活用した有機農産物の生産体制を拡大することによりまして、町内の食品製造業者

の使用する農産物の販路を拡大することによって、町の企業立地政策、やはり石山工業団地という

のは、町の中に企業立地するという基本スタンスの中で整備させる地域というふうに考えてござい

ますので、そこにもやはり食品製造企業というのが誘致されてきているわけでございます。そうい

った町の企業立地政策とリンクした新たな循環の環というのが構築する。加えて例えば、有機農産

物を栽培する農地というものを確保していくわけでございますが、観光農園化という勝手な言葉を

よんだのですが、これはクライガルテンというふうなドイツでやられております。例えば住宅を貸

し付けて、そこに隣接している農地も貸し付けるというかたちでございますけれども、住宅という

のはなかなか難しいわけでございますけれども、農地の貸し付けならできるだろうと。農地をいわ

ゆる町の方たち以外に貸し付けていく。或いはそこで農地という整備したものを安価な価格で貸し

付けるということもあるわけですから、これを観光農園化という形で結び付けていく。さらにハウ

ス栽培でございますので、温泉施設の活用、温泉水の利用というのがあります。それと、これ自然

探勝をセットしたというふうにいってございますけれども、実は農地のほうを来年虎杖浜のほうに

確保していきたいというふうに考えてございます。  

そうすると、当然その農園と温泉の利用、それから近くに倶多楽湖がございます。実は自然歩道

みたいなのもあるようでございまして、自然探勝をセットとしました新たなグリーンツーリズムと、

これはネーチャーツーリズムとか色々いってございますけれども、そういった新たな自然の探勝な

んかでいわれている、グリーンツーリズムとセットになったビジネスというものを創出することが

できるであろうと。いわゆる農と自然とそれから産業と、そういった形でのセットにした新たなビ

ジネスというものが創出できるのではないかなと、そういうふうに考えているわけでございます。 

● 有機性資源以外の循環資源化の確立  

 日本製紙（株）白老工場から出てきている部分は、ペーパースラッジのほかにクリンカアッシュ

といいまして、いわゆる石炭の燃え殻でございます。そういった燃え殻もかなりな量で出てきます。

それは有機性の資源というよりは、これ無機です。無機の廃棄物といわれてございます。それらの

循環資源化方策が確立しまして、「次世代型グリーンビジネス道央ベルト構想」、この中で我々バイ
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オマスをやっているわけですけれども、さらに今度は有機から無機という取り組みを拡大すること

によりまして、いってみれば今この白老は道央ベルト構想の地域拠点という形になってございます

が、さらにいえば、それを事業展開拠点、何を指していっているかというと、燃え殻というのはい

ろんな地域で出るわけでございますから、それを循環資源という形で位置付けることによって、白

老のみならず他の地域のいろんな無機性を利用したような取り組みができないか。  

私勝手に言っているわけでございますけれども、例えば北九州のほうでエコタウンという大きな

事業をやっているところがございます。エコタウンというのは、いわゆる技術を導入した企業の誘

致もありますし、あるいは大学の試験研究機関、民間の試験研究機関を誘致していく研究都市構想

みたいなものもございます。そういったものを参考にしまして、いって見れば北九州のミ二版みた

いなエコタウンになっていってもいいのではないかなと、そんなことも思っているわけでございま

す。以上１ページから 4 ページまで通しでご説明させていただきました。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） ちょっと補足の部分でですね、課題のところの２点目のところで

すね。有機質堆肥の製造、①これまで事業系一般廃棄物として扱ってきた食品製造残渣、ちょっと

誤解してもらったら困るのですが、食品工場から出てくる残渣はですね、通常セイコーマートとか

にお弁当とか出ますね。それが戻ったものについてはですね、事業系の一般廃棄物なんです。そし

て、これを市町村で扱っているんですね。製造途中でできるジャガイモの皮とかニンジンの皮とか、

これは産業廃棄物なんです。非常にそこのところがですね、区分があいまいなところがありまして、

そこの中で混在したりなんだりする部分もありますのでね、そこのところはですね、例えば食堂か

ら出た残飯もですね、これ事業系の一般廃棄物。市町村で取り扱うということ。あいまいな部分が

ありますので、ここで言っていることは、やはり造っている部分の事業所はそういう部分のあいま

いな区分があるけれども、自分のところできちんと処理するんだよというそういうコンセンサスが

必要でしょうということですから、そこのところだけ誤解のないようにお願いしたいなと思います

のでよろしく願いします。 

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事から素晴らしい構想、博士論文的な考え方の説明があっ

たんですけれども、あと別に補足説明することないね。これについて各委員さんからいろいろとい

ろんな角度からの質問をお願いしたいと思います。  

 その前にグリーンビジネスのグリーンという意味ですね、これどういうところから出た語源とい

うか、言葉の意味はどういう意味で名付けられたものなんですかね。単純に「緑」とかという意味

ではないんです。言葉はわかるのだけれども。はいどうぞ、萩原参事。  

○参事（萩原康政君） グリーンというのはですね、おそらくこれが私の記憶が正しければ、平成

8 年くらいから出てきた言葉だと思います。環境配慮という動きというのが当時出てきてございま

して、それがいわゆる大きな企業の中で環境に配慮した企業経営をしていきましょうというのがあ

りまして、それからなぜかそのグリーンというカタカナ用語が出てきたわけでございます。グリー

ンというのは突き詰めて考えたことはないのですが、おそらくは環境配慮という言葉とあいまって

出てきた言葉ではないかなというふうには、個人的には考えてございます。  
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○委員長（加藤正恭君） 実は私も、辞書でグリーンというのを引いてみたのさ。意味が２種類く

らい考えられると。もちろん緑色というのもあるのだけれども、活気があるとか元気があるとかと

いう意味にも使うんですね、英語では。ところがですね、一方では青白いとか血色が悪いとかとい

う言葉の意味にも使われるんです。だからどういう意味で、これグリーンビジネスと。だから僕は

活気のあるというような意味にとらえての名称をつけたのかなと思うのですけれども、あまり具体

的にははっきりしていないわけですかね。はいどうぞ。 

○参事（萩原康政君） そうだろうと思っています。やっぱり環境の世界もそうですけれども、ど

うも造語的なものがたくさん出てきますので、これエコシティもそうですし、エコミュージアムは

どちらかというフランス語の語源があるんですけれども、語源としてはっきりしないものもある世

界ですので、造語的な部分もあって、今委員長おっしゃられるように「活気がある」それに環境と

いうのが結びついて出てきた部分があるのかなというふうには考えられます。 

○委員長（加藤正恭君） はい、各委員さんどうぞ。なにかご質問ある方。はい、宗像委員どうぞ。  

○委員（宗像 脩君）  現状ですけれども、今各家庭から出てくる生ゴミはいわゆる燃えるゴミと

してそれを収拾して登別のほうへ行っているわけですけれども、白老にある食品加工の工場もいく

つか、だるま食品等はなくなりましたけれども、かつてはそういうところからも出ていた生ゴミは、

現状はどこへ行っています。どのくらい量があります。もし分かればそれを。 

○委員長（加藤正恭君） はい、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 食品関係の部分につきましては、先ほど言いましたとおり、事業

系の部分での一般廃棄物と産業廃棄物という部分に分かれます。それで町のほうで事業系の廃棄物

として受けているのは、食品関係だけでなく日本製紙分も含めてですね、大体４千トン弱ですね。

それと、一般家庭から出てくるゴミが４千トン強、両方併せて８千トンのゴミが出てきているとい

うふうにおさえています。そういう形の中で、言ってみたら町のほうで収集して登別のほうへ持っ

ていって燃やしているということでね。  

 そうすると産業廃棄物の部分がどうなるのかと、先ほど萩野参事のほうでいった３千トンくらい

は収集運搬業者がそれぞれ持って、例えば竹浦の奥にあります翔和農材ですとか、そちらのほうで

堆肥のほうにしたりですね、そういうことをやっていると。  

 行政のほうでは、産業廃棄物がどのくらいあるのかという部分ははっきり押えられていないとい

う状況です。 

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ。 

○委員（宗像 脩君）  実は、登別のクリンクルセンターに持っていくときに、あの時の経過とし

て２４時間のフル運転をしなければならないと。そのためには登別だけではゴミの量が足りないの

で、白老のをプラスすることによって２４時間の運転だというそんな話しがかつてあったんです。 

 もし、これがずっと進めていってですね、白老の固形燃料にしろ、堆肥にしろ、その分こちらの

ほうでやるんだということになった場合に、登別との２４時間運転との関係がありますから、そち

らのほうはどういうこと。原料が足りなくなるのではないかというようなことを考えるものですか

ら、そのあたりはどういうふうに考えています。  
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○委員長（加藤正恭君） はい、二瓶政策推進室長どうぞ。 

○政策推進室長（二瓶 充君） この問題はですね、想定の中で話しするには限界がありますので、

ただ、経過的にはですね、登別市の焼却工場を建てるときには、すでに白老町の部分を入れるよう

な形で組み立てたということでは聞いていません。  

 当時は登別が独自でやるということの中で、ダイオキシン等を含めた中でですね、２４時間フル

運転ではないのですが、その中で余力がありますよと。２４時間運転するとしたら十分白老町のゴ

ミも処理できますよという中でですね、白老町に声をかけていただいたと、そういう話しの中で白

老町が入ったということのように聞いています。そうすると、仮定ですから、これ私の想像の部分

ですけれども、それを２４時間運転できないから、ゴミの減量化をしないのかと言うのとですね、

ゴミを減量化していかなければならないというのは、これは道の考え方、国の考え方がありますし、

焼却炉、登別さんの部分だってですね、あと１０数年したらまた改修等が必要だろうと。そうする

とまた巨額の設備投資が必要となる、毎年白老町で７千百円もですね、建設費の負担とかで払って

いくのかと。それにまたランニングコストを１年間ご承知のとおり１億６千万円～１億７千万円近

くかかるということを考えていった場合ですね、それとはやはり課題を整理してですね、進めてい

かないとならないのではないかなと考えています。  

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、宗像委員。  

○委員（宗像 脩君）  何年か前から、各家庭から出てくる生ゴミの処理ということで、コンポス

トをそれぞれの家庭で用意しましょうということで、大・中・小とありますからそれの半分くらい

だったかな、町で補助しながらやっていました。どの普及が最近、何年か前はかなり盛り上がった

というふうに思うのですけれども、最近の傾向としてどういうふうになっているのか。コンポスト

の使用実態といいますか、それは大体どの程度になっています。  

委員長（加藤正恭君） はい、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 詳しい数字は、私もちょっと今手持ちにないのですが、平成１２

年にうちのほうでゴミの有料化をしました。当時、自分のコンポストでゴミの減量化をしようとい

うことで急激に増えたんですね。それから今の状況としては大体頭打ちになってきているというこ

とです。それでですね、一応コンポスト１年間１家庭でやっていた量というのは、一つのモデル的

な数値がありまして、確か私の記憶ではですね、１３００個強だと思いましたけれども、そのくら

いの個数が行き渡っていると思います。後は年間の予算的な部分で１年間で１０個いっているかど

うかという部分だと思います。 

そうするともうそろそろ、このコンポストでの減量は頭打ちになっているだろうと。それとその

量的なものもですね、各家庭で食品残渣が処理されている部分は１，０００トンいっていなかった

と思います。コンポストからの減量はもう限界がきているという状況です。  

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、いいんですか。他にどなたかどうぞ。  

 僕からも一つ聞きたいのだけれども、宗像委員からの全般の問題と関係するのだけれども、グリ

ーンビジネスという事業は、これからこれは素晴らしい事業になろうと思うのだけれども、ただ、

白老町独自で取り組む問題ではなくて、特に近隣。今広域行政を、ゴミの問題にしてはクリンクル
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センターで白老が処分してもらっている登別市と、同時にこれを進めていかなければ、白老町だけ

が先に進んでも、大きい登別がそれと同様かそれ以上の取り組みをしていれば、焼却炉の問題にし

ろ、ゴミの減量化にしろスムーズに話しがいくような気がするのだけれども、そのあたりは登別市

もグリーンビジネスについては取り組んでるんですか。これからの問題だけれども現状としてはど

うなの。 

 また、それだけ声をかけていかなければ白老は白老独自の考え方でこうやりますよというわけに

はいかない問題ではないかと。広域的な行政として現在のかかわりから過去のかかわりからずっと

いっても、取り組まなければならないのではないかと思うのだけれども、そのあたりはどの程度ま

で進んでいるのですか。どうでしょう。  

はい、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 委員長おっしゃる部分もですね、確かにあると思います。そうい

う分野で、例えば今共同処理をしているという部分がありますから。ただ、これについて広域的な

取り組みで進めていかなければならない部分とですね、それと今現状で広域的な取り組みをしてい

るから、そこで整理しなければならない問題という部分と、なおかつ独自でやらなければならない

部分ということが出てくるのではないかと思うのです。 

 というのは、ゴミの減量化ということについては各自治体それぞれ取り組まなければならないと

いうことで、町でも今ゴミ処理基本計画を見直している中でですね、ゴミの減量化等についてうた

ってですね、今年度内に作る形で進んでおります。  

 登別は去年の４月に減量化計画を作りました。その中でも自分たちでですね、焼却炉を持ってい

ますけれども、ゴミの減量化は進めようという取り組みをしているという状況にあります。それで、

私はこの問題は、個人的な部分がありますけれども、この問題はいまこういう形で政策化して取り

組める課題として、白老町として材料があるという形で、ある程度具体化していった部分で、登別

さんとお話しをしなければ進まない部分は出てくると思いますけれども、町としてですね、どうい

うふうに考えて進めていくのかという部分をやはり考えないとですね、登別市と一緒にこういう機

会だからこの問題もやりましょうというような進め方で進めるのか、白老町としてこういうふうに

進めるという形で持っていくのかという部分でですね、考え方は、私は白老町でできる可能性ある

ものは、取り組める分はやってみようという、そういうものでも私は政策化だというふうに思って

いるのです。 

 ですから先ほどいいました一つの固形化の部分でも、ドンと大きな話しではないのですね。白老

町の産業廃棄物をまず燃料化して３，０００トンくらいどうなのかと。これは登別さんに言わなく

てもできる部分ということありますね。そういうものから取り組んでいこうという流れでですね、

一応今のところ組み立てをしているというふうに考えています。  

○委員長（加藤正恭君） ただね、３，０００トンの話しも説明受けたのだけれども、３，０００

トンで満足しているわけではないのでしょ。５，０００トン、１０，０００トンまでいこうと、将

来的には。そのためには新たな設備投資もしなければならないという問題もあるわけですよ。白老

町で５，０００トンだの１０，０００トンだのという原料が果たして確保できるかということを考
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えた場合に、やっぱり業者というのはペイするかしないかを考えますからね。もちろん販路の問題

ありますけれども、そういうことからいけば、やはり白老だけで原材料を賄えない時代がくるとす

れば、登別さんのほうから協力してもらわなければ、苫小牧からもやってもらわなければならない

という問題が出るとすれば、将来的なことを考えたら最初からそういうふうな取り組みをしたほう

がいいのではないかなと。グリーンビジネスのついては登別は、萩原参事まだ進んでいないのです

か。そういう取り組みを現在しているのですか。廃棄物の減量化は図っているようだけれども、具

体的にこういう固形化だとか肥料化だとか、そういうことの取り組みはしているのですか。 

 例えば萩原参事さんのような方が、向こうのほうに派遣されて専門に取り組んでいる実態がある

のかどうか。そのあたりどうなんですか。はいどうぞ、萩原参事。 

○参事（萩原康政君） まず、私のような形で派遣になっては、登別はいないです。この界隈でい

きますと私のほうは北海道の環境生活部でございますが、私と同じ部から出て行っているのは苫小

牧と室蘭ですね。室蘭はご承知のとおりＰＣＢの処理の部分での、あれも私一時関わったことがご

ざいますけれども、ＰＣＢの処理の関係でいわゆる北海道と室蘭市の調整役ということで一人主査

クラスがいってございます。 

 苫小牧も主査クラスが一人派遣されてございますが、苫小牧のほうは明確に、いわゆる環境部分

での取り組みというのはどうもまだ見えてきていないようでございますので、そこはバイオマスの

研究会ということで、エタノールの部分がですね、例えばとうきびを栽培しましてそれからガソリ

ン燃料の代わり、エタノールはガソリン燃料の代わりでございますので、それの燃料の代替燃料化

という形の取り組みはしてございますけれども、それに私どもの部からいっている人間が関わって

いるという話しは聞いてございません。  

 職員の派遣状況はそうなんでございますが、加えて登別のほうが何かリサイクルというのですか

ね、そういった部分の取り組みをされているかという質問に対しましてはですね、登別さんのほう

でやっているクリンクルセンター、隣に温水プールがございます。リサイクルというのはいくつも

方法がございます。プラスチックペットボトルを繊維にしまして、こういった作業服にして、これ

リサイクルでございます。これはマテリアルリサイクルといいます。  

 登別さんのやっているように燃料ですね。燃料として一般ゴミを燃やすと。燃やした熱を或いは

温度をですね、廃熱を温水プールの熱として使うと。これもサーマルリサイクルで一つの範疇に入

っております。一般ゴミについては、いわゆるサーマル化という部分が環境省のほうからも言われ

ているはずでございますから、それで多分温水プールの建設をされたのだろうというふうに思いま

す。 

 従いまして、今の登別さんの状態をリサイクルされているかどうかというふうにご質問を受けま

すと、クリンクルセンターはリサイクル施設ではないかなというふうに思っています。  

 ですから、登別さんは登別さんのほうでそれぞれ減量化に資する施設を建設されて取り組んでい

るだろうと。たまたまいってみれば、誠に申し訳ないのですが、私のようなものがこういってどう

かとある部分思うのですけれども、白老町のほうはそういった施設があるようで活用されていない

と。そこで白老から出ている部分は登別さんの施設のほうにご協力いただいているのかなと、そん



 19

なふうに感じております。以上であります。  

○委員長（加藤正恭君） 先ほどの説明で、厚真から伊達までベルト地帯だという認識を持つとす

ればね、白老だけぽこんと日本製紙（株）白老工場があり、旭化成（株）がある。それから養鶏だ、

牛糞だとか、そういう廃棄物の資源はたくさんあることはあるにしても、全体的なベルト地帯とい

う流れから考えた場合に、やはり隣近所の協力、近隣市町村の協力を得なければ燃焼することばか

りではなくて、燃やす前のものをいろいろリサイクルするような時代に、頭の切り替えをしなけれ

ばならない時代なんですね。 

 昔はなくするためには燃やすということが主だったのだけれども、今は燃やさないで資源化する

と、こういうふうに変わってきつつあるとすれば、やっぱり白老だけで、我々の心配するのは、産

業的に間に合っていくのかどうかということが問題であって、経済的にうまくいくか、産業的に伸

びていくかというが心配なわけですよ。やるのは結構なんですけれども、ですからそのためには長

く続くような原材料、それから販路と。安定供給もできるようなものを、一つのベルトとして考え

なければならないのではないかなというのが我々常任委員会の一つの仕事だと思うものですから、

そのあたりに心配事があるのですがね。そのあたりは狭く考えないで広く考えなければならないの

ではないのかなと思うものだから。はい、助役さんどうぞ。  

○助役（煤孫正美君） 先ほど萩原参事のほうでもですね、今委員長がいわれたように道央のベル

ト構想というのがありましてね、やっぱり地域特性で室蘭・登別・白老、それから苫小牧・千歳ま

で含めた中でですね、この構想の中で位置付けされて進めようとしておりますけれども、実際に動

いているのはですね、室蘭市と苫小牧市、これは各自民間も含めてどんどん進んでおりますけれど

も、それはそれで地域の独自性、例えば苫小牧では製紙工場を基にしていろいろリサイクル関係の

産業振興だとか、環境に対するやり方だとか、室蘭に対しては先ほどいわれていたＰＣＢだとか、

そういう形でやっておりますが、白老町の場合はですね、やはりその地域特性を出してその持分で

やるということになると、先ほどから言っております日本製紙（株）白老工場のペーパースラッジ

などを使った中でやると。そういうふうにして各地でやることによって道央のベルト構想ができあ

がるということで、そういう意味では当然これからどんどん進んでいけばですね、室蘭市さんとの

協力も出てくるし苫小牧市さんとの協力も出てきます。当然千歳さんとも出てくると思います。こ

れからはどんどんそういう連携が出てくると思います。 

 ただ、残念ながら登別市さんは一応うちのほうではゴミはお願いしておりますけれども、新しい

次世代グリーンビジネスというところのですね、形というのがまだ若干遅れているのではないかと

いうふうに思っておりますけれども、いわゆるこの一連のベルトの中に入ってくれば、当然登別さ

んは登別さんなりに自分の地域特性を出したものが出てくるというふうには思っておりますけれ

ども、やはり今始まったばかりですので、これからはどんどん地域連携は出てくるというふうに思

っております。 

 なんといっても有利性のあるのは、やはり港湾を抱えているということの有利性がありますので、

これは北海道に限らずですね、やはり新しい産業のためには外から物を入れるというのもですね、

これいろいろ環境の面でクリアした上の話しですけれどもね。そういうことになれば、本当にこの
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道央のベルト地帯がリサイクル関係の新しい産業の地帯になるのではないかというふうに抑えて

おりますけれども、まずその取っ掛かりだというふうにとらえておりますけれども。  

○委員長（加藤正恭君） 二瓶政策推進室長どうぞ。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 先ほど萩原参事がいったとおりですね、バイオマスのいろんな取

り組みが起こり始めているのですが、どれも成功していないのですよ。うまくいってないんですね。

それで今回白老町でやろうとしているのはですね、これも先駆的な取り組みの中で、一つの実験の

例としてですね、やってみようという部分なんですね。それの段階で広域的な取り組みいかがです

かといっても、そんな夢物語、ゴミをどんなプラントでやるのか、それもはっきりしていない中で

ですね、そんな話しを持っていってもですね、言ってみたら相手にされないという部分があると思

うのです。それで、私ども今やろうとしているのは、白老町で出た産業廃棄物、それと一般家庭の

ゴミを利用して、それでやると１０，０００トンくらいの可能性はあるだろうと。そうすると先ほ

ど委員長がおっしゃった設備投資という部分が出てくるんですよ。どのくらいのお金が掛かってく

るのか、ゴミの量と設備投資の額と、これをバランスを組んでみたら実験段階として白老町が取り

組むという分では、今のそういう素材のプラントがあるのかどうなのかという部分や何かが出てく

るんですね。 

その中で出てきていると、そうするとこれまでの処理施設の３０億、４０億円の１０分の１以下

や、２０分の１くらいの金額でですね、やればできるのではないかというのがたまたま今出てきて

いると。その中で、白老町の資源の中で、まずやってみようというそういう取り組みの構想なんで

すね。 

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、萩原参事。  

○参事（萩原康政君） 補足でご説明したいんですが、先ほど新たな一般廃棄物をやることによっ

て、新たな施設整備というかたちでのお話しをさせていただいたのですが、実はここの胆振管内そ

れぞれの町でですね、堆肥化の施設だとかいろいろな取り組みをしてございます。登別のクリンク

ルセンターもそうでございますが。  

 概していえることは、非常に建設費のコストが高いというふうに思っています。我々、私どもこ

の地域、白老町で何か施設を建てるときには、やはり地域にある資源たくさんございます。資源た

くさんありますし施設もございます。前回見ていただいたようにやはり竹浦のほうにですね、どう

もこちらに来て「さあどうしようかな」というふうに探して歩くと、やっぱりやれそうな施設があ

るんですね。たまたまちょっと見ていただいた固める機械がですね、ちょっと小さくてですね、た

くさん製造するときには別なことを考えなければいけないなと思っているのですが、先ほど一般の

廃棄物をやる時には、新たな施設と申し上げて、技術もありますというふうに申し上げました。  

 最近は、例えば億単位の、１０億～２０億円というお金が掛かるんですが、正直って私、新たな

施設というの部分あるんですが、やはり新たに導入するもの、それから言ってみれば中古とはいい

ませんけれども、素性のはっきりしたものを活用できるという方法もございますので、先ほど二瓶

室長がお話ししましたけれども、通常かかる部分の１０分の１以下でやる方法はいくらでもござい

ます。そんなことで施設整備とは申し上げましたけれども、私が念頭においているのは、例えば１
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０億円だ、１５億円だ、２０億円だというお金ではないということだけは、ご説明させていただき

たいと思ってます。以上でございます。  

○委員長（加藤正恭君） はい大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君） 僕はこれを見て、具体的に手をつけたということ、もちろん活性化検討会

議にも出たんですけれどもね、これが具体的にやられたということが今までの町の取り組みの中で

は極めて画期的だろうと僕は思っています。  

 それはどういうことかというと、構想はたくさん出るんだわ、だけど具体化されたものというの

は極めて少ない、はっきり言えば。さっきの例えば新たなエネルギーなんかも立派な冊子ができま

した。だけど結果としてはできただけなんだよね。そういう点でいうと、僕はこういう形で具体的

に見える形になったということに対しては、極めて高い評価がされるべき中味だろうというふうに

思うんですよ。ただ、ここに何点かこれとの関係でお尋ねしたいんです。 

 １つは白老町にもそういうふうにいえば、例えば虎杖浜のクッカー、魚の残渣処理工場あります

けれども、臭いの問題を除けば極めて良いものかなと、僕は思っていたんです。こういうものとの

関係をどういうふうに整理されているのか、あそこの近隣の方々が極めて臭いに対してご不満を持

っていらっしゃるわけですよ。こういうものも含めてあそこはほとんど魚油と肥料で製品化されて

いますからね。ですからそこら辺がどういうことになるのか良く分からないものだから、そういう

も取り込んでいけるのかどうかね。あれなんか、ある意味でいえば今の話しの先駆的な部分なわけ

ですよ。採算ベースに合っているという意味でいえばね。  

 それから、有機肥料の関係でいえば、白老の今の問題でいえば鶏糞。翔和農材さんなんか若干使

っているようだけれども、よく分からないけど。この鶏糞の処理をね、手をつけなければ僕はここ

の有機堆肥の製造という部分では、これだとか、これと北斗ファームの豚の糞ですね。あれは濃度

が非常に濃いために一般的に使うものとは全く違うというふうにね、特に尿なんかは濃すぎて、な

かなか大変だということで聞いていたのだけれど、伊達なんかでもちょっとこれトラブルがあった

ように聞いているんだよね、確か。  

 だからそういう部分まで取り込めるかどうかということですね。それと、採算ベースに合えば間

違いなく、今助役がいったように道外から入ってきますよ。逆にそのときに心配なんです。これも

う採算ベースに合ったらすぐに入ってきます。何千トンでも僕は入ってくると思います外から、そ

のほうが僕は心配なんですよ。それであれば白老町内少なくても、近隣くらいで抑えて採算ベース

に合うような仕組みを作れないか、僕は道外からは入らないほうがいいのではないかと、基本的な

部分ですよ。安全だということが確認されればそれでいいのかもしれないけれども、ただ、あまり

にも今までの状況でいうとトラブルが多すぎると。そのために入れたらだめだというふうになった

のが、今回は半製品なら入れるというふうに、室蘭・登別、石狩新港ですか、あそこが許可になっ

たとか、なるとかという話しだったですよね。  

 僕はやっぱり、そういうのが半製品で入るというのは、よほどきちんとしたチェック体制がなけ

れば逆にかなり危険性が伴うだろうというふうに思うので、逆にここで販路があってきちんと製品

ができれば最高のシステムではないのかなと。  
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 ただ、さっき参事がいわれたように、胆振東部の山中かどこかで堆肥化やっていますね。これも

あまりうまくいっていないように聞いていました。そういうことを含めてみた時に、これやはり採

算ベースに乗せるまでが小さくても大きくても大変だろうというふうに思うのだけれども、そこら

辺を含めて、今の始めの部分がちょっとクリア、かかえられるかどうかというあたりどうですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事どうぞ。  

○参事（萩原康政君） まず３点のご質問それぞれにお答えしたいと思うのですが、まず漁業系の

対策ですね。漁業系の残渣のほうについては当面難しいと思っています。というのは、どうしても

堆肥化に持っていくという話しになりますと、やはり漁業系の残渣というのは重金属の処理という

のが非常に難しいです。例えば、タコの残渣ですとか、或いは魚の内臓ですとか、ホタテもそうな

んですが、やはり重金属関係の処理というのが今の堆肥化の技術でいきますとなかなか難しいと思

っています。ただし、先ほどいいました新たな機器整備のイメージをお話ししたんですが、今新た

に出ている技術でいきますと、それらの重金属は十分クリアする方法はございます。  

 というのは、堆肥化の部分も発酵菌を使ってですね、例えば我々がこのあと現地に行く時にいろ

いろご説明したいと思うのですが、牛糞があって、木屑があって、食品製造残渣があって、そして

ペーパースラッジとこの４品目で堆肥化をしようと思っています。そういった発酵菌を使った堆肥

場で対応する方法でいきますと、やはり水産系の廃棄物というのは、中に含まれている重金属関係

の部分というのをきちんと処理できません。そのままいってしまうと、やはりいろんな部分で土壌

中に与える影響というものは、私はゼロではないと思っています。 

 ものすごく、社会的な問題になるような量にはならないと思いますけれども、やはり農作物とし

て皆さんの口に入ってくるものを作るにあたって、安心した堆肥かどうかというのを私は疑問に思

っています。ところが、いわゆる最近のリサイクルのプラントの技術の中でですね、高温高圧に処

理できる機械ができております。高圧というのは大体２３気圧くらいある。高温というのが大体２

３０度くらい。そういった高温高圧でできるプラントが開発されてございます。それを使いますと

漁業系の残渣につきましても、例えば重金属の部分ですとか、それからもっといえばほかの物質の

中でもダイオキシンの部分ですね、その部分についてもちゃんと基準値以下で出てくる技術はござ

います。 

 それを使いますと漁業系の部分についても、今おっしゃられるように例えば臭いの問題があると

かですね、そういったものをきちんとクリアしながら、或いはその中に含まれている物質をきちん

と処理しながらできる方法がございます。 

 私どもも当面は漁業系のものについては、堆肥という部分での処理はできませんが、やはり一般

廃棄物とあいまってですね、新たに機器整備がされたときにはそういった漁業系の部分についても、

そこで対応できてくるとこのように考えておる次第でございます。それがまず１点でございます。 

 それから２点目の鶏糞の話しでございます。鶏糞につきましては、私もここに来たときに、ここ

の町はやはり百万羽くらい鶏がいるということでございまして、それをバイオマス係数といいまし

てですね、単純に係数化してですね、どのくらいの排泄物が出るかという計算の仕方がございます。

かなり出るなというふうに思っております。型は小さいですけれども非常に鶏糞としては出るとい
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うように思っています。  

ところが、大きな鶏舎さんの方につきましては、やはりご自身のところできちんと乾燥鶏糞にし

まして、それが例えば道東ですか、十勝方面のほうからそれを買い求める業者さんもいらっしゃる

ようです。結構きちんと処理されて売られているということが分かりました。 

他の鶏舎さんのほうはどうかというと、そこまではちょっと調査してございませんけれども、鶏

糞については現在の我々の取り組みの関係で申し上げますと、それは堆肥化としては対応できると

思っています。ただ、それぞれ例えば農地を確保した場合に、当然ご承知のとおり三大要素がござ

いますね。窒素・燐酸・カリという三大要素ございます。そこの得た農地の部分で、実は鶏糞とい

うのは何に使うかというと、窒素・燐酸・カリの部分のカリの補填に使うというのがどうも一般的

なように考えております。 

従って、そこの得た農地の中で、農地もやはり土壌中のＰＨの部分ですとか、そういうところを

見た上でですね、我々も有機堆肥を作っていかなければならないと思っていますので、やはりそれ

ぞれの状況に合わせて鶏糞を使うかどうかという判断があると思いますので、その辺は新たにこれ

から取り組みをやることによってですね、鶏糞の利用というものをまた考えていかなければならな

いと思っています。 

現状のところ、ここの部分、この白老町という町はどちらかというと火山灰の土地でございます

ので、どちらかというとカリというのを僕はそんなにたくさん入れなくていいと思っております。

そうすると鶏糞というのは、やはり今の段階ではそれほど有機堆肥の取り組みによってどうしても

いる品目だというふうには考えてございません。これが２点目です。  

それから３点目でございますけれども、道外から入ってくる部分でございますが、やはりこれの

部分については、委員がおっしゃるように私どもの取り組みというのは、やはり町内のものを町内

の中で消費していくということを前提においています。３，０００トンの部分については町内の業

者さんからから出る産業廃棄物で十分間に合います。１０，０００トンとなったときに、一般廃棄

物というお話がありましたけれども、それも町内の部分のを積上げていくと大体１０，０００トン

くらいはできるという計算になってございまして、いわゆる道外のものを入れるという部分につい

て、或いは地域外のものを入れるという部分についてはですね、現在のところは予定してございま

せん。しかし一般廃棄物もここの人口データ－を見ていきますと、大体年々３００人くらい減って

いっていますので、それが我々が予定している原材料に与える影響というのは、細かく分析はして

ございませんけれども、当然現在の、いわゆる今年度の人口がずっとそのまま推移していくわけで

はございませんので、やはり３００人ずつ落ちていくとそれなりに影響が出てくると思っています

ので、それがいつの時点かは分かりませんけれども、やはりこの取り組みを長くやっていく中では、

やはりそこの部分の補填というのは違った形で考えていかなきゃいけないと思っております。  

ただ、今この時期の段階で、どこの部分でどれだけの人口になったときに、その１０，０００ト

ンができないペースになるかというのは確認させてございませんけれども、やはりこのあと１０年

１５年とやっていく中でですね、一般廃棄物の落ち込み分を補填するようなことは考える必要があ

るのではないか。そのときには、ご承知のとおり今の鳥インフルエンザですとか或いはＢＳＥの問
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題がございます。そのときにはやはり牛糞ですとか、鶏糞ですとか、そういったものではなくてで

すね、もうちょっと安全な形で一般廃棄物に補填できるような産業廃棄物はないかという部分を検

討しなくてはいけないかなというふうには思ってございます。大体以上です。 

○委員長（加藤正恭君） 大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 分かりました。大体そこら辺は理解できました。それで、方向としていっ

ている日本製紙が使ってくれる１０，０００トンベース、この１０，０００トンベースで大体年間、

専門かどうか分からないけれど、ボイラーを入れた場合１０，０００トンでカロリー、それから量

さえ供給できれば、日本製紙はそれは使って十分、あちら側も採算ベースに乗るのかどうか。それ

が、一つ決まればこの１０，０００トンベースというのは、ある意味でいえばどれだけの投下資本

でやれるかということが明らかになってきますよね。もちろんそれまでに一般廃棄物を集めるとい

う仕組みは必要だと、それは思うけれども。それは逆にいえば、天ぷら油を集めるという仕組みと

同じような形で、そこの仕組みがひとつできればかなり仕組みとしては町民全体に普及させれば、

町全体から一般廃棄物や天ぷら油なんかも含めて、分けて収集する仕組みを考えれば、それはでき

るわけだから。 

 問題はその１０，０００トンで、日本製紙が十分カロリーそれから量さえ１０，０００トン供給

できれば、十分それでやっていただけるようなことに、約束とかではなくて見通しとしてなってい

るのかどうか、ここのところが極めて大きいのですよ。 

それと、この間もちょっと聞いたのだけれども、町内の天ぷら油の回収のシステムができれば２

台動かせるのかどうかということ、そういうことがね、町民に分かるか分からないかということが

極めて大切な部分なんですよ。さっきから言っているように、有機肥料なんかの場合も、どういう

ところに販路を見つけるかという、今の話しでは新しい農業の環境の中でということになると、新

規農業に参入する人もね、畜産以外に出るという可能性もあるということになれば、これは極めて

産業連携でいけば、高いレベルの話しではないのかなと僕は思うのだけれども、そういったような、

どれくらいまで見通しとして持っていますか。  

○委員長（加藤正恭君） はい萩原参事どうぞ。  

○参事（萩原康政君） まず、日本製紙の部分なんでございますけれども、仮に例えば隣の王子製

紙がいわゆる廃棄物を燃やすことのできる専用のボイラーを導入してございます。そのボイラーと

同じものを仮に日本製紙が導入するとなりますと、１０，０００トンを町内から私ども供給すると

いうふうに、日本製紙のほうに私説明しました。大体１０，０００トンくらいを目安にしてやって

いきたいというお話しをしましたが、その１０，０００トンでは全然足りません。  

 王子と同じボイラーを持ってくると仮定してですよ。ですから、見通しとしては町のほうから出

る部分でございますから当然優先的に入れてくれます。それは入れてくれるという形の中で、私と

ここは日本製紙は勇払工場のほうが窓口になってございますのでね、勇払工場の原材料のほうの部

長・課長とは話しをしまして、町の取り組みについては優先して考えていくというふうにいってく

れています。それでも１０，０００トンでは全然足りません。  

 どのくらい足りないかという試算を私なりにしてみたのですが、おそらくその３倍～４倍くらい
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足りないだろうと思っています。そんな形で量の部分についてはそういう状態でございまして、採

算部分については、今道外の廃棄物、それから道内からもですね、日本製紙のほうに我々と同じよ

うな固形燃料が入ってございまして、それでいくと大体同じくらいの私どもが作りましたらですね、

価格設定はしてございますが、実際には今日本製紙の主な燃料は石炭でございますので、これは中

国から輸入しているかい炭という大きな粗い石炭を使っているのですが、それがおよそトン当たり

１０，０００円くらいの価格だというふうに聞いておりますので、私ども固形燃料を作って日本製

紙に納めさせていただく金額というのは大体トン当たり４，０００円くらいで考えておりますので、

そうなってくると採算ベースというのは自ずから出るのかなというふうには思います。これが１点

目でございます。 

 それから、油の関係でございますね。町内の一般家庭から出る天ぷら油を回収していって、一体

どのくらいになるかという部分でございますが、細かい計算はしておりません。感覚で申し上げさ

せていただきますと、おそらく事業者のほうはですね、たくさん使いますのでたくさん集まってく

るでしょうけれども、町内に今９，０００世帯くらいいらっしゃるでしょうか、当然ここの住民の

年齢構成によると思うのですけれども、やはり高齢者の方が多い世帯でございますので、そうなっ

てくると、やはり油を使う機会というのが若い世帯よりは少ないだろうというふうに思っています。

従いましてやってみなくては分からないところがございますけれども、おそらくは全家庭から集め

たとしても、パッカー車１台くらいがいいところなのかなというふうには思います。ただ、やっぱ

りご自身の家庭から出ている油というものを単純にですね、燃やしたりなんかしないで、そういっ

た逆にゴミを集める車なんかで使われているということを認識していただくことが重要なのかな

というふうには思ってございます。  

 それから、農業ビジネスの関係でございますけれども、逆に私どもどんどん農園のほうを拡大し

ていこうとは思っておるのですが、それで逆にいえば、「じゃ、そのような形でできるのだ」とい

う形でですね、農家の方が少し増えてくれればこれに勝る幸せはないのかなというふうに思ってご

ざいます。 

 どちらかというと、今どの農業学者もいっているところなんですが、この 5 年くらいの間で食糧

危機が訪れてくるといっていることはいわれていることだと思いますので、やはり自分の口に入る

ものは自分のうちで出てくるという部分がですね、広がっていけばよろしいかと私としては思って

いますので、どんどん広がればいいと思っていますし、それによって当然地域の中から堆肥が出る

ということは重要なことでございます。よそから出ているもの、素性のわからないものを買うわけ

ではございませんので、そうすると逆にいえば私どものビジネスにとってもいいのかなというふう

には思っております。以上です。  

○委員長（加藤正恭君） 休憩も取らないで、ずっと続けているのですが、明日まだ視察のあとに

ありますから、いろんな議論は明日にまで持ち越しても構いません。１２時まで続けてやりたいと

思います。どなたかどうぞ。 

 今石炭の話しが出たのだけれど、国は国内炭を何トンだか使いなさいという、政策的に石炭産業

をなくさないためにあったように聞いたのですが、日本製紙に聞かなければならないことなのだろ
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うけれども、今はそういう政策はなくなったのですか。昔は半強制的に国内炭を使わなければだめ

よと通産局辺りからきていたやに、私は聞いていたのだけれども、今はもう自由に好きに燃料は自

分で調達しなさい。構わないよとこういういうふうになっているのかどうか、そのあたりはどうで

すか。はいどうぞ、萩原参事。 

○参事（萩原康政君） 私がですね、知る限りでは道庁の中にも石炭対策室というのがあるのです

が、昔は確かにできるだけ道内炭というのですかね、国内炭という部分での政策があったやに聞い

ておりますが、北海道でいえばやはり釧路の太平洋がですね、閉山されてからもう北海道のなかか

ら出ているものはないと思います。国内も出ていないと思っていましたんで、ですからほとんど可

能性はないですね。 

○委員長（加藤正恭君） だけど、テレビにちょっと出ていたのだけれども、民間の三井とか三菱

とか大きな石炭ではなくて、個人の人が掘っている山のやつがテレビに映ったことがあるんです。

そこから大昭和製紙時代だけれども石炭を買っているというようなのが、テレビに出た記憶がある

もんだからね。無理してそういうところから買っているのかなと思ったのだけれども、今はもう北

海道には全然石炭はゼロですか。そうですか分かりました。他に何か、はい山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） ３ページの有機質肥料の関係のですね、製造後の肥料は農業事業に活

用してというお話しの中で、農園を２カ所設定しているという参事さんの先ほどの話しがあったと

思うのですけれども、これはこの前行政視察の時に拝見した、いわゆるふるさと農園的なところ、

岩崎さんの土地がありましたですね。あそこのことも含めて考えているのか、それともどこを想定

して考えているのかというのをちょっと。 

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事。 

○参事（萩原康政君） 先ほどこの農園、２ヶ所というお話しを差し上げたんですが、まず１ヶ所

目は先般行政視察で見ていただきました白老清掃の倉庫の後ろのほうにありましたですね、あそこ

実は町有地なんですございますが、白老町有地でございます。そこを白老清掃が賃借している土地

でございまして、そこがまず１ヶ所ですね。  

 それから虎杖浜の１区のところに４町歩ほどの牧草地がございます。そちら実は先週、紺野さん

のところへ行ってですね、我々の計画もお話させていただいて、たいへん「わかりました」という

話し。このあとは当然きちんとした契約を結ばなければいけないのですけれども、委員長のほうか

ら出ました虎杖浜の紺野さんというところが踏み切りのところにありますので、その２箇所を考え

てございます。以上でございます。  

○委員長（加藤正恭君） はい、山本副委員長どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） それはどのような方向で活用するんですか、町が実験見たい形でする

とか、それとも検討委員会に入っている企業さんが中心となってやるということなのか、どういう

ふうなことでやっていくのかその辺聞きたいです。  

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事。 

○参事（萩原康政君） これから事業をおいおい進めるわけでございますけれども、固形燃料にし

ても有機堆肥にしてもですね、こちらについては検討会がやっております。ただ、できれば私来年
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というふうに考えておったのですが、実はこの検討会というのはやはりいろいろ施策を検討する組

織でございます。来年から事業を本格的にやっていくに当たりましてですね、いわゆる事業協同組

合みたいなのを設立していきたいなと思っています。当然出資を募って、それで法人登記するわけ

でございます。そういった事業者組織を新たに作りましてですね、その農園についてもやっていき

たいというふうにございます。 

 それについての町の関連というのは、特に現在のところ白老町側のほうにこういうものにしてほ

しいという希望は特にもってございません。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 最後にもう１点質問させていただきたいと思います。有機肥料ででき

た肥料というのは非常に、それを使った野菜にしても、花にしても、通常今まで使われていた肥料

よりは味の良いもの、花であれば色のきれいなものができるというのは実証されていると思うので

すけれども、如何せん、そのできた肥料の販路と申しますか、今までの流れからいうと、例えば農

業をやられている方はですね、農協さんとの関連からホクレンで入ってくるものをどうしても農協

から買わなければならないということもありますし、そういったものではなくても白老の場合です

と、鶏糞にほんの少し手を加えたものを肥料として出しているところも結構あると思うのですよ。

まわりに安い肥料というものが結構あるものですからね、現実の需用を考えたときになかなか環境

として難しい部分があるのではないのかなというふうに思うのですが。  

なぜ私ここまで話をしますかというと、正直申し上げまして、実は数年前に私が関係している会

社でコンポスト事業というのを計画していたことがありまして、いろいろ実験と申しますか、千葉

県で同じものをコンポストで作ったものを買ってきてですね、それを早来の農家の方に使っていた

だいて、実際にほうれん草、あとは桔梗の花ですね、作っているところに使っていただいて、非常

に良いものができた。ほうれん草にしたものは味を比べると全然違うまろやかでいいものができま

したし、桔梗の花も生育も速かったし花の色もいいということで実証されました。そしてまたもう

ひとつは札幌の東急ストアさんの営業部長さんともお会いしたこともあったのですけれども、有機

質の肥料で作ったものと、一般のものとコーナーを分けて置いているらしかったのですけれども、

実際に売れるのは美味しい１束３００円のほうれん草が売れるのかというと、そうではなくやっぱ

り１束８８円のほうが実際にはどんどん売れるというそういう市場性ですとか、そういったものを

考えるとまだまだ北海道の場合非常に難しいものがね、数年前はちょっと感じたところがありまし

て、そのコンポストの事業化に関しては断念した経緯があったんですけれども、そういった問題が

クリアする可能性ってあるのかどうなのか、ちょっと難しい問題かもしれませんけれども、その点

に付いて考え方というか、コメントをいただきたいなと思いますが。  

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事。 

○参事（萩原康政君） 副委員長がおっしゃるようにですね、コンポスト事業というか有機堆肥事

業というのは非常に難しい環境にあると思っています。役場の近くにあるツルヤさんですか。札幌

ではホーマックみたいな位置付けになると思うのですが、本当に有機の堆肥も非常に安い価格でど

んどん出てくるわけです。いってみれば私どもの町でもこういった有機堆肥の事業を始めていこう
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と思っていますし、まわりの胆振管内の市町村、札幌なんかもそうですし有機堆肥をやっている事

業がたくさんございます。ある程度かなり安い価格で堆肥というものどんどん出てございまして、

作った堆肥をいわゆる有価で販売するという取り組みはほとんど希望はないと思ったほうがよろ

しいかと思います。 

 私どもじゃあなぜやるかといいますと、いってみれば先ほど農園事業ということもご説明いたし

ましたが、作ったものを確かに希望があれば安い価格では売ります。それこそ一輪車一杯２００円

とか３００円でですね、安い価格では売ろうとは思っていますけれども、やはり作ったものを自分

たちで使用して、そういった素性のはっきりした堆肥を使ってですね、自分たちで農園事業をやっ

てですね、出た副産物というのですかね、収穫物を持って、例えばその原料をいただいたところに

使えるような野菜を供給するですとか、あるいはホクレンさんとの関係もいろいろございましょう

けれども、そういった部分でのホクレンさんが入っているところまで私ども参入しようとは思って

いませんので、逆にいえば個別に野菜等を買っておられるかたもいらっしゃると思います。そうい

ったところに供給ができていくのが１番いいのではないのかなというかたちで、今申し上げたよう

な取り組みを設定したところでございます。ですから堆肥そのものを作ってそれを物について、い

ってみればビジネスをしようという形のものについては、私が考える限り、今の現状では非常に難

しいと思ってございます。以上であります。  

○委員長（加藤正恭君） 他にどなたかありませんか。はいどうぞ、大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） この取り組みに対して、国や道の支援。例えば財政的な支援や人的支援や

ノウハウなど含めた支援というか、そういうものはあるんですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ萩原参事。  

○参事（萩原康政君） お答えいたします。北海道のほうで申し上げますと、実はこのあと１１月

２２､２３日頃だったと思いますけれども、第４回の定例道議会が開催される予定になってござい

ます。その中で多分いろいろご承知かと思うのですけれども、いわゆるリサイクル等に関わる目的

税という部分で、前回は産廃税というですね、部分でいろいろございましたけれども、今回もこれ

から開催される第４回の定例道議会の中にちょっと名前は変わったんでございますけれども、循環

利用促進税というかたちで提案予定になってございます。  

 そういったいわゆる目的税、その部分の税が成立いたしますと、今ご説明させていただいたよう

な取り組みへの支援というものが、税金を充てるということもございます。そういった部分での財

源もございます。 

 それから国のほうも、農林水産省なんでございますけれども、バイオマスの部分でございますの

で、バイオマスを最初に国としてあげたのは、「バイオマス日本総合戦略」これは農林水産省でご

ざいます。そこのほうでいわゆる地域に交付する交付金という制度がございます。そういったもの

の取り組みですとかございますので、そういったものでの例えば施設整備、今の既存の部分につい

てはさほどのものはいえませんけれども、やはり新たに施設整備をするという場合につきましては

ですね、そういった税源というのでしょうかね、財源というものを何とか充当することができるよ

うに取り組んでいくことが重要ではないかとこのように思っています。  
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○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） これだけ北海道全体でいったって、ここが指定されているわけじゃないで

すけれども、室蘭・苫小牧・函館、ずっと指定されていますよね。そういう点でいえば、国の支援

がなければなんかおかしいなと僕も思うのだけれども、それはやっぱり施設整備をするということ

は、例えば具体的にいえばね、日本製紙に納める固形燃料が一番分かりやすいのだけれども、１０，

０００トンなら１０，０００トン作るための設備を中古でもなんでもいいけれども、作るとしまし

た。そういう場合は国からの一定の補助金なら補助金という形があるというふうに理解していいの

ですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ萩原参事。  

○参事（萩原康政君） そのようにご理解いただいてよろしいと思います。例えば先ほどの農林水

産省の交付金でございますけれども、実は全道で１８ヶ所くらい指定されているはずですが、バイ

オマスタウンという指定の方法がございます。これバイオマスタウン構想書というのを作りまして、

農水省のほうへ提出します。農水省のほうはそれをホームページ上で、こういった町がバイオマス

タウン構想を持っている地域ですよという形で公表します。そうしましたら、先ほどいいました農

林水産省が持っている交付金でございます。１／２の交付金なんですが、そういったものをできる

だけ他の地域よりも優先的に充てるという方針がございますので、ですから全国津々浦々いろんな

取り組みをやってございますけれども、やはりそういった農林水産省のほうの交付金の充当を考え

たときは、そういったシステムに乗っていくことは重要ではないかな。それに向けての取り組みも

私していこうというふうに思ってございます。  

○委員長（加藤正恭君） 先ほどの目的税、正式にはなんという税金ですか。  

○参事（萩原康政君）  循環利用促進税というふうにいわれています。 

○委員長（加藤正恭君） はい、宗像委員どうぞ。  

○委員（宗像 脩君） 町内で湧出する温泉水の利用と出ているんですけども、確かに参事がいわ

れるように白老の場合だったら、虎杖浜から社台までどこででもハウス栽培はもちろん可能ですし、

私のうちの近所でも、特に今年は暖かいからでしょうけれども、この１１月の７日、まだハウスで

もって作っているということ、そういう実態があります。ですからさらにそこに温泉を入れていく

となると、もううまくいけば年から年中、１年やれそうだなというふうに思うわけですが、ここで

いう温泉なんですけれども、これは出てきた温泉を使うのかそれとも棄てた温泉を使うのか、その

辺の法律ですね。これ保健所関係だと思うのですけれども、棄てるほうはまだにしても、もし出て

くるほうを使うとすればその辺の許可制度といいますか、その辺はどういうふうになっています。 

○委員長（加藤正恭君） 萩原参事。 

○参事（萩原康政君） 実は、委員のご指摘のようにですね、やはり法律的なからみがございます。

温泉法でございますね。温泉法に基づく温泉保護利用地域でしたか、という指定がございまして、

やはり湯量の関係ですとかいろんな部分で保健所、北海道のほうは保健福祉部の医務・医薬課とい

うところがございまして、そこのほうが担当しておるのですが、温泉保護指定地域に指定されます

と、やはり温泉の利用の制限というのがどうもあるようでございます。  
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従って、そういった部分で白老というのも温泉保護指定地域に指定されているんですね。そうな

ってくると湯量の制限というのがございます。そこに新しくハウスを建てて、温泉水で暖めるとい

う場合には、やはり新しいものを求めるというよりは排湯ですね、要するに棄てているというわけ

ですけれども、そういった理由を考えていかなければいけないかなと思っています。もちろん源泉

そのものからもらえればよろしいのでしょうけれども、多分制限量というのが出ているはずでござ

いますので、そういった部分でやはり排湯を使っているのは１番よろしいのかなというふうに思っ

ています。ただ、排湯も実は２、３地域見たのですけれども、雨水ますのほうへそのまま棄ててい

る部分がございます。やはり雨ですとかいろんな気象条件で温度がさがってしまいます。ハウスに

引き込む時にはやはり３０度くらいの温度が必要でございますので、それが確保できるような体制

を考えていかなければいけないのかなと思っています。 

もちろん、源泉のほうでいただけるような仕組みがあればですね、そういったものはやはり我々

としてはやりやすいところがございますので、その辺は町の環境セクションのほうと十分打ち合わ

せをする必要性があるのかなというふうに思っております。  

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ宗像委員。  

○委員（宗像 脩君） この前みんなで見てきたふるさと農園、恵和園の上ですけれども、あそこ

恵和園でどれだけのお湯を、毎分なんぼ上げてなんぼ棄てているか分からないのですけれども、と

にかく恵和園で温泉を使っているということは事実ですし、使い終わったら棄てているというのも

事実ですから、たまたまあそこふるさと農園と隣接していますので、あの辺にですね、ふるさと農

園全面という意味ではなくて、あの中の何区画で実験用として、そのようなものをやってみるのも

面白いなと今思うのです。間違いなくあそこの中にハウスを建て、棄てる温泉水を流してやれば、

興味あるなというふうに思うのですけれども、そのあたりについてどうです。 

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ萩原参事。  

○参事（萩原康政君） 委員おっしゃられるような形でこれからやる事業ですね。たまたま先般、

行政視察の中でもやられた恵和園の部分については、当然私どもの計画の部分とはリンクしてはご

ざいませんけれども、またそういう機会が得られればですね、我々としても、この取り組みとして

も、非常に有用だと思っていますので、その辺状況に応じてですね、担当している町のセクション

のほうとですね、調整していければなと思っています。 

○委員長（加藤正恭君） それでは、まだ議論はいろいろあろうと思いますが、明日のまた１０時

からこのような集まりをしたいと思います。  

それで、今日午後からは、昼食後１３時現地のほうへ行って、現地でいろいろ施設を見ると、こ

ういう予定になっております。今日は一応、質疑のことは中断しておいて明日まで延長させていた

だきたいと思います。では一応休憩をいたします。どうもありがとうございました。  

 

（午後１２時００分）  


