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白老町産業建設常任委員会会議録 
平成１７年１１月 ８日（月曜日）  

  開 会   午前 ９時５８分  

  閉 会   午前１１時５７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  

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、昨日に引き続いて再開いたしたいと

思います。 

 

◎ 所管事務調査 

 

○委員長（加藤正恭君） 昨日は午前中、担当のほうからグリーンビジネスについての説明を受け、

午後からは２カ所、現地視察ということでいろんな面での知識を得て、今日に臨んでいるわけでご

ざいますが、思うに、廃棄物の循環資源型による財政健全化というようなことでは、大変意味のあ

る事業だなという感じはするんですが、ただ何点かいろいろと問題点があろうと思います。 

昨日の議論を踏まえて、今日は午前中時間をかけて補足説明などを聞きながら、今回の所管事務

調査をまとめてみたいというふうに思います。それで、ただ闇雲に聞いても分からないので、私自

身個人的にまとめてみまして、問題点といいますか、課題といいますか、その点を 3 つほどまとめ

て、皆さんまだそのほかにあるかも知れませんが、１つは登別市との協議の問題があろうと思いま

すね。それから２つ目は、新たな設備投資をしなければならないと。特に固形燃料の製造の問題で

は、今の規模では間に合わないよと。それで相当の設備投資をしなければならない。それからもう

ひとつは、既存のこういう関係の業者が白老町には何軒かあるということでございまして、そうい

う方々との調整をどうするかと。こういう３つの問題が昨日の議論、視察で提起されたのではない

のかなと。その他に皆さんの中にはまだあるよという方も居るかもしれませんが、こういうことを

含めてですね、新たな問題はまた別にして、議論を進めていったらいかがかと思いますが、いかが

でございましょうかね。  

この他に何か、課題といいますか、このグリーンビジネスに対する問題点、課題、そういうもの

がありましょうか。山本副委員長どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） 昨日午前中、聞けなかったことが１点ありましたので今お聞きしたい

と思います。 

 いただいた資料の２ページの中に、後半の方に書いてある「地域内の主要事業所である日本製紙

（株）白老工場や旭化成建材（株）を主体として」云々とありますけれども、日本製紙（株）白老

工場とはいろいろと具体的なお話しもされている云々ということは、昨日のお話しの中で感じ取れ

たんですけれども、旭化成建材（株）とはですね、具体的に何かお話しを進めている部分とか、あ

るいは相談をされている部分はあるのかないのか。 

 非常にこの白老という地域をですね、生かしたグリーンビジネスということになれば、やはり日

本製紙（株）白老工場、旭化成建材（株）の存在というのは非常に欠かせないことでもありますし、

旭化成建材（株）さん自体もですね、ずっとこの白老に存続していただきたいと、こういうような

思いの中でですね、こういったことと何か関連しながらできるものなのかどうなのか、その辺も含

めてお聞きしたいなと思います。  
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○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事どうぞ。 

○参事（萩原康政君） 旭化成建材（株）のご質問でございますけれども、日本製紙（株）白老工

場との部分につきましては、やはり日本製紙（株）白老工場のほうのいろいろな課題というのが、

明確であってございまして、それで議論する焦点というのは非常に明確であるということで、先日

来お話したとおりの形で、いろいろ私どもとろんな協議とかしている部分なんですが、旭化成建材

（株）につきましては、確かにこの白老の検討会のメンバーでございます。  

しかしながら、旭化成建材（株）さんのほうで、今どういった問題があってどのような部分が必

要だということについて、まだ明確になっていないところがございます。従って、その検討会の中

の、検討会もそんなに回数は開いていないものもあるのでしょうけれども、その中で課題というの

がなかなか見えにくいところもございまして、まだきちんとした形での調整事項等については明確

になっていない状況でございます。  

従って、旭化成建材（株）のほうについては、今のところ具体的にこんな取り組みをしていくと

いうことについては、まだ調整がついていないというところだと思っております。  

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） これ私、具体的なことも分からないのでなんともいえないのですけれ

ども、今旭化成さんの場合は、医薬工場のほうも新しくコエンザイムでしたか、健康食品的なもの

も、何か生産もされているというようなお話しも聞いております。そういったことで、建材のほう

ばかりではなくて医薬のほうとの、何かそこから出る廃棄物的なものもあるかもしれません。そう

いった意味でやはりこの日本製紙（株）白老工場さん、旭化成さん、これやっぱり大手の工場が生

産されたもので廃棄になるものですね、何かそういったような、昨日拝見した毛笠コンクリートさ

んあたりの工場の中でうまく固形燃料になるものがあれば、また一つ広がるかなというふうに思い

ますので、そちらのほうともですね、政策推進室のほうでいろいろと今後とも打ち合わせというか、

いろいろ進めていただければなというふうに感じます。質問ではないかもしれません。すみません。 

○委員長（加藤正恭君） 旭化成では燃料は使っていなのですか。どうぞ萩原参事さん。  

○参事（萩原康政君） 旭化成のほうは燃料は使っていると思います。ただ、日本製紙（株）のよ

うな形で課題というのでしょうかね、部分がちょっと見えないところがございます。  

先ほど、山本副委員長がおっしゃられたように、今コエンザイムＱ１０ですね、健康食品として

非常に注目を浴びている、活性酸素の部分で非常に有効な部分ではございましょうけれども、これ

の部分も含めて、これとリサイクルという部分をどういうふうにつなげるか。リサイクルも多分ケ

ミカルリサイクルなどの方法もございますので、そういった部分で何かあればですね、ご協力でき

るところがもしかするとあるかもしれませんし、私どもいろんな課題、問題点を言っていただけれ

ばですね、いろいろ検討する機会もあろうかと思いますので、その中で一つあるかなと思っていま

す。 

燃料のほうは、確かに燃料を使っているようでございます。それでおそらくは重油関係だと思う

のですが、多分今の原油高騰の部分でいきますと、今後いろんな課題が出てくると思いますので、

それに関わる代替燃料みたいな話しがあれば、私どもでいろいろ検討できる材料があるのかなとい
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うふうには思ってございます。 

○委員長（加藤正恭君） それともう一つは、旭化成は生産過程において産廃といいますかそうい

うゴミ類というか、そういうものが出ないものですか。それで処置に困っているとか何か。萩原参

事さん。 

○参事（萩原康政君） そういった形のものは、特に私どもはおさえていないところではあるんで

すね。当然事業所の中から出るゴミはございましょうけれども、これは普通にやってもらうんです

けれども、いわゆる事業活動の中で、製造段階といいましょうか、その中ででてきているゴミの関

係については、特に旭化成さんのほうからはそういったお話しは特に出てきていないようでござい

ます。 

○委員長（加藤正恭君） この問題は、白老町産業連携地域活性化検討会というものがこれから、

白老清掃社が事務局だそうですけれども、そういうところでいろいろと検討されて、どうしていく

かといういろんな方向性をこれから見出していこうとしているんだろうと思うので、我々は我々の

立場で、またこういう問題についての見解を述べていきたいものだと。その内また、検討会のほう

から議会のほうへ対してのいろんな相談などもあるんじゃないかなと思うんだけれども、それはそ

の時点でまたやるとして、他にどなたか。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 先ほど委員長がいわれた問題点といいましょうか、そのことはそのことで

私も大切だと思うのですけれども、同じようにここで議論しておくべき必要があるのは、今出され

た資料にはありますけれどもね、一般的に物を売るための動脈システムというのは極めて日本は発

達しているのだけれども、使い終わった静脈システムというのは極めて不十分だといわれているん

ですよね。 

 ですから、そういうことからいえば、高齢化時代を迎えて福祉産業というのは極めて注目を浴び

て、２０兆円産業、３０兆円産業といわれていますけれども、私はこれからこの静脈産業、要する

にゴミをどうするか、ゴミという認識になるのがね、どうかまでを問われるような、そういう静脈

システムを構築していくと。それが一つ具体的に出ているのが、この今日配られた資料だと私は思

うし、これ今多分説明があるのだろうと思うのだけれども、そういう視点から今の事業をどう見る

かというようなことは、やっぱり議会できちんと議論をしておかないとですね、単なる起きてくる

現象面だけで良いとか悪いとかだめだとかというのは、判断ではなくて、これからの白老町や北海

道や日本がどうなっていくのかというような、そういう視点での議論が私は議会できちんとしてお

くべきだろうと。 

 だから、実際にこのグリーンビジネスというのも通産から、上から降りてきているものですよね。

こちらが考えたものではなくて、通産から道に来て、道が極めて分析を行って、そしておろしてき

ているものなわけですから、そういう視点での議論はね、１度は僕、きっちり議会でしておく必要

があるなというふうには思っているんですよ。  

 それがやっぱり、北海道の白老町で、そういう静脈システムが構築されていくと、特に地場のも

ので構築されるというのはやっぱり、ある意味では画期的な中味ではないのかなと。利益が出なく

ても設備投資の問題、既存企業との問題が指摘されたとおりだと思うのです。ただ、この仕組みで
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は興す企業、企業ができて、そこで協同組合という構造は、僕は極めて適切だと思うのです。それ

はなぜかというと、ある意味ではそれは協同で利益を目的とする部分もあるのだけれども、目的と

しない部分もあるんですよ。そこで、何が出るかというと雇用なんですね。ですからそういう視点

というのが、今僕は白老にとっては極めて必要じゃないのかなというふうに思うので、そういう視

点での議論は是非議会の中でしておく、特に産業建設常任委員会しておくべき必要があるのではな

いかというふうに思うのですけれども。  

○委員長（加藤正恭君） その通りだな。ただね、これいろいろ昨日悩んでいるんだという話しを、

チラッとしたんだけれども、白老町独自の事業としてやる。それは自分のところのゴミは自分のと

ころで処置するというのは当たり前のことなんだけれども、果たしてそれだけの原材料が集まるか

と、こういう問題になるとある程度ね、今の焼却炉じゃないけれども、広域的な問題も含めた中で

の白老町ということを考えなければね、大きな問題じゃないのかなという気がしているんですよ。

限られた資源だけで白老で小さな炉で、これだけで間に合うよというのではなくて、やはりそれで

は企業としては成り立たなくなってくる面もあるものだから、やっぱり企業として成り立つために

はある程度、大量生産・大量消費じゃないけれども、そういう面も含めてやらなければ、企業とし

てはなかなか取り組んでないのでないかなという気がするんだけれども、そのあたりも含めて今後

議論していかなければならないと思うのだけれども、二瓶室長は独自の白老町のゴミということだ

けと言ったら語弊があるな。考えているんだ。そういうのならそれなり立派だと思うのだけれども、

企業となるとね、ある程度需要と供給のバランスということを考えていかなければならないものだ

から、そのあたりもどんなもんですかね。今の大渕委員の意見も踏まえてご答弁願えれば。はいど

うぞ、二瓶政策推進室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君）  先ほどいいました静脈システムということで、いろいろリサイク

ルポート含めてですね、今国の方針も非常に転換してきているということですね、それで産業関係

についても当然そちらのほうへ力を入れていこうと、そういう流れがはっきりしてきていると。た

だ、大渕委員がおっしゃっていた、まだ具体的にですね、これを取り組みだして、それがいってみ

たら回転していく、膨大な利益が出なくてもですね、一つのシステムとして動いているというのが

ですね、特殊な国策でやっている部分は別にしてですね、なかなかまだ出てきていないんですね。

設備投資はしてみた、だけど動かないというのが全道のあちらこちらでもあるということなんです。

そういう中でですね、やはり方向性としては、この方向で行くというのを、１番日本で忘れられて

いた部分ですね。 

 それで、今具体的にどうするかという部分で、今白老町のところで、委員長がおっしゃった、物

自体としては足りなくなるとかという部分はあるんですけれども、先ずそれはそれとして、白老町

はなぜそういうことになるかといったら、日本製紙（株）白老工場があるからなんですね。内々の

話として２万５千トン欲しいよ。３万トン欲しいよということだから、そういうことになるんです

が、基本的には自分たちの町のゴミを自分たちでどういうふうに処理して、燃やすのも一つの方法

です。循環資源として使っていくという部分、それぞれの町で先ず考えなければならないというこ

となんですね。ただこれが、今までのように３０億年、４０億円という巨額の投資をかけてですね、
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ただ燃やすだけという部分はどうなのかということが今問われてきていると思うのですね。 

 そうすると、うちでは固形燃料にしようと。それはコストがかからないで日本製紙（株）白老工

場に納められるというそういう環境が、非常に恵まれているということ。日本製紙（株）がない町

の場合はどうするかというと、そうするとですね先ほどいいましたけれども、肥料にするような方

法で、肥料というか土壌改良剤ですね。そういう形でですね、畑に戻していくとかですね。 

 例えば、私、昨年民生常任委員会のほうで、四国の内子町とかそういう部分で見てきましたけれ

ども、それは資源に分けてですね、それは国の制度の中でですね、ポリとかいろんなものに分けて

経費を落として、その代り住民には非常に負担がかかるのですけれども、そういう取り組みをする

と。それぞれの町でですね、自分たちの町の環境に合った中で、どうやってコストを下げて、そし

て運営していくかという部分をそれぞれ考えれば良いと。  

 白老町はたまたま、先ほどいいましたけれども日本製紙（株）白老工場があるということで、非

常に環境的に、これは企業としても助かる部分があるし、町民としてもいくらのプラスの労力を追

加すればですね、経費的なものも抑えられる。そして雇用も拡大していく可能性があるということ

でですね、そういう面では、部分的なところで問題があるのは分かっています。方向的にはですね、

決して間違っていないだろうというふうに考えています。  

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 今委員長が指摘された部分、広域行政でやるというのは、僕はそれはそれ

で考えておく必要があると思うんです。別に白老町だけで絶対にやらなくてはいけないというもの

ではない。 

ただ、そのときに例えば、これは僕ちょっと正確でないかもしれないけれど、胆振東部で３町く

らいで生ゴミ処理のコンポストをやっているんだと思うんだ、２億円くらい金かけて。それがうま

くいっていないのさ、あの農業の町で。その原材料を向こうがもし処理する分を燃やすのに金が掛

かって、それをこっちへもってきて処理したほうが、運賃でペイするんだったらね。僕は受けるの

は構わないと思うよ。なぜかそれは１万トン以上の仕組みシステムができて、それが採算ベースに

さえ合えば、日本製紙（株）は受けるという可能性があるのだから、僕はそういうものは広域行政

で、例えばこの胆振全体から集めるということは、僕は可能だと思っています。ただし、それは相

手が行政として困っているから、お金を協同組合なり白老町にくださいよと、処理はして上げます

よと。やっぱりそういう立場を明確にしておかないと足りないから買いますよなんていう仕組みで

はないと思うんですよ。  

だから、実際にそういうリサイクルシステムというのは、うまくいっているというところはお金

をたくさんかけても、現実的にはうちの鶏糞だって、牛糞だって、国がやれといってそれはきちん

とやったけれども、成功していると僕は思えないんだよね。だとしたら、それが燃料化できるので

あれば僕は、ある意味ではそれは肥料としては必要な分はあるかもしれないけれども、燃料化でき

るんだったら、それは素晴らしいシステムだと。だからそれが広域行政として今僕が言ったような

形でやってもらえるなら、僕は受け入れるのは構わないと思っている。道外から受けるんだったら

僕はあんまり賛成できないからさ、この近辺だった構わないんじゃないかなと僕は思いますよ。 
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但し立場としてそういう立場でなきゃね、買いたいですよとか、足りないから必要だという認識

とは違うんではないのかなという気がする。そこが静脈システムを作るところの難しいところだと

思うんだけれどね。 

○委員長（加藤正恭君） 折角資料が出ているので、これに基づいて今までの議論も踏まえてです

ね、ちょっと説明お願いします。はい、どうぞ萩原参事。  

○参事（萩原康政君） 本日Ａ４の横で１枚ものの｢白老町地域における異業種間連携による未利

用資源の利活用システム｣という形の資料を出させていたのですが、これは先日白老清掃に行って、

昨日ですか、有機堆肥の農園事業のお話しをしましたけれども、それの全体的なイメージをシステ

ム化して整理したものでございます。  

 真中に｢白老町産業連携地域活性化検討会｣と、これが今の検討会の組織でございまして、これを

事業協同組合に拡充改組というよりは、新たにそういったものを立ち上げていくという意味でござ

います。検討会というのはなくなるわけではなくて、検討会も事務局との間では、検討会はあくま

でも政策形成集団で良いじゃないかと、いわゆるシステムをつくることが先ほど大渕委員がいって

いらっしゃいますけれども、リサイクルということはシステムを作るということが非常に重要でご

ざいます。システムがあればいろんな形での動きができます。そういうことがあって、そういった

システムを作り上げて政策を検討する集団で良いのではないかと、そんなことを考えております。 

 まだできておりませんので、現在の検討会というものを真中に置きまして、そのシステム化とい

うものを考えた図がこれでございまして、検討会では堆肥を作るような施設と、それから昨日見て

いただいたああいう農地ですね。これを維持運営していくということが先ず前提でございます。点

線で維持運営となっていますが、検討会が堆肥施設ですとか農地、こちらのほうを維持運営してい

くと。検討会の中でも、いわゆる収集運搬をやっている業者がおります。そういった業者がスーパ

ーですとか、旅館・ホテル・飲食店あるいは食品製造業から出る食品製造残渣、それから日本製紙

（株）白老工場から出る製紙スラッジ、こういったものの収集運搬をしていくという仕組みでござ

います。 

 収集運搬に当たっては、使用済みてんぷら油、軽油の代わりになるてんぷら油を精製したものを

使ってですね、環境に配慮した形でそれを収集していくと。その収集してきたものをその堆肥施設

に原料として搬入していくと、資源として搬入すると。そういう仕組みになります。  

 そこで、堆肥施設で堆肥を作りましてそれを農地のほうへ投入していくと。そこで農地のほうで

農産物ですとかあるいは花卉ですとかを作って、農産物については食品製造業、これおそらく使え

ますから、そういったところに供給していく。あるいはホテル・旅館・飲食店そういったところで

使う野菜として供給していく、或いはスーパーの店頭に並ぶと。そういうような農産物供給の循環

システムができるだろうと。加えて例えば学校、次代を担う子供たちがたくさんおりますので、そ

ういった小・中学校ですとか、或いは町民の方ですとか、それぞれ農産物として、そういった小・

中学校を扱っている学校給食センターに入れたり、或いは町民の方に店頭販売で安く提供するとこ

ろを考えられるでしょう。 

 農地につきましては、小・中学校のあるいは町民の方々の、いわゆる環境学習という形での機会
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もできるのではないか。また、農地のほう当然人手がいります。そういったところについては町民

の方を例えばアルバイトで雇用したり、あるいはかなり大きくなってくると非常勤みたいな形で雇

用もできるでしょう。そういった大きな町民、小・中学校生徒さんあるいは町民の方々、そういっ

た方を含めた大きな循環の輪ができるのではないかなと、そんなような形を模式図にしてみました。 

 当然白老町の検討会に対しては、白老町役場のほうからも資金とはいいません。いわゆる政策支

援みたいな形でですね、ご協力いただければなと、そういった形での循環システムができるのでは

ないかなというふうに考えた次第でございます。この図の説明は以上でございます。  

○委員長（加藤正恭君） 非常に分かりやすい、システムの図案化したものを、これらを踏まえて

また議論を続けていただきたいと思います。はい、二瓶政策推進室長どうぞ。 

○政策推進室長（二瓶 充君）  この図でですね、私も事前に萩原参事のほうから聞いていたんで

すが、この検討会が事業組合に代わるよということでですね、どうしても私どもとしてはやってい

けるかどうかという部分に重点を置くんですね。そうすると、我々も先進地の事例でいろいろ失敗

事例を見るとですね、この肥料関係、土壌改良関係はですね、単独でやったら先ず無理だろうと。

そうするとそこのところはどういうふうに考えているんだというふうに、私ども聞きましたらです

ね、やはりこの固形燃料と一体となった収支の中で、この土壌改良もやっていくんだと。大きな形

でやっていかないとですね、先ず土壌改良だ、肥料だの部分をですね、農園だなんだ野菜をやると

いっても先ず回転しないだろうと。そこまで考えているんだということですからね、その点では全

体的に広く浅く利益配分したなかで回転させていくという意味ではですね、可能性としては出てく

るかなというふうな感じを持っております。  

○委員長（加藤正恭君） 肥料化と同時に固形燃料もドッキングした形で運営していくとね。それ

でなければなかなか事業者は大変だろうと。当然出てくるものだからね。  

はい、他にどなたか。どうぞご質問があれば。はい、小西委員どうぞ。  

○委員（小西秀延君） 今ご説明いただきましたチャートを見ていて、本当に素晴らしい循環のシ

ステムを考えられているなと思いました。今までこういうリサイクル系のシステムを見てきて、失

敗に終わっているというのは、ニーズを先に考えないで技術発で、技術から考えてゴミをどうして

いこうかという方向へ向いていたために、ニーズがないから成功していかなかったと思うんですよ

ね。このシステムを見たときに、ニーズ発からスタートしていますので、そこに技術を合わせてい

くという形でスタートしたということは、本当に評価に値するのではないかと思います。  

ここの問題点というか、白老町がどう携わっていくかというところが一番この協同組合もそうで

しょうし、町民の皆さんも注目するところだと思うのですが、現段階で今人的支援というところに

留まっていると思うのですけれども、これを政策にして将来的に財的支援まで踏み込んでいくとこ

ろまで考えていらっしゃるのかどうなのか、白老町の担当されているお２人のお気持ちで構わない

のですが、どういう携わり方を将来もしていくのかというところをちょっとお聞きしたいですけれ

ども。 

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ萩原参事。  

○参事（萩原康政君） 私としてはですね、やはりこのシステムを作り上げるときに、白老町の部
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分が悩んだところがちょっとあるんでね。支援という言葉でくくった言葉にしてございますけれど

も、やはり、例えば今白老町のほうで、ふるさと農園事業というものが出されておりますけれども、

そういった町の施策、このシステム自体が要するに事業者が好き勝手に作っているものではないと

いう位置付けにはしたいところがあるんですね。やはり町としても、町の持っている施策の一貫と

しての位置付けという部分がより重要な部分と思っています。そうすることによって事業者が考え

たこのシステムが、町民の方々の交わりというのが出てきますので、そういったものが町の事業の

中の一貫であって、その中に皆さんにお手伝いいただいているというところの位置付けが、今のと

ころは重要ではないのかなとそんなふうに思っております。  

 当然資金面で、それは例えば農地、町有地があってですね。そこについては例えば無償で貸して

あげますよとか、そういうのがあればいいのかもしれませんけれども、現段階ではなかなかこうだ

ということは、言いにくいところでございましょうし、いわゆるやっているこのシステムが町とし

てニーズされているものだという部分があるだけで良いのではないかなと思っています。  

 当然、農業というのはビジネス化するためには一般的には大体５００万円～６００万円くらいな

いとなかなか事業として成り立たないのではないかといわれています。ところが１町歩くらいで一

生懸命頑張っても大体そんなに行くはずがないので、ですからそこに有機肥料を使うことによって

ですね、当然廃棄物処理の中でいくばくかもらえるものがございますので、いろんなものをごった

煮にしながらですね、一つの事業として何とかやっていける道を探していくものなのかなというふ

うに思っております。  

○委員長（加藤正恭君） はい、小西委員どうぞ。  

○委員（小西秀延君） 町の施策であるという形で携わっていくという考え方で、私も良いのでは

ないかと思うんです。将来的に、資金面とかでやっぱりこの協同組合になってからも、資金面とか

という考え方も出てくるでしょうけれども、なるべくでしたら前段でお話しをいただいていた農水

省ですか、農水省の予算や道の施策にもこちらのほうなっていると思いますので、そちらのほうの

バックアップ等で白老町が携わっていくので、携わりかとしてはそうであるけれども白老町の施策

であるというような形で進んでいっていただければ一番ベストなかたちなのかなと。  

 なおかつ、この検討会議の中でも中心的に白老町があるという方が一番良い形なのかなというふ

うに思いました。感想になるのかもしれませんが、進み方としてそう進んでいただければありがた

いなと思いました。以上です。 

○委員長（加藤正恭君） 答弁は何か、見解ある。はい、二瓶政策推進室長どうぞ。  

○政策推進室長（二瓶 充君） 非常にですね、町としての立場の部分でこういう事例がなかなか

ない部分がありますので、私どものこの組織図を見たりしている中で、現在も検討会議の中では萩

原参事、オブザーバーという形で参加しているんですね。そしてあくまで運営は民間の人たちがと

いう形で進められています。それで、具体的な部分の支援というそういう部分まで入ってきますと

ですね、このシステムが稼動するまでの町の支援の方向と、稼動してからの支援の方向というふう

に大きく二つに分けてみますとですね、稼動するまでのポイントが非常に、例えば町内事業者の検

討会のメンバーの人たちの、いろいろな調整的な部分、それから頭脳的な部分、頭脳的なというの
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は経産局とかいろいろな部分でのつながりですとかね、廃掃法での問題とか、そういう問題がいろ

いろあるんです。この問題は特にですね。その中での指導的な立場というのでしょうか、それがで

すね、非常に重要でしてなおかつ今回特に私が感じているのはですね、私どもが考えられない部分

での産廃の関連の部分ですとかね、例えば昨日もお話しした事業組合でも、いろいろそれ自体が許

可もらわなければ運営できないとか、それについてはこうだああだというそういうノウハウを持っ

ている方がいなければ、これはここまでも来なかったし、今後のところにも行かなかっただろうと

思っています。 

 それで、果たして現在の町の人材の中でですね、ここまでこられたかといったら先ず無理だった

だろうと、実際にそう思います。ですからここのところでそういう知識を町内の事業者に、いろい

ろ今与えてもらっている。そういう中で我々自身も勉強させてもらっています。現在、産業経済の

担当者も、農畜産の担当も、それから生活環境の担当もですね、今勉強させてもらっているという

部分ですね。その部分の中でですね、私ども考えているのはやはりそういう事業者がこれから運営

していくのにですね、いろんなそういう運営していく中での対応が出てくるだろうと、そういう中

でのやはりですね、支援的な部分、これ本当に我々のほうも勉強して、先ずは対応していかなけれ

ばならない。 

 それで今後稼動していった場合の部分についてはですね、私は状況的にいうとですね、やはりこ

ういうものに対しての運営関係は、民間の人に行政が口をはさまないほうが良いと思っています。

もう行政が関わったらですね、先ずこういう関連の部分でですね、うまくいくことはないなと。た

だそこのところで支援という部分では、自ずとうまく運営できるための町としての相談相手ですと

か、情報収集とかそういう部分でやっていけばいいのではないかというふうに考えております。  

○委員長（加藤正恭君） 具体的に、この北海道経済産業局、これは国ですね。萩原参事さんのお

られる道と、このグリーンビジネスに対しての具体的に支援するという、バックアップする体制と

いうのは固まりつつあるのですか。現在はどういう状態なんですか。それを今度白老町がフォロー

するとかなんかという部分を見つけなければだめだと思うのだけれども、どこまで国、道はこの産

業に対して支援する態勢があるのかですね、お聞きしたいと思うのだけれども。はい、どうぞ萩原

参事。 

○参事（萩原康政君） 先ず、国の支援システムでございますけれども、国のほうは北海道経済産

業局ですね。まあ経済産業省です。地方になればそれに局がつくだけでございますので。  

 経済産業省としてはやはり新たなこういった取り組みに関わる技術、当然いろいろな調査ですと

か研究が必要です。その調査研究にかかる経費の補助みたいな制度がございます。あとは経済産業

省は、やはり外郭という言葉が適当かどかわかりませんけれども、関連団体として新エネルギー総

合開発機構というＮＥＤＯといっている組織があるんですが、そういったところを使いながら、例

えば施設整備のほうに資金を提供したりしているものはございます。  

 ただ、これも先駆的な技術というようなところが重要視されているようでございまして、最近は

ご承知かと思うのですが、バイオガスという取り組みが一般的にことばとしていろいろございます。

バイオガスという部分、やっている私としてはいろいろ難点はあるのですけれども、今のところは
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先駆的といわれている技術に対して調査研究費を補助したり、あるいは施設整備に関わる部分を補

助したりとか、そういった制度がございます。  

 あと道のほうは、どちらかというと新聞紙上で皆さんご承知とのとおり、非常に厳しい状況でご

ざいます。給与の削減とか私個人的にですね、非常に厳しい状況でございまして、正直いって資金

的な面でいきますと、やはり普及啓発面のお金は充実させてございます。ただ、施設整備の分につ

いてやはり十分ではなかった面があったものですから、また加えてリサイクルという今の潮流   

の中ですね、いわゆる目的税という部分が出てきたと思います。それは三重県とか新潟県とかいろ

んなところで目的税を措置させながらですね、リサイクルに向けた取り組みをやっているというこ

とも、一つの流れがあったかと思うのですけれども、いろんな中でも道の支援としてですね、目的

税の措置というものを、今これから条例提案されていくというふうな形になっています。  

 また加えて、昨日お配りしました資料の中で、道の環境生活部のほうの中で、循環利用促進協議

会というのがございます。そちらのほうは、やはりいろんなリサイクル技術の面でですね、各関係

団体における技術面での検討ですとかやってございます。そういった部分の中で事務局になってご

ざいますので、そういった技術面でのフォローという部分もやっておる次第でございます。 

 ですからハード面の資金的なものについては、やはり国のほうが非常に充実しているところがあ

ります。加えて、バイオマスというやはり有機物系ですね、これは家畜の糞尿というのは非常に問

題になってございますので、そういった面ではバイオマスの取り組みについては、農林水産省のほ

うで交付金を持っていけると。国のほうはいろんな面での交付金・補助金はいろんな面で充実させ

てございます。 

 道は正直いって目的税くらいしかないのかなという気がしますけれども、これからも。１２月議

会に提案されて可決されてからのことです。３定議会提案という話しがあったのですが選挙等々い

ろいろあったものですから、４回定例会に後送りしたという話しは聞いておりますけれども。  

○委員長（加藤正恭君） ここに２００５年には産業規模２．４兆円。１０年後までには３兆円規

模とこういうような数値が出ているんだけれども、これはそういうことを含めての考え方でこうい

うふうに、数値を出しているわけですか。 

○参事（萩原康政君） はい、北海道グリーンビジネスプログラムの中で出してきた数字というの

は、やはりそういった部分を含めてですね、当然これ全道ベースの予測数値でございますけれども、

そういった予測数値に近づけるためにはですね、それぞれやっぱり必要なものの整備というのは必

要でございますので、そういったものを制度充実も図りながらというところは考えていると思いま

す。 

○委員長（加藤正恭君） もう一つ、室長にも聞きたいのだけれども、一種の企業誘致といったら

語弊があるが、リサイクルいう面では非常に素晴らしいことだし、良いことだし。ただ雇用の面で

良くとね、相当の人がそういう場所で働くということになると、やはりある程度白老町の経済の活

性化という意味では、そういう施設というものはある程度規模が必要でしょうけれども、人を使う

わけですから。そのために雇用の面では非常にプラスになる。だから事業そのものよりも、そうい

う面を考えると、プラスマイナスすると経済効果は雇用の面から見るとプラスになると。  
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 うちらの工業団地の誘致でも、この間の議会で出ていましたけれども、土地からいけば売ったっ

て赤字になるよと。だけれどもそのために企業が張り付いて、雇用の面で７００人～８００人の人

が働いていると、そういうことを考えるべきだという考え方も一方にあるわけでね。ですからある

程度そういう面での町として事業組合に対しての補助を、どういう形になるかは別にしてもすべき

だというのもね、考え方としてはあると思うのだけれども。それと同じようなふうに考えても良い

ものかどうかと、この事業が。貴方の立場で、「そうです」とか「そうではない」とかいえないか

もしれないけれども、どんなふうに考えましょうか。はいどうぞ。 

○政策推進室長（二瓶 充君） その補助の部分は別にしてですね、当然雇用の面、活性化の部分

ということは当然考えますよね。これ私の個人的な部分でザックバランに、立場上の部分も含めて

私の思いみたいなものをちょっと言わせていただきます。回答になるかどうか分かりませんけど。 

 この話しをですね、具体的に出てきたときに、町のゴミ担当のほうにしてみたらですよ。私は政

策推進室にいますから。ゴミ担当のほうにしてみたらですね、２億５千万円～２億６千万円今払っ

ていてもですね、問題なくやっているのに何今更余計な労力を使った話しをエネルギーを使ってま

た変えなければならないのかという部分が、私が担当でも先ず出てくるんですね、役所の職員とし

て。ただ、実際には現在の人たちがそうあるということ。私自身が担当にいたら先ずそう思うんで

す。ところがですね、これ別のサイドで見てみますと、確かに雇用の面、活性化という、事業協同

組合ということありますけれどね。ここまで日本製紙のですね、現在従業員縮小してきている中で

のですね、非常に見通しのない中で、港にこれだけ町のほうですね、財政厳しい中で投資をしてい

るというのは、やはりそれだけ町のほうはリスクを負ってでもですね、ちゃんとしっかりした企業

にですね、成長していってほしいというところがあると思うんですね。そうすると私はこのリサイ

クルで燃料化して供給するということはですね。町民がこぞって白老工場を支援していくんだとい

う、そういう意思表示みたいなものだと思っているんですよ。  

そうすると日本製紙自身もですね、それだけ町民に支援されたものが、やはり今までの状況とは

変わってもらいたいなという部分があるんですね。そうするとそのいろんなゴミの部分でのいろん

な苦労の部分あります。課題が細かい部分まだあるんですね。登別だけでない部分がいろいろまだ

あります。しかしこれを何とか乗り切ってですね、そちらのほうの支援体制を強化して、町民総ぐ

るみで企業を支援していくと。その中でそこに携わる従業員、いってみたら日本製紙ではない協同

組合の人たちもそんなに高くはないですけれども雇用の部分で確保されると。そうするといろんな

プラスマイナス要因を考えるとですね、これは町にとって非常に大きなプラスになるのではないか

と。そうすると最終的な補助の問題ですけれども、これ今回の燃料関係の部分や何かを考えていき

ますと、昨日ちょっとお話ししましたけれども、登別の部分でどれだけ減量化して負担金を減らす

か別にしてですね、１億円程度をうちのほうへ持ってくるだけで、これは回転するのではないかと

いう感じを持っているんですね。まだちょっと試算的な部分がですね、設備投資の部分がちょっと

今いろいろなところありますのでね。ただこれは不可能な話しではないなという感じはしておりま

す。 

補助はしなくてもやっていけるという感じはしております。  
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○委員長（加藤正恭君）  そういう思いが日本製紙に届いていますか。そういう気持ちを大いに考

えているんだよと。是非できるだけ工場に設備投資をしてくださいと、暗にそういう意思表示をし

ているということが、向こうさんでわかってくれているかどうかだ。萩原参事どうぞ。  

○参事（萩原康政君） 私は４月に来まして、実際に政策推進室というのは５月にできていますの

で、実際に５月から動いているのですけれども、来たときにどうしてもこのリサイクルを考えたと

きには、やはり昨日も申し上げましたけれどもルート整備が重要であると。そのときに日本製紙抜

きでは考えられないと思っています。日本製紙のほうにはやはり何回か足を運んだんですが、その

日本製紙のスタッフというのは、あまり明確ではありませんでした。  

 課題は、現場担当の方たちといろいろ話していくといろんな課題というのが出てくるのですけれ

ども、それが上に上がっていくにしたがってですね、どうも明確にそこのところどうしようかとい

う意思表示はほとんど見られなかったんですね。ところがですね、ここ１月、２月前くらいから、

１８０度くらい変わりました。というのは多分今の例えば、原油の非常に高騰というひとつの背景

もあるでしょうし、あるいは当然近隣の王子製紙の動きですとか、当然王子製紙と日本製紙は昔の

ようには疎遠ではないみたいですので、いろんな上同士の話し合いもあるらしいのです。ちょっと

現実は良く分からないんですけれども。そういった中、あるいはごみというんですかね。固形燃料

の一つの供給しているところがあるんですけれども、そういったところのやはり動きですとか、そ

ういった部分を踏まえた上で多分いっているのだと思うのですけれども。やはり新たな体制整備と

いうものが必要であろうという部分が非常に強くなってございますね。  

 加えて、当然我々も町の検討会といいますかね、事業者としてこのような廃棄物燃料と言います

かね、そういった燃料の供給みたいなことを考えているといってございますので、そういう中で逆

にいうと、最初は「やるならどうぞ」みたいな話しだったんですが、今は非常に我々、これから町

が動いている分についてはですね、会社としても非常に支援していきたいという部分に変わってき

てございますんでね。これはここの白老工場じゃなくて、日本製紙の中枢というのでしょうかね、

中心的存在である勇払工場のほうとも私話していますので、ですから逆にいうと積極的に支援して

いくので頑張ってくれみたいな形では言われていますけれどね。非常に変ってきてございます。今

後、昨日話したとおり新型ボイラーについては、これ当然社内としての、会社としての施設整備の

部分がございますので、それはやはり決まってからでの上での話だと思うのですが、そういった部

分の動きもあるのではないかという話は聞いています。 

 ただそれはやはり、会社としての部分がございますので、正式になりましたらやはりそれなりの

動きが出てくるのかなというふうには思っていますが。最初来たときとは全然今、全く違う状態で

ございます。 

○委員長（加藤正恭君） ただ、大きな会社だから問題は上のほうまでいっているかどうかなんだ

よな。 

○参事（萩原康政君） どうも非公式に聞いた中では、こちらの白老工場のほうから、東京本社の

ほうにもそういった申し入れはしているやに聞いております。  

○政策推進室長（二瓶 充君） どうも私が生活環境課にいたときにも、この話はいろいろあった
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んですけれども、白老工場で固形燃料をもっと使いたいという部分でね。萩原参事から聞いている

部分でいくと、どうもですね、固形燃料を確保するために本格的に動き始めているような感じが見

受けられるんです。このＲＰＦを確保したいために検討会含めた中で、もっと作れないのかとか、

何とか１万トンを必ず頼みたいとかという部分での動きがですね、どうも私が１年２年前にいたと

きよりも、現場のほうの部分では、さっき委員長おっしゃったように言っても何もしてくれないと

いう感じを我々もしていたんですね。ところが本社のほうから本格的な動きが始まった。そういう

面では随分、私も聞いている範囲ですけれどもね、変わってきているなというような気がしていま

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） なかなかですね、正直いって私としてはいろんなもっと具体的な情報は正

直いって持っています。持っているのですが、どうしても会社との部分があるものですから、私が

決めているわけではございませんので、この場で具体的なことはちょっと申し上げにくいところが

あるのですが、私がここへきて当初想定していたよりも、ものすごいスピードで変わっているとだ

けは、かなり具体的な方向で変わっているとだけは間違いないと。まもなくその部分が近々出てく

るのかなという感じは思いますけれど。  

○委員長（加藤正恭君） 町職員と道職員の違いでないのかな、そのあたり。 

○参事（萩原康政君） そんなことはないです。ご承知のとおり道庁がもう本当に何をするにして

も非常に厳しい状態になってきていますので、もうこれは日本製紙さんのほうがいろんな世間の動

きというのでしょうか、そういった部分の中でお決めになられているのかなという気がしますけれ

ども。 

○政策推進室長（二瓶 充君） ちょっとですね、なかなかいえない立場の部分があるものですか

らね。私は今回の日本製紙の部分でですね、非常に変わり始めているという部分はですね、町だけ

ではないやはり道の動きがあると思うんですね。担当者という部分もある。その中でいろいろ経済

産業省の支援とかという部分もいろいろ見え隠れしているんです。 

それで、やっぱり道がなぜ白老工場にそれだけ支援するのかというのを、萩原参事にも聞いたん

ですけれども、やはり一つは肉骨粉なんですよ。非常にあれが道のほうで苦労して困っていた時に

処理してくれましたよね。それの部分でやはり白老工場なりなんなりに支援するという部分がです

ね、生活環境担当だけではなくてですね、農水関係の部分も持っている見たいなんですよ。だから、

やはりそういう部分で道の支援という部分がバックにあると思います。そことはまた別の部分があ

ると。それがやはり一つ大きな力の要因にもなっているのではないかと、そういう感じがしていま

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） やはりお話を伺っていましたら、今日の議論の中でポイントは日本製

紙だと。国際競争力をどんどんつけていくという会社ですから、今の現況からいうとですね、非常

に原油の高騰だとか、そういう理由もあってバタバタしているのも、実際あると思うのですよ。  

 しかしながら、先ほど委員長もおっしゃいましたけれども、大企業ですから１週間前に決めた政
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策だって、国の動向や海外の動向によって、社長の方向転換でガラッと変わるというこの可能性だ

って、大いにあるわけですから。やはりその点に関しましてはかなり慎重にいかなければならない

と思うんですよ。廃棄物の処理代と固形燃料のコストですか、買う単価と申しますか、昨日のお話

しですと道内で平均２，０００円だと、しかし４，０００円くらいでないとなかなかペイしないと。

これはグリーンビジネスですから、ビジネスのほうでペイする価格と向こうの方の処理代ですね、

その辺をうまく融合させなければならない。そのうち原油は今高騰しているけれども、下がってく

るといきなりまた切り替える可能性も、これはある。  

 ですからその辺を含めて、いろいろと慎重に見極めながら、やはり町のほうも動いていくべきこ

とではないかなというふうに考えるんですけれども、その点についていかがでしょうか。  

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事どうぞ。  

○参事（萩原康政君） 当然このあと、やはりご指摘のように原油の高騰というのがあるのですが、

現実、日本製紙で判断したというのはそれだけではないのです。例えば石炭ボイラーをずうっとや

っていくときには確かにそういう問題が出るでしょうけれども、それが例えば全く違う形のボイラ

ーを入れたときには、石油の原油の市場がどうであろうと、関係のない話なんですね。  

 あくまでも、もし仮に廃棄物専焼用のボイラーを入れたときには、廃棄物が集まるかどうかの問

題なんですね。今ご承知のとおり廃棄物というのは、中国・東南アジアの市場が廃棄物市場になっ

ているものですから、北朝鮮も含めてですね、そちらに燃えるものはどんどん流れていますけれど

も、私はその動向が逆にどうなるかという問題だと思います。  

 ですから原油の価格、レート等々の問題ではなくて、廃棄物の流れが国際間競争の中でどう変わ

ってくるかということ関わってきますね。そういったときに、逆にいうと、今こういった固形燃料

の取り組みをしていますが、おそらく廃棄物の流れがどうであろうとこうであろうと、廃棄物を使

ったビジネスという中では、そんなに問題は生じないのではないかなというふうには思っています。 

 逆に、今足りないのでどうしようかという問題があってですね、それがまた日本のほうへ戻って

くるような状況になってきますと、学者の間ではそんなに変わらないのではないかといっています

けれども。 

 例えば北京オリンピックも万博もそうですけれども、それが終わった後また廃棄物は日本へ戻っ

てくるのではないかと噂していますが、それほど東南アジア市場が変更はないだろうと見ているの

が一般的な見方です。ですから多少の戻りはあるだろうけれども、びっくりするような戻りはない

だろうと。その中でやはり廃棄物の流れがどうなるかというのを一番気にしなければいけないかな

というふうには思っています。 

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 今山本副委員長がおっしゃった慎重にという部分ですね。私ども

試算の部分から燃料の成分の部分を含めてですね、日本製紙の動きを含めた中で、すべて、非常に

慎重にやっているつもりです。登別市さんとの部分もありますし、石橋をたたいてやっていかなけ

ればならないと。但しスピードは上げてやっていこうと思っています。  

 それで、この問題はさっきいいましたけれども、できるところからやっていくと、産廃の部分に
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ついてはこれについては町民に負荷をかける部分でもないですし、民間の人たちの部分だけでやっ

ていけると。先ずできる部分はやると。その状況を見ながら一般廃棄物の部分についてもできる部

分については、これは今度理事者のほうになりますけれども、登別市さんとの話の中でできるもの

はやっていくという方向になると思います。その中で具体的にどうするかと、どういうふうな対応

をしていくかというのは今後もう少しこちらが具体的なものができてからでないと、登別市さんの

方へはお話はできない。但し白老町はこういう動きをはじめているというのは、昨日あたりも報道

機関入りはじめていますし、道新あたりからも来ていますので、そういう部分では白老町、ある程

度方向を変え始めているなというのは分かるかもしれませんけれども、もう少し具体的になってか

ら。思いつきではこの問題絶対できない。本当に石橋をたたいてやっていく。 

 但しですね、だらだらといつやるのだか分からないような形ではやらない。ちゃんと段階的にで

きるものからやっていくということです。 

○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） 分かりました。それで先ほど、二瓶室長のほうから町としての支援の

あり方についてもちょっとお話伺いました。国のほうもですね、今回の選挙であまりにも自民党が

勝ち過ぎてしまって、僕は逆に勝ち過ぎたことに懸念を抱いているひとりなんですけれども、構造

改革に拍車がかかりましてですね、昨日も小泉首相がとにかく歳出の削減が先ず第一であるという

ことをおっしゃっていました。 

道のほうもついこの前、非常に支援団体になりかねないような状況だと。厳しい状況になってい

ると、そういうことで職員の給与を１０％削減という話が出ましたですね。  

 国も財政を歳出を締めてくる、道も今非常に厳しい状況であると。当然町もそういう状況の中で

すね、なかなか財政的な支援が難しいかもしれません。ですけれども、これを腹を決めてやるので

あれば、補助金に頼るというのが一つなのかもしれませんけれども、それだって非常に厳しい可能

性があると思うのですよ。そういった面で考えると、やるのであれば町の財政的な支援も視野に入

れた中で、僕は取り組むのも一つではないかというふうに考えるのですけれども、これは理事者で

はないのでそれに対して「どうですか」というのもあれですが、そのように感じます。  

 もし、コメントができればお願いしたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事どうぞ。  

○参事（萩原康政君） 多分、今のご質問にたいして私が答えるのが一番よろしいかと思いますの

で、半分道職員なものですから。正直言いまして新たな施設整備部分が資金的な面だと思っていま

す。そのシステムを廻していくのに、例えば処理費が足りないから処理費を上げてくれということ

は考えていませんので、当然今は最終処分に廻る処理費ですから、それが中間処理という方法にな

りますと、今度は技術的な部分でのお金がまたさらにかかってくると。  

 だけどそういう形でやると、やはり関与していただく方のメリットが出てこない。やっぱり今の

現状の中で処理費的なものはやっていくようなシステムにしていきたいというのが、先ず一つござ

います。その中で新たな施設整備の部分でイニシャルコストというのは当然かかってきます。その

部分については、やはり基本的には国が持っている部分の補助金なり交付金の獲得にむけていこう



 17

かと思っていますし、やはり町の部分でございますね。客観的に見させていただければ、登別に関

わっているコスト、これから永遠と続いてくる部分でございますね。ところが新たな施設整備の部

分については少なくても単年度ですむ話でございます。その辺でやはりバランスシートにかけてい

ただいて、これから永遠と隣町のほうへお金を払っていく部分のお金と、単年度でもいいから施設

整備のなかにかかる部分、その辺のバランスシート中で町としての支援を考えていただけばよろし

いのかなと思っています。 

○委員長（加藤正恭君） １０分くらい休憩をします。１１時１５分まで。  

 

休  憩（午前１１時０４分） 

 

再  開（午前１１時１４分） 

 

○委員長（加藤正恭君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君）  なんかちょっと途中で休憩したものだから、つながるかどうか分からない

のだけれども。 

 今の議論の中で、日本製紙との関係含めて、そこが買ってもらえなければどうもならないという

状況ですよね、固形燃料についていえば。一つは、この仕組みの中には固形燃料が入っていないよ

うに思うのだけれども、事業協同組合の中で固形燃料をやる考えなのかどうなのかということが第

１点ね。 

 私やっぱり、静脈システムをきちんと構築すると、ここの部分がきちんとさえしていれば、ある

意味でいえば室長がいっているようにスピードを上げなければ絶対だめだと思っているんですよ。

それはなぜかといったら、僕は日本製紙の政策転換はあるかもしれないけれども、これはさっき山

本副委員長がちょっといったけれども、構造改革の路線がこの形で進むかどうかは別にしてだよ、

国の政策が変わるほうが早いのではないかと僕は見ているんです。 

 こういう制度というのは、ちょっとものを見ると平成１３、１４年くらいからやっているんです

ね、このグリーンビジネスというのは。北海道も指定されていて、バイオマスガスを含めてですね、

一部の空知を含めて、これ港を含めて、大きなものは全部指定されているんです。これからそうい

う国のお金を引っ張るとなれば、やっぱりスピードだと思うんですよ。早くやらなければ多分なく

なると思うんですよ交付金制度というのは。一定限度のレベルまでいったらなくなる可能性がある

と思うんですよ。だからそういう意味ではスピードが必要だし、昨日農園で経済産業省が見にくる

というようなね、ひとつは白老まで見にくるとうのはどういう中味なのかは分からないけれども、

ある意味で興味を持っていることは事実ですよね。そうすれば僕はやっぱりこの方向付けは早くや

らなければ絶対だめだろうと。これもう補助との関係では、僕は町の補助を出すなんていうのは、

それはそれで初動の部分は必要だけれども、今の経済状況からいって持続なんかできっこないわけ

です。よほどの政策転換しない限り無理ですよ、今の財政状況でもって。そうするとやっぱり、昨

日お話しでは１／２ですから、１／２の補助のベースもあるだろうけれども、そこは逃したらもう
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終わりだと、できなくなるくらいの中味になるのではないかなと私は思うのです。  

 そこでのスピードがやっぱり上げる、極めて急ぐ必要があるだろうという一つ考えね。それは補

助までの段階というのは慌ててやるという意味ではなくて、ここまでの中味ができて協同組合とい

う方向まで出たのであれば、協同組合ってかなり大切だと思っています。これは中小企業協同組合

法に基づくほうであればなおいいなと思っているんです。  

 そうすれば利益を目的とする部分があっても構わないわけですけれども、拡大再生産する部分の

利益だけのを見ていけば、私は運営はかなりやりやすくなる。一般の株式会社がやるよりはやりや

すいのではないかというふうに思うのですけれどもね。そういうことで急ぐ必要があるだろうと。 

 分析のとおりやっぱり皆さんいわれたように、白老町にはシンクタンク的な部分が不足していた

んですよ。それが萩原参事が来られてできたことによって、具体化がぐんと進んだと。これは昨日

から何度もいっていますけれども、これが白老町の一番の今までの何をやっても欠陥だったのはこ

の部分だったと思っています。これは二瓶室長が悪いとかそういう意味ではございません。だけど、

事実として見たときにそうだと。  

 これに乗らない限り、僕は進んでいかないだろう。だから、静脈システムがきちんと完成すれば、

これはいくと思うんですね。 

 例えば、これ全然くだらない話しで申し訳ないのだけれども、僕の友達は苫小牧から厚真までふ

るさと農園に行っているんだ。だけど３，０００円だか出すと、肥料を撒いて畑をおこして貸して

くれるんだよ。何を目指している、交流人口なんだ。そんなもんで利益なんかあがりっこないんで

す。やるのは農家のおじさんに頼んでやってもらっているんです。肥料を撒いて畑をおこしてだよ。

今年ここだから来年もここというわけにはいかない。５０坪くらいではないだろうか。確かそれく

らいだね。だだっ広いところにバーッと撒いておこすわけだ。区切って今年は抽選して、どこどこ

と決めていくのね。 

 だから、例えば使われなければ原材料として買う部分は絶対に必要なんだから、そんなところか

らはじめても良いだろうし、出所のしっかりした肥料というのは、これからは絶対ニーズがありま

す。はっきりしていますから。だからそういうことを含めて、スピードと具体化をどうするか。日

本製紙だってあれだけいっていた中国だって、実際に行ったのだから、今白老工場から行っている

んですよ。１回やめたといったでしょ。だから僕はやっぱり経済というのはそういう形で進んでい

くだろうと。今の東南アジアの状況で見たら、経済的には絶対そうなっていくだろうと僕は思うん

ですよね。だからそういう点でいえば、スピードが勝負ではないのかなと。経済産業省の金は絶対、

これを引っ張れるくらいの中味でやらないと間に合わないし、完成は難しいというふうに思うので

すけれどもどんなものですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事。 

○参事（萩原康政君） ２点ですね。先ず事業協同組合で固形燃料をやるのかというご質問でござ

いまして、やります。今回補足で本日資料をお配りしたのは、地域というのですかね、白老との係

わり合いの中では、この農園事業が一番、町民、小学校の生徒さん、それからいろんな事業所さん、

学校給食センターとか、そういう全体の流れが町としてのいっている、最近はコミュニティービジ
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ネスといっていますけれども、地域密着型のビジネスとしてのわかりやすさの部分で、模式化して

本日お示しした部分でございまして、ただ固形燃料となりますとどうしてもターゲットが絞られる

ものですから、非常に仕組みとしては簡単な仕組みになってしまうものですからね。これは、図式

化しなくても多分、先生方いろいろ地域のこと私より詳しいわけですから。この辺は言葉の中でと

いうふうなかたちでお示ししたわけで、固形燃料についてはもちろん協同組合の中でやっていきま

す。 

 それから、国の政策とのスピードの関係でございますけれども、まさしく委員がご指摘のとおり

スピードはもっと必要だと思っております。バイオマスが全国的に他の市町村でやっているわけで

ございますけれども、それもやはり今の小泉首相がゴミゼロ作戦というのを、確か首相の所信表明

演説でやっているはずなんですね、いつの時かちょっと忘れましたけれども。それからその出てき

たのが、農水省のほうでバイオマス日本総合戦略というのが出てきているわけですね。そういった

いわゆる内閣府といいますか、首相そのものの考え方を具体化していっているというのが、今のス

ピードでございまして、これがいわゆる構造改革といえば構造改革なのかもしれませんけれども、

その中で生まれてきている考え方でございますので、やはり国のいわゆる交付金ができたのもそう

いう流れでございますから、スピードというのは非常に重要でございますし、いつまであるかとい

うのはそれは保証の限りではございませんし、国の特別会計の無駄がいろいろ議論になっているよ

うでございますけれども、それが果たして一般会計にまわってそういった政策になるかどうか別に

しましてね、やはりできた制度については、できるだけ早く仕組みを作ってシステムを作ってそれ

を取れるだけのきちんとした基盤整備が必要であろうかと思います。  

 それから中小企業支援法の関係でございますけれども、これから作っていこうと思っています協

同組合についてはですね、やはり中小企業支援法の対象になるのではないかと思っています。そう

なってくると、やはりこれの監督官庁は道庁でございますので、道庁の経済部だと思いますけれど

も、そういうところの監督を受けながらですね、事業を執行していくのが一番ベストであろうとい

うふうに思っています。  

 それから農園事業の関係なんでございますが、厚真町の例でございましょうか。これについては

私分からなかったんですが、実は来年以降、虎杖浜のほうでとりあえず２町歩ですから２ヘクター

ルくらいでしょうかね。全体で４ヘクタールくらいあるのですけれども、やはりできれば４ヘクタ

ール全部農地にしていきたいなと思っています。半分半分わけまして、事業協同組合がやる農地に

ついては２ヘクタール、他の２ヘクタールについては今委員がおっしゃれているような、できれば

その事業協同組合で肥料をいれて畑を整備して、非常に安い価格で隣町の方、あるいは札幌圏の方

に利用していただければ良いのかなと思っていますし、当然農作業をしたら汚れますので、であれ

ば温泉に入っていただきたいし、温泉の裏に行けば安いタラコも買えるわけですし、前浜のタラコ

が買えると。後は加えて、大体そういう農地整備をする方というのは、私でも家庭菜園をやってい

ますからそうなんですけれども、もともと自然をやってきたのもありますけれども、どこか自然と

いうのがすきなんでございますね。そうするとやはり自然深勝というのは昨今の流行でございまし

て、そういった一つ一つのパーツ、パーツをネットワークできるような、新たなそういうビジネス
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があっても良いのではないかという発想はそこから来てございます。以上でございます。  

○委員長（加藤正恭君） はいどうぞ、大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君）  昨日の説明の中で、僕が一番大切だなと思ったのは、町財政に寄与できる

ような形で出発しているという部分なんですよ。今までの話しは、ほとんどこれが抜けているんで

す。山本委員がいったのもそこの部分だと僕は思うのだけれどもね、こういうことが視野に入って

いて支援するというのなら僕はいいんですよ。だけど、今までは違うんだわ、こういうものが全く

視野に入っていないで金だけを応援してくれという考えなのさ。観光もそう。 

 だからそういう考え方というのは、もうこれからの行政と民間とのあり方では、確かに民間にお

願いしていく部分がたくさん出てくる、僕もそう思うけれども。そういう考え方が、根本になって

やるのは事業としては絶対成功しないだろうと思っているんです。 

 そうなれば、委員長指摘している登別との関係がいろいろ出てくるのだけれど、僕はやっぱりう

ちの町はある意味でもう少しは自立していなくてはいけないのだから。そういう中で財政基盤をど

うするかというのがね、そこが根本の議論になっていないと、事業というのは成功しないと思って

います。 

 ですから、そこら辺どれくらいまで試算というか登別との関係でいっているのか、またそれが町

で使えるというふうになっていく可能性というのは、どのくらいの部分で、例えばの話、固形燃料

になる分１万トンを作った場合には、登別にはほとんど行かなくなれば、もちろん作ったものを払

わないというわけにはいかないでしょ。起債の償還の分は払わなければだめだけれども、運営の部

分は払わなくても良いとなると思うんだ。だからそこら辺はどれくらいまでの試算をしていますか。 

○委員長（加藤正恭君） 二瓶室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 実のところですね、まだ本当に試算といってもイメージ的な話で

すね。財政的な部分で今２億５千万円～２億６千万円ですよね。建設費の負担金を入れて。これが

変わらないと。若干の増減があるとしてもですね、本当にこれ財政的に町の財政の部分にまで影響

が出てくるとしたら、ごみの全量、７，１００万円の建設費は別ですよ。それでもしないと先ず効

果は出てこないのかなと。軽く考えてはだめだと思っているんです。１億円負担が減ったら全部町

の財政の部分に軽減するのだったら、この活動事業は回転していかない。固形燃料のほうへ投資し

て動かさなければいけない。一挙に軽減を考えたい部分あるのですけれども、先ほどいいました初

期の設備投資がどのくらいになるのか、それについてどこかから補助制度を持ってこられるのか、

それとも町のほうでそこの部分だけは支援するとかという部分は、まだ具体的な話しはできません

けれども、可能であるというふうに、事務方ではおさえているんですね。  

 そういう部分を考えますと、直接的な財政的な支援もありますし、やはり雇用という部分の中で

財政的に反映される部分もあるということをみていくと、そこも段階的に取り組んでいかなければ

ならないだろうなということでですね、まだ具体的な詰めという部分では、まだまだこれからとい

う部分があります。 

 それからもう１点、今の部分が答弁になるかどうか。もう一つ先ほどのスピードの部分ですね。

萩原参事のほうでは言えない部分のところですが、派遣は２年間ということです。私どものほうで
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はこの２年間に何とかレールを造って走らせること。それは産廃の部分を含めてですよ。とりあえ

ず産廃の部分で走らせるんだというところまでやっていくと。やらなければですね、いなくなって

町でどうするんだということには、事業協同組合の人たちから言われないように、そこまでは持っ

ていきたい。ですから、事務担当としてはあまり時間がないなというふうな形でおさえています。  

 実は、今までいろいろ議論してですね、可能性の部分とか委員の皆さんにも話していますが、非

常に緊張している部分があるんですね。具体的な部分で進めていかなければならないという部分は、

当然本人も緊張していますけれども、私どもも本当にものが非常に大きい問題で、具体的に踏み出

さなければならないという部分がありますから、内心は非常に緊張しております。  

 もう１点、私どものほうでは、今最終処分場がありますね、２２、２３年で満杯になるんです。

そうすると、これを新たな部分を作るとなると水処理施設を入れたら７億円程度の部分、またお金

がかかるんですよ。そうすると財政的な部分で、このままいくと非常に厳しい状況がある。 

 この点でもごみ減量化して、徹底的にやって延命措置をとってやっていくこと、最終的にはそれ

でも満杯になりましたといった時には、いろいろ今規制緩和的な部分が出てきていまして、例えば

日本製紙にも今現在管理型の最終処分場とか、町と同じような施設があるんですね。但し使われて

いないとかというような部分もあるんですが、許可の品目は町の焼却灰等は品目に入っていないか

らだめなんですが、町との中で管理型施設で、別に方法があって収容できる方法があればですね、

それを利用したりして、現状よりは負担がかからない方法が方策としてあるんですね。そういうこ

とも含めて、全般的な財政的な部分も含めたらですね、結果的にいくらとか言えない部分がありま

すけれども、中期的な部分を見るとですね、非常に財政的には支援される部分があるというふうに

考えています。 

○委員長（加藤正恭君） 冒頭に申し上げた、これからのいろいろな課題の中に同業者、類似の事

業団体がある。その方とはどうなのという、昨日のいろんな議論の中で調整をしますということな

んだけれども、やってみなければ分からない面が多いのだけれども、こういうメンバーは既存の業

者は検討会のほうには入っていないんですか。検討会のメンバーの中に、今リサイクルやっている

でしょ、小規模、大規模は別にして、そういう人たちは入っていないわけですね。  

 そういう人方との調整が、これいろんな形で応援することにしてできるとすれば、彼等困るとい

うか、つぶれるかなんかするということになると、一町民ですから皆さんやはり、ですからそうい

う問題もあるのだけれどもそのあたりはどのように考えていくべきか。萩原参事。  

○参事（萩原康政君） お答えします。現在その検討会ですけれども、この検討会の主要なメンバ

ーというのは今現在、町内でリサイクルをやっている業者なんですね。ですから収集運搬業をやっ

ている人間、業者ですね。それと中間処理をやっている。  

○委員長（加藤正恭君） メンバー出してもらえないかな。良いかい差し支えない。  

○参事（萩原康政君） やはり中心メンバーはリサイクルをやっている業者でございますね。ある

いは技術を持っている業者ですね。あとは農協さんですとか、漁協さんですとか、当然日本製紙、

旭化成建材等々の部分で作っている検討会でございまして、そういったものの方たちと､幹事会と

いうのを作ってございまして、その検討会の幹事会はやはりリサイクル事業者､中間処理事業者が
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主体となってございます。運搬業者もいますし、そういったような人たちとずうっと議論してきて

いるところでございまして、今後事業協同組合を立てるときのはどうなのかといいますと、ほとん

どが今の検討会組織に入っている人間が、そのとおり横滑りしていくのだろうと思っています。  

 ただ､その検討会を作ったのが、昨年の１２月なんですね。やはり今後どういった活動をしてい

くのかというと、具体的な大きな全体的なイメージはあったけれども、ここ個別なパート、パート

がなかなか決まっていないというのがありましてですね、やはりきちんとそこで参画の整理がされ

ていなかった事業者もいらっしゃったようでございます。  

 代表的にいえば、昨日お邪魔した例えば毛笠コンクリートさんですね。多分リサイクルセンター

あれだけの施設があるということは分からなかったのかも知れない。そういった方たちについては、

やはり事業協同組合を立ち上げる時には、参画のお声をかけていこうと思っていますし、それとも

う１点申し上げたいのは、リサイクルというのは実は魔法の技術ではないのですね。それをやれば

町のゴミがきれいになくなるかというと絶対にそうではない。  

 特に一般廃棄物を扱うのは当然粗大ゴミも入るわけであります。粗大ゴミについては燃えるもの

もあれば、燃えないものもある。燃えないものをどうするかとなりますと、やはりそれはきちんと

した適正処理と、これは簡単にいえば最終処分ということになっていくわけですね。そうすると､

今のこのメンバー見ていただけばお分かりのとおり、そういった最終処分の技術を持っている方も

不足しているところでございます。  

 町内で私が知る限り､最終処分の技術を持っておられる業者さんもいるように聞いておりますの

で、そういった方たちにもお声をかけていくという形になっていきます。従って､今ある業者さん、

今考えられる業者さんとの軋轢といいますかですね、そういったものについては当面ないのではな

いかなと。今の検討会はこうですけれども､事業協同組合を立てるときには、そういった個々のパ

ートが決まっていきますから、それによってお声かけていくような形になるのかと思っていますの

で、特にその辺の調整はないと思っています。  

 ただ、昨日の資料の中で､有機堆肥のところで一部ちょっと触れたんですけれども、実は町内で

も有機堆肥をやっている既存の業者はございます。そういった意味では堆肥を作るという行為につ

いては、やはりバッティングというのでしょうかね。ちょっと重ねあう部分があるかと思います。 

 ただ、それについてもそこの業者さんとも、実は私のほうで個人的にお話しをしておりますけれ

ども、やはりいろいろ調べていきますと、何か業をやる中にはですね、不足しているものがござい

ます。調べていきますと技術はあるけれども、原料を収集運搬する力がちょっと不足していると。

そういったところを補完してあげることもできます。そうした中での調整をしながら進めていきた

いなとそういうふうに考えております。  

○委員長（加藤正恭君） 例えば、鶏糞の処理を現在しているところもあれば、いろんなのがある

わね。そういう人方が事業組合を協同組合を設立する時に、私も入れてくださいといった場合には、

「そうですか」ということで入れられるものかどうか、そのあたりはどうですか。「貴方はまずい

です」という権限も在るのかないのか、そのあたりはどうなんですか。  

○参事（萩原康政君） この事業協同組合というのは、ご承知のとおり法人登記になります。法務
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局に理事登記させていくような形になりますので、やはり最初の立ち上げの時のメンバーというの

は当然必要でございます。加えて、その理事を代えるときには当然登記の変更申請がございますの

で、やはり事業が走っていく中で、例えば新たにご希望があればそれはどんどん追加することは当

然可能でありますし、門戸を閉めているわけではございません。但し、協同組合を立てるときはそ

れなりのいわゆる資金が必要でございますので、希望があってどうぞというわけにはいかないもの

ですから、やはりそれなりに高いお金は考えておりませんけれども、やはりそれなりにきちんとし

た形のお金をいただかなければならないとなります。それがご自身のやっている業の中で、どうい

った形でメリットが、当然お金を払うわけですからビジネスですから、メリットが必要でございま

すのでね、そういったところを入られる方は十分お考えの上、お声をかけていただくことになるの

かなというふうには思います。 

○委員長（加藤正恭君） 具体的にどういうようなことをいうのか分からないけれども、この調整

ということがどういうことなのか、非常に難しい問題だと思うのだよ。だから簡単に話し合いだけ

で済むとは限らない。自分たちも事業なんですからね。だからそのあたりが非常に難しいなと。組

合員になってもらったは良いけれども、単純に組合員になったからといって、スムーズに行くのか

なと、それはつぶしちゃうのかどういうふうにしちゃうのか、それは今後の問題なんだろうけれど

も、そこまで我々ああだこうだという必要はないにしても、既存の事業者の問題もあるものだから、

そのあたりをうまく持っていければ一番いいのだけれども、それはこの協同組合にお任せするより

仕方ないかな。どんなものでしょう。はいお２人ともどうぞ。  

○政策推進室長（二瓶 充君） 非常にそれは心配する部分ありますね、確かにですね。ただ、私

今が見ている、進めている中ではですね、その業者と立場上オブザーバーとして道職員という立場

の中で、業者と道職員の間の信頼関係が町職員よりもあるなというのがザックバランな見方でして

ね、「よく話を聞くな」というのが実態です。ですから今のうちはいいなと。これが２年過ぎてい

なくなったときに、ちゃんと成長して実績に基づいて業者みんなでこうやればうまくいくんだとい

うことで理解し、進んでくれたらありがたいなと。その時にはですよ、町としても当然うまく進め

ていかなければ、ゴミの問題で直接影響が出てきますからね。当然関わってこなくてはならない運

営の部分、ただ、スタートの今の段階で取っている部分ではうまくいっている、これを続けていき

たいなと。先ほどいいましたレールというのはですね、運営の部分と実際の事業の立ち上げ部分、

２つあると思うのですけれども。これをつなげていきたいと思います。  

○委員長（加藤正恭君） はい、萩原参事。 

○参事（萩原康政君） 私のほうも同じような形なんでございまして、調整等確かに既存の事業者、

事業体を作り上げるときには当然既存の事業者との部分がございますので、それはやはり進めてい

く中で順次調整していくよりしようがないなと思っています。  

 あとは、それぞれでもって技術が本当にこのシステムの中でどうやって生かされているかという

のを参加のお声を上げている事業者の中で、どうぞ判断をしていくしかないのかなという気がして

いますね。 

○委員長（加藤正恭君） ただ、負債がないのならいいのだけれども、負債がある場合ね、大きい
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小さいは別にしてそれを返していかなければならない。現在やっていて負債がゼロということはな

いと思うね。だから返していかなければならないと。そういう問題も事業者にはあると思うのでね、

そのあたりのことも頭においてやらなければいけないし、非常に難しい問題があるのではないのか

なと。しかも、人間と人間の問題になるものだから単純に割り切れない場合もあるだろうしさ。  

 そのあたりは協同組合のほうへ任せるしか仕方がないのかなという気がするのだけれども、その

点うまくやっていただきたいと思うのだけれども。はいどうぞ、二瓶室長。  

○政策推進室長（二瓶 充君） ごみの燃料化をスタートして、いつかの時点で、明日からまた登

別さんにお願いしますなんていうことにはならないですよね、本当に段取りして実際のプラントの

確認をして、本当にプラントなりが信頼あるかどうか、この辺を確認してからでないと、なかなか

二股かけないとですね、うまくないというのはその辺があると思うのですよ。ですからやってみて

本当に、また頭を下げて全量を燃やしてくださいなんていうことには絶対になりませんので、その

辺は十分行政のほうも本当に先ほどいった、石橋をたたいてですね、確認してそれからやっていか

なければならないと。失敗は許されないということですね。  

○委員長（加藤正恭君） 登別市との歴史的な問題を考えると、白老のゴミを簡単に、向こうの議

会でも素直に市民が受け入れてくれたという、何か文句が出て「何で白老のゴミを登別で焼かなけ

ればならないのだ」という反対運動が一つもなかった、スムーズの受け入れたというそういう恩義

というものを感じているんですよ。我々は人間としてね。だからこっちの都合によって、もうやり

ませんよというような簡単に、そういうふうに割り切れるものかどうかが、ちょっと私心配をして

いるわけ、だからそのあたりも先ほど事業者ばかりとの調整ではなくて、登別市との話し合いも非

常に感情的にならないように、こちらの言うことを素直に受け入れてくれたということを考えると、

感謝しなければならない面もあるわけで、その当たりうまく進めていくべきだなと、難しい問題な

んでしょうけれども、外交交渉じゃないけれども、本当に難しいと思うのですけれども、そのあた

りどうですか、登別市との問題は。はいどうぞ。  

○政策推進室長（二瓶 充君） これはですね、町長他理事者含めた中でですね、白老町が生き残

っていくためにはどうしたらいいかという部分を考えたりしていると思います。その中で先ほどい

いました企業の支援、産業の振興、そういう部分を含めた中でゴミの部分も考えていくということ

になりますので、当然、今までの登別市さんに対して非常に、我々感謝する分での対応という分は

当然持たなければならないと思いますけれども、これは、それはそれとしてですね、やはり切り替

えなければならないところは切り替えるという、それは英断を下すと思いますよ。  

 その中で、私どももこの話しでは何回か町長に話をしていますけれども、やはり白老町全体を見

た中での取り組みという部分でですね、考えているようですからね、その部分については一つ一つ

の課題、登別市さんの課題も一つですね、それは十分自治体間同士の間ですから、その辺は重視し

た形の中でやっていくというふうに考えております。  

○委員長（加藤正恭君） はい、他にどなたかありませんか。よろしゅうございますか、大体こん

なところで。はい、大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君）  聞くんじゃないのだけれどもね、今回のこの産建の委員会というのは、極
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めてよかったなと思っているんですよ。それで、慣れ合うとかそういうのは私全く考えていません

けれども、議会を使う部分は使って欲しいなと思うんです。これすごく思うんですよね。特にこう

いう大きな財政がらみの政策を進めるときには、やはり我々もできれば細かいところまで知りたい

というものもございます。同時に行政が議会といっしょにやれる、そしてもちろん意見いろいろご

ざいますからありますけれど、やっぱり議会を使うくらいの中味で、我々がそれに足りなければど

うにもならないのだけれども、足りるように努力しますけれども、議会ときちんと意思統一しなが

ら、使えるところは使ってもらう。マスコミ含めて使える部分がございます。この問題というのは

僕はメディアを活用するということを徹底してやったらいいと思っています。特に天ぷら油は、主

婦の皆さん含めてゴミの減量化するのに、どれだけ町民が潤うのかというところを徹底的にやって

欲しいんですね。ですから今日は、マスコミが来ていないから残念なんだけれども、本当は昨日今

日の議論をマスコミさんなんかもっと今までより大々的に扱って欲しいなと思っていたんだけれ

ども、そういうことを含めて、やっぱり議会を使うところは使っていただきたいということをお話

しておきたいと思うんですよね。  

○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） 最後に萩原参事さんのほうにお聞きしたいのですけれども、先ほどの

登別市との問題なんですね。これ大事なことだと思うのです。観光のほうでは広域連携がもう進ん

でいますのでね。これ道の北海道グリーンビジネスという、道も主体となってやっているものでご

ざいますので、当然上野市長と飴谷町長がギクシャクにならないように、道としても当然クッショ

ンというのかな、そういったような形になっていただかなければならないと思うんですよ。登別市

との話し合いの時にはですね。その辺のことに関していかがでしょうか。  

○委員長（加藤正恭君） 萩原参事どうぞ。 

○参事（萩原康政君） 今後ですね、こういったものを取り組んでいくのに確かにゴミについては

広域連携というんですかね、広域処理というものも、これやっぱり道の政策として出ているもので

はあるんですね。ところが廃棄物処理法という法律の中では、やはり出ているゴミは出ているとこ

ろの地域の責任というのがありましてね、事業所は事業者責任になって、一般廃棄物については市

町村に責任があってというところがありますから、やはりその辺の兼ね合いの中で、例えば白老町

と登別市の中で何か問題が起きた時のような部分のですね、仲裁ではないのですけれどもそういっ

た部分のクッションといいますかね、そういったものについては必要があれば何らかの形で、道本

庁にもお願いしなければならない部分もあるのかなというふうには思っていますので、それが今後、

まだ何もやっていない部分の中でですね、どういった形での反応が出てくるかさっぱり分かりませ

んけれども、必要があればやはりそういった中で、私がここにいる以上は道本庁のほうにはそうい

った整理というのをお願いするようなことがあるのかなと、そのときにはそれなりに動こうかなと

思っています。 

○委員長（加藤正恭君）  それでは、一応審議のほうはこれで終わりたいと思います。長い間お付

き合いいただきましてありがとうございました。すみませんどうも、ご苦労様でございます。  

一旦休憩をします。 
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休  憩（午前１１時５２分） 

 

再  開（午前１１時５３分） 

 

○委員長（加藤正恭君） それでは、委員会を再開いたします。昨日と今日と２日間で、大体聞く

ところ話すところは終わったか思いますので、時間余りありませんけれどもまとめをしたいなと。

簡単にまとめてみたいと思うのですが、文章的なものは委員長・副委員長にお任せしていただきた

いと思いますが、是が非でもこの部分はと、こういうようなところがありましたら、皆さん方のご

意見を伺いたいと思います。どなたでも結構ですからどうぞ。大渕委員どうぞ、お願いします。  

○委員（大渕紀夫君）  私やっぱり、今行政で必要なのは評価する、議会が行政に対して評価する

ことだと思っているんですよ。きちんと評価すべきものは評価すべきだろうと思っています。  

 今回のこの取り組みについて、私は白老町にとっては画期的なことだろうと。それはなにかとい

うと、一つは財政がきちんと背景にあるということ。それから具体的になっているということ。こ

れだけ僕、具体的なもので聞いたというのは、物を作るということ以外、公園を作るとか、公営住

宅を作るとか、そういうもの以外ではほとんどなかったように思うのです。課題が出たあとにはあ

るけれどね。そういうことで言えば我々が課題を提供する前に彼等やっていたわけですから、です

からそういうことで言えばですね、これ政策を具体化してこれ我々の俎上に載せたということは、

極めて評価すべき中味だろうと思っています。この行き先については、どうなるかというのはまた

別な話しです。ただ、そこの部分までの評価は僕は議会としてきちんとすべきだろうと。これが皆

さんの合意が得られれば、私は議会としてそういう立場で評価をして上げたいなと思っています。 

 委員長と違うのは、懸念するところはありますけれども、多分懸念材料はたいしたことはないの

ではないかと、僕は軽く考えているわけで、そんなところです。  

○委員長（加藤正恭君） 私、先ほど冒頭に申し上げた指摘する部分というのは、登別市との協議、

それから新たな設備投資ですね。これを大きな問題だろうと思うのだけれども、それは国の補助金

なり道の補助金、町が補助すれと、しなさいということは言えないにしてもですね、十分に有効に

活用してという程度の表現で書いてみたいと思うのですけれども、いかがですか、いいですか  

○委員（大渕紀夫君）  それはかかれたほうがいいですよ。問題点がないといっているのではない

から。 

○委員長（加藤正恭君） 分かりました。それから類似業者とも十分調整等配慮したいと。それか

ら大渕委員さんが言った、静脈システム、これの議論をこれから大いにすべきだという面もあろう

かと思います。雇用の面も入れておきたいと思いますが、ほかに何か。ここは是非というところ何

かありませんか。ありましたら、ご意見を賜りたいと思います。  

○委員（大渕紀夫君）  強いて言うなら、スピードを上げて取り組むべし。  

○委員長（加藤正恭君） どういう表現にしたらいいか。こんなところですか。なければこの辺に

しておいて、文章ができましたらなるべく早く皆さんにご提示してですね、いろんな角度からの添
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削をお願いしてもらって、１２月の議会に提出したいとこのように考えておりますが、そういうこ

とでよろしゅうございますか。 

そういうことで、常任委員会を閉じたいと思います。どうもご苦労様でした。ありがとうござい

ます。 

 

（午前１１時５７分）  


