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白老町民生常任委員会会議録 
平成１８年 １月２３日（月曜日）  

  開 会   午前１０時００分  

  閉 会   午後 ４時０６分  

 

○議事日程 

審査又は調査事件  

＜審査事項＞ 

・環境基本計画の方向性について  

 

 

○審査又は調査事件  

調査事項   

所管事務調査  環境基本計画の方向性について  

 

 

○出席委員（７名）  

 委員長 吉 田 和 子 君         副委員長 熊 谷 雅 史 君 

     西 田 祐 子 君               宗 像   脩 君 

     大 渕 紀 夫 君              根 本 道 明 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  

生活環境課長     須 貝   貢 君  生活環境グループ主査 須 田 健 一 君 

生活環境グループ主査 小 林 繁 樹 君 

 

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局長  上坊寺 博 之 君       嘱託職員  松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣言 
 

○委員長（吉田和子君） ただ今から、民生常任委員会開催いたします。  

 お諮りいたします。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（吉田和子君）  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（吉田和子君） 次に、本日の委員会の日程について事務局から説明を致します。  

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日と明日、明日までかかるか日程的には微

妙な時間帯なんですが、一応環境基本計画の方向性ということで、担当のほうから先般の全員協議

会でご説明を受けました。内容を改めて詳しくお伺いすることになってございます。以上でありま

す。 

○委員長（吉田和子君） それではここで暫時休憩をいたしたいと思います。  

 

休  憩（午前１０時０１分） 

 

再  開（午前１１時１９分） 

 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

○生活環境課長（須貝 貢君）  それでは環境基本計画案について、説明したいと思います。  

 「白老町環境基本計画（案）（第２期）｣につきましては、昨年の第 4 回定例会終了後、１２月１

９日でございますけれども、全員協議会の機会をいただきまして、１１月７日に白老町環境審議会

から答申のあった原案、そのままその概要を説明したところでございます。  

 今日、新たに写真見出しの計画書を配付してございますけれども、これは全員協議会の時の質問

だとか意見、それらを総合的にふまえまして、再度全般的に見渡し、分かりづらい表現だとか、不

適正な数値等を修正して、さらに資料編の前に用語の解説を加えてこのように成案化したものでご

ざいます。 

 今の考えでは、これをもって計画書としてスタートさせる考えでおりますので、これに基づいて

説明したいと思います。先に配付の計画案は破棄していただくようにお願いしたいと思います。  

 今日の説明は全員協議会のときの説明と重複して説明する形になりますので、ご了承いただきた

いと思います。説明員につきましては、最初に環境基本計画の策定計画の経過の概要を私のほうか

ら、それから計画書の、第１章計画改定の趣旨、第２章環境の現状と課題、第３章白老町の望まし
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い環境像、そこまではうちの小林主査のほうから、続きまして第 4 章施策の体系と展開、第 5 章計

画の推進体制と進行管理、これにつきましては須田リーダーのほうから説明させていただきたいと

思います。 

 先ず、環境基本計画の策定の経緯についてでございますけれども、計画書を１枚めくっていただ

きまして、右側のページに飴谷町長の挨拶が載ってございます。更にまためくっていただきますと、

１ページになりますが、第１章の改訂の趣旨。それをご覧いただきますと今回第２期計画として策

定する趣旨が説明されてございます。  

 これを簡単に申し上げますと、平成１０年策定の環境基本計画につきましては、環境基本法第７

条及び北海道環境基本条例第５条で策定の義務を市町村が負わされているところでありまして、こ

れに基づいて前回は策定されたものでございます。  

 その後、いわゆる地方分権一括法によりまして、北海道環境基本条例第 5 条で市町村の策定義務

の条項を負わされたものがそのまま削除されてございます。それと、計画書の３４ページを開いて

いただきまして、これの中ほどに表が載ってございまして、ここにありますようにですね、環境を

取り巻く法律が矢継ぎ早に制定されてきたという環境問題に対する時代背景がございます。これら

を総合して考えたときに、白老町として、環境施策に果たす姿勢を明らかにするという必要性から、

ご承知のとおり平成１６年９月に議会の議決をいただきまして、「白老町環境基本条例」が制定さ

れ、施行されたところでございます。  

 条例は６１ページ以降に資料として掲載されておりますので参照していただきたいと思います。

この中で具体的施策の推進について、第８条及び第９条で環境基本計画の策定・進行管理について

規定されており、今計画につきましてはこれによって策定されたということでございます。 

 次に、環境基本計画案策定までの計画についてでございますが、６５ページをお開きいただきた

いと思います。ここに白老町環境審議会に諮問してから、計画案答申に至るまでの経過が載ってご

ざいます。これによりますと、平成１５年１２月２６日に白老町環境審議会へ、白老町環境基本計

画策定について諮問しますという内容で諮問してございます。白老町環境審議会の委員のメンバー

でございますけれども、次の６６ページに記載のとおり堀尾博義会長以下総数で１０名で構成され

ているところでございます。 

 環境審議会での審議状況を申し上げますと、平成１５年１２月２６日に飴谷町長から諮問を受け

て、基本計画案として答申する平成１７年１１月１７日までの間に、１７回にわたって審議会を開

催して案作りの審議をしてございます。  

同時に並行しまして、「白老環境の町宣言」及び白老町環境基本条例案の審議も行うなど、環境

基本条例と環境基本計画の整合を図りながら進めてきたという、極めてハードなスケジュールの中

で、この第２期環境計画の素案作りが進められてきたところでございます。  

このような経過の中で、昨年４月下旬に素案がまとまったということでございます。これらを具

体的に説明しますと、審議会では飴谷町長からの諮問を受けまして、最初に諮問を受けたその日の

うちに計画策定案の方向性を３点確認してございます。 

その１点としては、白老町の望ましい環境像を示す。  
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２点目として、環境の保全・創造に関する施策と目標を体系化し、各主体の役割を示すと共に重

点施策を明らかにする。  

３点目が、施策の実行性を確保するため、必要な仕組みを明らかにする。  

 この３点をすえてきたところでございます。  

 次に、審議会では、平成１０年度に策定の環境基本計画の点検を行ってございます。この点検を

行った結果としまして、総括として２点、新計画に踏襲すべきものとして取り上げてございます。 

その１点目としては、旧計画の基本的な考え方は環境の現状・課題整理・望ましい環境像が設定

されており、さらに目標を定めて具体的施策を掲げている計画の推進となっているということでご

ざいまして、この形式は新計画にも踏襲すべきと。２つ目は、旧計画は町民・事業者・行政の役割

が明確になっているということで、これも踏襲すべきと。この２点を旧計画から新計画に踏襲すべ

きというふうになってございます。  

さらに、新たに取り組む事項として、６点挙げてございます。  

１． グラフ、写真などを利用してより見やすいものとすべき。  

２． 進行管理を明確にするため、事業評価を想定した計画策定が必要である。  

３． 財政状況も考慮した現実的な計画であること。  

４． グリーン購入など、新たな時代の課題への取組みに検討が必要である。  

５． 経済と環境の関係を考慮したいこと。  

６． アイヌ文化に学ぶ具体策を持ちたいこと。 

この６点を挙げてございます。 

この後の審議会では、これらの総括事項をふまえまして廃棄物の不法投棄現場、川沿地区の使用

済み車両の実態及びヨコスト湿原等の現況と現地調査を実施してございます。この他に、アイヌ文

化につきましてアイヌ民族博物館、中村館長さんの講話を受けるなどの研修を行ってございます。

さらに、まちづくり懇談会、町民意識調査、各種団体からの要望・意見等々をすべて参考にして、

計画の骨子あるいは各分野の計画のあり方などについて、審議を重ねてまいりました。  

さらに総合計画の整合が取られているか等の点検を図りまして、昨年４月に素案がまとめられた

ところでございます。  

この素案は全５章と資料編から構成されておりまして、第１章では配付しました計画と同じくで

すね、計画の趣旨、第２章では環境の現状と課題を、第３章では白老町の望ましい環境像、第４章

では施策の体系と展開、第５章では計画の推進と進行管理を、そして最後に資料編として、基礎デ

ーター等が添付されてございます。  

その後、４月から５月にかけまして小・中学校に環境についてのアンケートや環境教育に関する

取組み状況、また議員さんはじめ各種団体の代表の方には素案を配布してございます。町民には、

広報及びホームページにより、広く周知しまして、意見募集を行ってございます。これによりまし

て、３名の町民から２４点の意見が寄せられてございます。これらの寄せられた意見等を配慮しま

して、成案化しまして最終審議の上、１１月１７日の答申に至ったところでございます。  

また、これとは別に、町側としてもこの環境審議会での審議と並行して、関係課１１課で検討会
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議を設置しまして、平成１０年策定の環境基本計画の点検や、新計画策定に向けての現状、課題の

洗い出しを行うなど、審議会での素案作りの資料提供や、素案の点検調整を行ってきたところでご

ざいます。 

平成１０年策定の環境基本計画は望ましい環境像を誰もが快適に感じる町、ということで地域ア

メニティーを重視した計画であったのに対しまして、今度の計画案につきましては望ましい環境像

を、人と自然が共生できる循環型社会の形成を目指す町白老というふうにしてございまして、私た

ち自身も生態系の一員であるという認識から、人と自然の共存を視野に入れた地域計画というふう

にまとめられてございます。 

いずれも地球環境を視野に入れた取組み方になってございますけれども、地球環境を視野に入れ

た計画には違いありませんけれども、新旧それぞれ味わいの持った計画というふうになってござい

ます。計画の推進にあたりましては、町民や事業者も環境問題を自らの課題としてとらえ、町民、

事業者、町の各主体が相互に連携し、将来の世代に良好な環境を承継していく、環境の保全・創造

に向けての自主的積極的に行動することが求められてございます。 

従いまして、第４章では施策項目と町・事業者・町民の役割分担を強調し、また第５章では計画

の推進体制や進行管理の方向が示されてございます。この計画については、極力文章表現や用語に

配慮して分かりやすい計画としてございますけれども、白老町、地域が一体となって環境の保全・

創造に向けた取組みを推進するための指標としておおよそ２年にわたりましたけれども、白老町環

境審議会が白老町環境基本計画第２期案としてまとめあげ答申されたものでございます。  

最後になりますけれども、この計画は総合計画とリンクされてございますので、目標に対する達

成度等の評価は総合計画の進行管理評価を行っていくことによりまして、その達成度合いが現れて

くるというこのような仕組みになってございます。以上でございます。  

具体的にそれぞれから説明させますので、お願いいたしたいと思います。  

○委員長（吉田和子君） 先に小林主査のほうからですね。よろしくお願いいたします。  

○生活環境グループ主査（小林繁樹君）  それでは、私のほうから第１章 計画改訂の趣旨につい

てご説明いたします。  

 この第１章につきましては、白老町環境基本計画を改定する背景、目的、位置付け、環境の範囲、

対象地域、計画の範囲を明らかにしています。本計画の本文が一番分かりやすいかと思いますので、

本文のほうを読んでいきたいと思います。 

１．改訂計画策定の背景  

 白老町では、平成１０年に町・町民・事業者が共通の問題意識と理念を持ち、それぞれの立場で

相互に協力しあって、環境問題の解決を図るため、環境基本計画を策定して環境施策を推進してき

ました。 

 環境基本計画の策定から今日までの間に、廃棄物やダイオキシン類などに関する法整備や制度の

見直しなど、多くの重要な事項について急速に変化してきており、社会情勢の変化や環境問題の多

様化への対応が必要となってきました。  

 本町においても、平成１０年の環境基本計画の策定時に増して、廃棄物の問題、自然環境の保全、
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地域からの地球環境問題への貢献等が求められております。  

 このため、環境問題の解決を図るための規範となる環境基本条例を平成１６年９月制定し、この

条例に規定された「良好な環境の保全と創造」を実現するための取組みを総合的に実行していくた

め、平成 1０年度策定の環境基本計画を見直し新たに環境基本計画（第２期）を策定いたしました。  

 以上が背景でございます。 

 続きまして目標です。  

２．目的 

この計画は、「環境基本法」及び「白老町環境基本条例」の理念にのっとり、良好な環境の保全

と創造をするために、総合的かつ計画的に推進することを目的に策定するものです。  

 白老町環境基本条例第３条で基本的な考え方、第７条で施策の基本方針、第８条で環境基本計画

の策定をうたっており、これが基になっております。  

３．位置付け 

 この計画は、「第４次白老町総合計画」の生活・環境の向上に関する分野別計画との連動を図り

具体的な目標・方策と各主体の行動項目について定めます。  

 この計画で定める具体的な取組み項目は、「第４次白老町総合計画」の実行計画と整合性を図る

ほか、緑の基本方針を始めとする環境関連計画との整合性を図ることにより実行性を確保するもの

です。 

 図を見ていただきたいのですが、国の関係・北海道の関係・町の関係、それらの環境施策の関係

を示した図となっております。 

４．環境の範囲、対象地域 

 この計画では、環境の範囲を「自然環境」、「生活環境」、「都市環境」、「地域環境」、「総合的な環

境施策」の 5 つの分野に区分し、それぞれの現状と課題を把握し、目標を立て取組みを展開してい

きます。 

◆ 環境の対象地域 

この計画の対象地域は、白老町の行政区域全域とします。ただし、広域的な取組みが必要な場合

は、北海道や他の市町村などと協力してまいりたいと考えております。 

５．計画の期間 

 この計画の期間は、計画に実現性を考慮し第４次白老町総合計画と連携し推進することから、平

成１７年度から平成２３年度とします。  

続きまして、第２章 環境の現状と課題に移りたいと思います。  

この章では、白老町の環境を「自然環境」、「生活環境」、「都市環境」、「地球環境」、「総合的な環

境施策」の 5 つの分野ごとに現状と課題について整理します。  

本題に入る前に、白老町の概況としまして位置、地勢、気候について説明しております。6 ペー

ジの月別の気温のグラフ、それから１０年間の気象データー、平成１６年度の月別の気象概要など

を載せております。 

１つ目の分野自然環境ですが、ここの分野につきましては、（１）みどり、１２ページになりま
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すが（２）の野生生物。大きく二つに分類しまして、（１）みどりにつきましては、①森林、②農

地、③自然公園地域、④町なかのみどり、そして（２）野生生物につきましては、①自然環境調査、

②町内に生息する希少生物、③アイヌ文化の伝承活動に必要な動植物、④鳥獣保護、⑤有害鳥獣・

害虫駆除の５つにまた分類しまして、それぞれ現況について説明しております。  

８ページの森林面積のグラフ、９ページ農家総戸数の推移のグラフ、耕作面積の推移のグラフ、

１１ページの緑被率の変化の表グラフ等を載せております。それから１３ページつきましては白老

町内で確認されている希少生物の表を、鳥類・両生類・植物・魚類に分けて載せております。  

そこで、この自然環境の分野の課題としましてまとめてあります。 

課題の整理（自然環境）  

１．森林面積・耕地面積と農林業従事者の減少  

２．市街地にみどりが少ない 

３．公園・街路樹・花壇の維持管理の方法に工夫が必要 

４．自然環境調査データーの不足  

５．希少生物・アイヌ文化伝承に必要な生物の保護・保全の不足 

６．外来種が増加している 

 以上の６つを課題として整理しております。  

次１６ページにまいります。 

 ２つ目の生活環境の分野ですが、ここでは（１）廃棄物、（２）リサイクル、（３）大気汚染、（４）

騒音、（５）悪臭、（６）水環境、（７）公害に関する法律、北海道条例の指定状況の７つに分け、

さらに（１）の廃棄物につきましては①一般廃棄物、②し尿処理、③産業廃棄物の３つに分け、（６）

水環境につきましては、①水質汚濁、②地下水にまた分類しまして、それぞれの現状を説明してい

ます。 

１６ページ、グラフが２つありますが、一般廃棄物排出総量の推移、不法投棄処理実績、次のペ

ージのし尿受入量のグラフなどを載せております。  

（３）大気汚染につきましては、北吉原大気汚染局の数値を載せております。 

（４）騒音につきましては、国道３６号沿道自動車交通騒音測定結果。（６）水環境につきまし

ては、白老海域のＣＯＤ測定結果の推移を載せております。  

課題の整理（生活環境）  

１．事業系一般廃棄物は増加している  

２．不法投棄が増加している 

３．リサイクル産業の推進方策が不足  

４．し尿処理施設の老朽化 

５．廃棄物最終処分場の残容量がわずか  

６．総合的な飲用地下水対策が必要  

以上の６つを課題として整理しております。  

続きまして、２３ページの４都市環境に移ります。ここの分野につきましては、（１）上下水道
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の整備、（２）公園、（３）街路樹、（４）景観、４つに大きく分類しまして、特に（１）上下水道

の整備につきましては、①上水道、②下水道、③合併浄化槽に分類し、それぞれ現状を説明してお

ります。 

課題の整理（都市環境）  

１．排水処理の手法の検討 

２．給水区域内の利用促進手法の検討  

３．水辺環境の整備の検討 

４．景観を守り育てる手法の検討  

以上の４つを課題として整理しております。  

続きまして５地球環境ですが、ここについては２７ページの（１）地球温暖化、次のページの（２）

オゾン層の破壊、また次ぎのページの（３）酸性雨、（４）資源・エネルギー。特に（４）資源・

エネルギーにつきましては、①温泉、②地域エネルギーの２つに分類しそれぞれの現状を説明して

おります。それをまとめたものが３０ページに載っております課題です。  

課題の整理（地球環境） 

１．地球環境問題が身近な生活にも原因があることの啓発  

２．地球温暖化防止のために町民・事業所が具体的に何ができるか 

３．オゾン層破壊防止に町民・事業所が具体的に何ができるか  

４．酸性雨対策のために町民・事業所が具体的に何ができるか  

５．資源エネルギー利用の具体策が不明確・推進体制が未整備  

５つを課題として整理しております。  

最後の 5 つ目ですが、３１ページに移ります。６．総合的な環境施策としましては、（１）環境

教育・学習、（２）情報提供、（３）環境関係団体の取組み、（４）事業所の取組み、（５）環境と経

済。この 5 つに分けまして、（１）環境教育・学習につきましては、①環境教育を巡る状況、②白

老町の環境教育の現状の２つに分けまして、それぞれの現状を説明しております。  

３１ページの表つきましては、各小中学校で行われている環境教育の実際の取組みを上げており

ます。 

そこで、ここの課題の整理ですけれども３３ページ下段のほうにあります。  

課題の整理（総合的な環境施策）  

１．学校教育における計画的な環境学習の推進方法の検討  

２．環境情報の提供の推進方法 

３．環境活動団体の支援方法 

４．事業所における計画的な環境活動の普及方法の検討 

５．役場内の総合的な環境施策の推進体制・方法の検討 

６．環境産業の推進方法の検討 

以上の６つを課題として整理しております。  

第３章、３４ページに移ります。  
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第３章 白老町の望ましい環境像を本文にそって説明してまいりたいと思います。  

１ 白老町環境基本条例は目指す望ましい環境像  

（１） 総合的・計画的な環境対策の必要性  

 環境問題は、かつては、工場が排出する物質による空気・水の汚染つまり公害が最大環境問題で

したが、公害規制の強化、事業者の対策により一応の収まりを見せました。しかし、現在は大量生

産・大量消費に伴う大量の廃棄物問題、都市化に伴う市街地の緑の減少問題、自動車交通による大

気汚染・騒音問題など私たちの身近なところで発生する都市・生活型の環境問題に変化しています。

さらに身近で発生する環境問題が、地球温暖化や酸性雨などの地球規模の環境問題と繋がっている

ことも深刻な問題です。  

 国では、このような新しい環境問題に対応するため、矢継ぎ早に次のような新しい法律を制定し

対策を講じています。  

 次の表で、平成１０年から１０以上の法律が制定されてきております。  

（２）白老町環境基本条例が目指す「望ましい環境像」 

 こうした新しい環境の状況に対応すべく白老町は、平成１６年９月に環境基本条例を制定しまし

た。 

条例前文では、豊な自然環境に恵まれた白老町ですが、「私たちの生活に豊かさをもたらした社会

経済活動は、環境負荷を増大させ、地域の環境だけではなく、地球環境をも脅かそうとしている。」

との現状認識を示しています。 

 さらに「私たち自身も生態系の一員であり、享受できる環境には限りがあるとの認識に立ち、自

然と共に生きてきたアイヌの人々や先人の知恵と歴史に学びながら、人と自然との共生を基本とし

て、持続的発展が可能な循環型の社会を築いていく必要があります。」と望ましい環境像を示して

います。 

本計画では、望ましい環境像を「人と自然が共生できる循環型社会の形成をめざすまちー白老」

とします。 

２ 望ましい環境像の実現のための「基本方針」  

 白老町環境基本条例に定める良好な環境の保全と創造に関する施策を推進するために、本環境基

本計画を策定し計画的に進めることとしています。  

 環境の保全と創造に取組む基本的な考え方として、条例第３条で次の３点を規定しています。  

 簡単にまとめたものが、（１）～（３）です。また、条例の本文につきましても資料のほうで載

せておりますので、見ていただけたらと思います。  

（１） 環境の恵みを将来の町民も享受できるよう取組む。  

（２） 町、事業者、町民がそれぞれ責務を自覚し自主的に取組む。 

（３） 地域の環境が地球全他の環境と深く関わっていることを自覚して取組む。  

また、施策の基本方針として、条例第７条では次の４点を規定しています。  

（１） 健康で安全に生活できるまち 

（２） 人と自然が共生する豊かな環境のまち  
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（３） 心の豊かさが感じられるまち 

（４） 環境への負荷の少ない循環型のまち、この４点です。  

３ 環境目標 

 本計画では、望ましい環境像の実現のために条例で定めた基本的な考え方と施策の基本方針を踏

まえて、次の５つの環境範囲に対して、環境目標を設定しています。  

  １ 豊かな自然を大切にするまち   ≪自然環境≫  

  ２ 健康で安全に暮らせるまち    ≪生活環境≫  

  ３ うるおいのある美しいまち    ≪都市環境≫  

  ４ 地球環境を守るために行動するまち≪地球環境≫  

  ５ 環境を学び自主的に行動するまち ≪総合的な環境施策≫ 

 そこで、この５つの環境目標を達成するための施策として、第４章施策の体系と展開で定めてい

ます。 

４ 環境目標を達成するための各主体の役割  

 環境目標を達成するために、条例で定めるそれぞれの責任と義務を踏まえ、町・事業者・町民が

果たす役割を次のように定めます。  

（１） 町の役割 

 条例第 4 条で町は、「環境の保全と創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し実行する」責

任と義務があると定められています。町として具体的には、環境基本計画の策定と進行管理のほか、

環境学習の推進、環境情報の提供、環境活動の支援、推進体制の整備などです。  

（２）事業者の役割 

 条例第 5 条で事業者は、「公害の防止や自然環境を保全するために、自らの負担で必要な取組み

を行う」責任と義務があると定めています。具体的には、廃棄された場合に処理困難とならない製

品の開発・使用、再生資源を利用した製品の開発・使用、過剰包装の自粛、事業所内及び周辺の美

化清掃などを進めます。  

（３）町民の役割 

 条例第 6 条で町民は、「日常生活の中で、環境負荷を減少させるように努めるとともに、町が実

施する環境施策に積極的に協力する」責任と義務があると定められています。具体的には、家庭ゴ

ミの減量化、アイドリングの自粛などに努めるほか、クリーン白老や自然観察会などに自主的に参

加します。 

以上で第 3 章までの説明を終わりたいと思います。  

○委員長（吉田和子君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたしたいと思います。

午後からも、また引き続きよろしく願いいたします。  

 

休  憩（午後１２時０２分） 

 

再  開（午後 １時００分） 
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○委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。引き続き説明のほうをお願いいたし

ます。須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君） 私のほうから第 4 章と第 5 章、３７ページから５５ページにか

けてご説明をさせていただきたいと思います。  

 ３７ページになりますが、第４章施策の体系と展開ということで、ここでは先ほどもご説明して

おりますが、第２章の現状と課題、これらの前回の計画等を検証したなかでの現状、その中で白老

町の環境特性であるとか、環境課題を改めて抽出して、ここで明示をしてございます。それらを含

めて、今後白老町でどのような環境の施策を進めていったらいいのかということで、これを３８ペ

ージから３９ページにかけて体系的にまとめてございます。  

 この体系図につきましては、先ほどご説明しました白老町の環境の将来像の実現に向けまして、

５つの環境目標をもとにそれぞれどのような施策を進めていくかということで、  

１．豊かな自然を大切にするまち≪自然環境≫ 緑ということで施策を組んでおります。  

２．健康で安全に暮らせるまち≪生活環境≫ 廃棄物と公害を中心に施策を組み立ててございます。 

３．うるおいのある美しいまち≪都市環境≫ 身近な生活環境の整備、景観と都市環境ということ

で施策としてまとめてございます。  

４．地球環境を守るために行動するまち≪地球環境≫ 地球温暖化などのグローバルな環境問題と

エネルギーを中心として施策としてまとめてございます。  

５．環境を学び、自主的に行動するまち≪総合的な環境施策≫ 環境教育と、今盛んに取組みがさ

れている環境産業というような観点からまとめてございます。  

 それらの施策をもとに体系では主な取組みを明示してございます。  

 次に４０ページになりますが、今ご説明した環境目標ごとに、それぞれどのような施策をどのよ

うな形で進めていくかということを具体的に明らかにしてございます。  

 まず、４０ページに環境目標１ 豊な自然を大切にするまち≪自然環境≫ 施策Ⅰみどりを守り、

育てる（１）公共施設・家庭・事業所の緑化、（２）総合的なみどり施策の推進、（３）森林・農地

の保全というようなことで、町の役割、事業者の役割、町民の役割、それぞれどのようなことをし

ていくのかということを明らかにして、それらを行っていくための主な取組みとして、例えば（１）

ですと、町民植樹祭の開催であるとか、フラワーロードの整備だとかいう形で、具体的にどのよう

なことを進めていくかということをここでまとめてございます。  

 これらにつきましては、これから環境目標ごとにそれぞれ施策内容を示してございますが、これ

が実行性のあるものとするために、すべて総合計画の取組み事項とリンクさせながら行っていると

いうことで、総合計画の実行計画をお持ちになっていれば、今ご説明したところであれば実行計画

の１－４というところに、公共施設の緑化という総合計画の取組み事項が示されてございます。町

民植樹祭の開催だとか、花壇の造成、フラワーロードの整備とかという形にですね、取組み事項が

明示されてございます。  

 ここで施策で示している取組み事項につきましてもですね、総合計画のほうで計画の推進年度と

かも示してございます。優先度なども示されてございますので、これらの年度の進行だとか優先度
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に合わせて計画の取組みがなされていくということになろうかと思います。この辺については予算

の関係とか、もろもろあろうかと思いますが、環境基本計画の計画はそのようなことで、総合計画

とリンクさせて課長のほうからも冒頭ありましたけれども、総合計画の取組み事項が進められてい

きますと、環境の計画のほうも同時に進んでいくというような形になってございます。  

 中味の具体的なことについては、省略させていただきたいかと思いますが、そのような形で４０

ページからずっと行きまして４９ページまで、それぞれまとめてございます。 

 これらの取組みの中から、より重点的に取組みをしなければいけないというようなものが、検討

の結果の中から５０ページ、５１ページのほうでお示しをして、計画の重点的な取組み事項という

ことで明示をしてございます。 

（１）自然環境調査の実施ということで、ヨコスト湿原を中心とした自然環境調査等の実施という

ことでございます。これらにつきましては、保全の必要性などを今後検討していくにあたって、若

干ヨコスト湿原が白老町の自然に関するような、科学的なデーターは多少はあるもものまだまだ保

全を図っていくために必要なデーターは少ないというようなことから、そういったものを進めてい

って保全の必要性等を認識した上で、保全等を行っていくというような意味から重点的な取組みと

して、自然環境調査の実施ということで載せてございます。  

（２）不法投棄対策の実施ということで、これにつきましては昨年のまちづくり懇談会等でも、非

常に地域の皆様の関心の高い事項でございまして、これらの対策を早急に進めていかなければなら

ないんではないかと。それに伴っての推進体制の整備や取組みということで、計画の中でも位置付

けてございます。この辺については、これらを進める前に、すでに竹浦の連合町内会さんですとか、

一部では率先して進めていただいているところもございますので、これらについてはできるだけ早

期に、来年度中には進めていくというようなことになろうかと思います。  

（３）総合的な地下水対策の実施というようなことで、これにつきましては、白老町内の水環境と

いうことで、地下水利用者も結構たくさんございます。その中で代表的には飛生の地下水の汚染問

題等がありまして、水対策を一部進めている状況がございますが、これらのほかにそういった現状

の調査だとかということも含めて図っていく必要があるのではないかということで、地下水の関係

の問題。 

（４）環境町民会議の設立ということで、この計画を推進していく体制としてですね、あとの計画

の推進体制と進行管理の中でも出てくるのですけれども、基本的には環境問題についてのいろいろ

取組みをしている団体さんというのは、町内にも結構ありまして、ただ、福祉活動や何かのように

ですね、それらの団体がネットワーク化されていない。個々にそれぞれ一生懸命に進めているとい

う、それをいわゆるネットワーク化して、それらのやっている活動をさらにグレードアップさせた

り、そういう知識を皆さんに伝えていただくことで、環境に果たす役割が非常に大きくなるのでは

ないかということで、この計画の中では、それらの組織の設立を提案しているということでござい

ます。 

（５）環境教育の推進ということで、これら環境については、結構個人のモラルに関することが非

常に多く、それぞれ住民一人一人、又は事業者の意識改革といいますか、そういったものが非常に
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重要になるということで、環境教育の推進についても積極的に進めていく必要性があるのではない

かということでございます。 

 これらにつきましても、実は、北海道でもこれら環境教育に関する推進のための計画が、今年度

策定されていたりしてございますので、それらも踏まえた上で進めていくということになろうかと

思います。 

 計画の取組みについてはそのようなことで、先ほど冒頭でご説明したそれぞれの施策に基づいて

細かな取組みの内容がですね、これまでに計画の中で示されているということでございます。  

 ５２ページ以降の、１ 計画の推進体制と進行管理ということでございますが、これら今ご説明

した計画についてはですね、行政部門で行うところについては５３ページ目のほうで主な担当課と

いうことで、環境は広くいろんな分野にかかわるということで、例えば生活環境課、環境の主なポ

ストということで、生活環境課がすべて進めるということではなく、それぞれのセクションにおい

て進めていただくということで、それぞれの施策分野に対してどういったところが主な担当課とな

って進めていくのですよという事を明らかにしてございます。 

 例えば、みどりに関する施策であれば建設課、産業経済課が主な担当課となってくるということ

ですね。公園を整備したり、道路を整備したり、または住宅を整備したりと、そういったときに合

わせてみどりをというようなことも含めて、それらが中心になってくるということでございます。 

 また、自然環境に関する施策ということになると生活環境課が所管しますよと。廃棄物も同じで

すね。廃棄物については例えばし尿、下水道の汚水の問題とか、いろいろ生活の排水もありますの

で、生活環境課と上下水道課ですよとという形で、それぞれ進めていく役割分担を明確にしている

ということでございます。 

この計画を推進していくためと進行管理を行っていくためにですね、実は計画を作る段階から、

町内の関係課職員で環境施策検討会議というのが作られてございますので、それらの施策検討会議

を中心として、今後も本計画の進行管理をどうしていくか、または推進方法をどうしていったらい

いのかなどについて検討を進めていってですね、計画の進捗状況をまとめていったりなんかする役

割を果たすところとして、検討会議を設けることとしてございます。  

 また、もう一つは、先ほどお話ししました環境町民会議の設立ということで、そういったものと

合わせて進めていくということで考えてございます。  

５４ページの冒頭に白老町環境審議会ということで､審議会の役割につきましては、この計画を

進行管理を確認して評価をしていくということで、この計画が予定通り進められているのかどうか

について､環境審議会のほうで審議していくというような役割で審議会を置いているということに

なってございます。 

２ 計画を推進するための制度ということで、これらの今ご説明した計画をいろいろ進めていく

中で、これから行政のほうで策定していかなければならないだろうといわれている計画や条例類を

明記してございます。  

 ちょっとご説明します。  

○地球温暖化防止率先実行計画、これにつきましては、地方公共団体の事務・事業を実施する場合
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の地球温暖化に対する配慮､どのように目標を達成していくかというものをまとめる計画でありま

して、これについては、地球温暖化防止法の義務規定になっておりますので、来年度早急に､この

計画の策定に向けていきたいなというふうに考えてございます。  

○京都議定書目標達成地域推進計画につきましては、これは国の方で推進計画を作るということで、

すでにできてございますが、市町村においても今冒頭で話したのは２１条で義務・規定されており

ます。２０条で、総合的に計画を推進していくというようなことから、推進計画等を定めてやって

いってはということで、努力規定になりますがあります。  

地球温暖化防止の率先計画を策定の段階で､これらの推進計画も合わせた計画で、２つ作るので

はなく、一つでできないかどうかを含めて検討しながら、計画を作っていきたいというふうに考え

てございます。 

○一般廃棄物処理基本計画については、現在策定してございますので、本年度中に策定が終わると  

いう見込みになってございます。  

○グリーン商品の調達方針につきましては、グリーン購入法のからみでございますが、これにつき

ましても行政の事務・事業で使う商品調達、これについての方針を定めなさいというものに基づい

て、策定することになりますが、これにつきましても地球温暖化防止の率先計画と非常に大きく絡

む問題になりますので、一つ一つ作るということになりますと時間がかかろうかと思いますので、

地球温暖化防止の率先実行計画を作るときに、合わせて検討しながら同じ時期にできあがるように

進めていきたいなというふうに我々担当者のほうとしては考えてございます。 

○環境教育推進計画につきましても、道のほうの環境教育の推進計画などができ上がってございま

すので、それらをもとに教育委員会を中心として、それらの計画も策定したいなと。これらにつき

ましても先ほどいいました検討会議の中で、関係課のみなさん集まった中で協議をして進めていき

たいというふうに考えてございます。  

○緑の基本方針ということで、これにつきましては当初、緑の基本計画ということになっておりま

した。全員協議会のなかでご説明させていただいたときも、緑の基本計画というふうになってござ

いましたが、これにつきましては、今月の１７日に緑の基本計画に関して、北海道のほうと調整を

しております。これ建設課のほうで調整してございますが、補助事業的な大きな計画が、現在策定

している、ここでいう基本方針の中に、そのようなものが具体的に明示されていないということで、

ソフト中心的なハード事業の目玉がないということで、都市緑地法に基づく法定の計画としては、

そういったものができた時点で北海道のほうへ提出なり、示していただきたいということもありま

して、そのときにできれば緑の基本計画は使わないでほしいということで、白老町の今後進めてい

く緑に関する基本的な考え方、方針についてそのように進めていっていただいてよろしいのですけ

れども、基本計画という言葉を使わずに別な言葉にしてほしいということもありまして、それらを

踏まえまして緑の基本方針という形に改めさせていただいております。  

そのほか、策定時期については未定でございますが、景観ガイドラインだとか景観条例、このよ

うなものも総合計画の中でも示されてございますが、今後策定していくと。  

○ポイ捨て禁止条例。これにつきましては以前から非常に重要視されている条例でございますので、
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こちらのほうにつきましても、できるだけ早期に策定できるような形でですね、条例検討していき

たいなと。 

その他ですね、自然環境だとか公害防止に関しては、自然環境保全条例だとか、公害防止条例な

んかというのも合わせて今後検討していって、必要があれば制定していくというような考え方で、

一応明示してございます。 

今、以上を説明した内容が、これら計画を進めていく中で必要となってくるのではないかという

ように想定される条例や計画でございます。  

３ 計画の進行管理の方法につきましては、先ほどもお話ししましたが、検討会議のほうで計画目

標の達成状況や実施状況を確認し、課題等の点検を行ったものを環境審議会において点検、確認し

進捗状況を管理していくというような形になってございます。  

 それらの内容につきましては、環境白書という形でまとめて、皆さんに公表するという形をとり

たいと考えてございます。ただ、環境白書という名前を使ってございますが、環境省が出してる環

境白書だとか、そういうたいそうな白書という形ではなく、あくまでも白老町の環境のいろんな測

定状況だとか、実態に合わせた状況を、あまり時間をかけずにできる範囲で、皆さんに正確に公表

していきたいというようなことで考えてございます。  

 また、計画の見直しについては、この計画は平成２３年度で総合計画とリンクさせまして７年間

の計画としてございます。その間に、計画を見直ししなければならないような社会状況の変化や、

法制度があれば見直し等を行って進めていきたいというふうに考えてございます。  

 私のほうから、施策の関係でですね、進行体制・推進体制・進行管理等についてご説明をさせて

いただきました。以上で終わらせていただきます。  

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。ただ今、午前中と午後とにかけて説明を受け

たばかりなのですけれども、この件に関して質疑がありましたらどうぞ。熊谷副委員長。  

○副委員長（熊谷雅史君） すみません、私のほうから１・２点ちょっと質問させていただきます。  

 後段のグループ長の説明の中の、ページ数は５３ページ。るる計画を進めていく中味の推進体制

と進行管理のところなんですが、町側の施策に対するたたき台というか、練り方の組織として環境

施策検討会議。これは理解できるのですが、その下の「（仮称）環境町民会議の設立」と書かれて

いるこの部分ですね、これは早期に設立が望ましいと私は思っているのですけれども、これはいつ、

どうするかというのがこの中に示されていないのですね。その辺はどのようにとらえられているの

かがまず１点。 

 それから、この計画自体は積み上げてこられた環境審議会の位置付けなんですけれども、今回い

ろんなところの審議だとか、何か、諮問機関という立場になっていますけれども、確かにそういう

立場ではいいのだろうけれども、メンバーのところを見ると町の中での環境問題とか、自然環境に

対して非常に精通されている方がいらっしゃるのかなというふうに思うのですよ。この辺のところ

の中味が、ただ、これを作って進行管理の確認や評価だけで、実際に良いのかなという部分がある

のですけれども、ここに書かれている部分だけの内容の位置付けということしか考えられていない

のかどうかということについて、この２つ。お願いします。  
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○委員長（吉田和子君） 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君） まず、１点目の「（仮称）環境町民会議の設立」ということで

ですね、どのような時期に設置していくのかということについてお話したいと思いますが、これに

つきましては、町内会連合会の佐藤事務局長を含めて、この町民会議の設立について若干お話をさ

せていただいたり、この計画を成案化後ですね、直ちにそれらの方面とご相談をして、できるだけ

早期な形で作っていきたいというふうに考えてございますが、この計画を作った段階でも、それを

どのような形でどの組織をどういうふうに作るかということは、具体的に組み立ててはいないとい

うこともありまして、どのように組み立てして、どのような組織にするかということも含めて、今

後進めていくことになりますが、できるだけ早い、平成１８年度中には立ち上げていきたいなとい

うふうに我々考えてございます。  

 もう１点、環境審議会の位置付けでございます。これらにつきましては、計画の進行管理につい

ての位置付けにつきましては、計画の中でご説明したとおり表示されているように、進行管理・確

認評価というような点でですね、これは環境基本条例の９条に基づいて行いますよということで、

条例に基づいて行うことになりますが、計画の進行管理についての位置付けとしては、審議会の位

置付けそうのようになってございます。環境審議会そのものの位置付けはですね、これとはまた別

に、白老町の環境の問題、大きな問題、こういうような問題が起きた時にですね、それぞれどのよ

うに進めていくか。または、この計画の中でも進めていく中でいろんな問題が起きてくるかと思い

ますが、その中で当然審議会の役割として、検討していただいていろいろと町のほうへ答申してい

ただくというようなことも含めて、役割としては果たしていくことになるというふうに考えてござ

います。以上、お答えになったかどうか分かりませんが、お答えいたします。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君）  環境審議会の中味については、概ね理解をさせていただきました。立

場的にはシンクタンクという立場と理解していいのかなというふうに思います。そういう中味では、

審議会等の協調を図ってですね、この計画はうまく進んでいければいいかなというのが私の率直な

意見です。 

 １番目の、ちょっとやはり意味が通じないですね。町内会連合会に確かにそういうことのたたき

台だとか、組織建ての相談をされるということは良いことだと思うのですけれども、この計画自体

を作った意味合いの中で、多種多様、いろんな分野に関わってくることは、当然「（仮称）環境町

民会議の設立」を立ち上げる部分の中で書かれているわけですから、その局面を、例えば町内会連

合会にお願いしてその答えをまっていたら、僕は平成１８年度中にはできないと思いますね。 

 その辺のところは、ちょっとその上にある検討委員会の中で少し揉んで、やはり各課からそうい

う部分のあらあらの組織建てを相談しながらですね、動いてもらわなければまずいのではないかと

思うのですけれども、どうでしょうか。  

○委員長（吉田和子君） 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  今、熊谷副委員長がお話したとおりだと思います。ちょっと私

も、説明の言葉が足りなかったかとは思うのですが、一応、検討会議等を踏まえた上で、当然進め
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ていくことになるのですけれども、一応、内部の実際担当の考え方としてはですね、例えば現在あ

るリサイクル推進協議会、それから各環境団体がありますね。そういったものの団体と町民活動セ

ンターですか、そういったものの連携をさせて、組織自体を早急に動かすためには、それらのそれ

ぞれの役割、そういったものをうまく連携させないとなかなか思ったように進まないのではないか

というようなことも含めてですね、仮に、例えば廃棄物ですとかいろんな問題は、リサイクル推進

協議会の役割としてそういう部会を設けたりだとか、もう一方ではそういう環境団体、そういった

ものを中心にして、自然環境だとかそういったものの取組みを進めると。  

もう一つは、例えば町の美化だといろんな観点でいくと町民サイドだと。いくつかのそういう分

科会化してですね、そういうものを進めていくというひとつの方法もあるでしょうし、いろんな形

は多分これから検討した中でまとめていくことになろうかと思いますので、ただ、それら現状、今

あるそれぞれの活動母体をできるだけ連携させるようなしくみということでなければいけないの

かなというふうに考えてございますので、それらも合わせて進めていくということで、これらにつ

いていろんな方、関係課との連携ということで検討会議などでも十分揉んで進めていきたいなとい

うふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、熊谷副委員長。  

○副委員長（熊谷雅史君）  グループ長の今のいった中味で進めて欲しいと私も思うのです。ただ

ですね、組織の中にまた部会を置いてしまうと、またこれを進めていく上では周知徹底のところで

はいいのかもしれないのですけれども、折角、うちの環境基本条例ができてですね、いろんなとこ

ろで基本計画が立ち上がるわけですから、これの啓発も含めてですね、やはりこの中で謳われてい

る教育だとか、いろんな部分も含めてですよ、町民のさっきいったような、職員のところの検討委

員会のところで、いろんな方のキーマンが町民の中にもいらっしゃると思うんですよ。それで、あ

らあらの計画を推進するような中味の組織を先ず作って、それから奥にずっと入っていけば、町民

にもかなり周知できるのではないかなと僕は考えているのですけれども、やはりこれから環境の問

題というのは、相当取組みの仕方によっては、まちづくりのひとつの大きな施策にもなりますから、

そういう観点から、ただやらなければならないということではなくて、そういう感覚を持って欲し

いと思うのですけれども、そのへんはどうですかね。ちょっと俺の聞き方もおかしいのかもしれな

いのだけれども。 

○委員長（吉田和子君） 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  そのとおりだと思います。そもそも（仮称）環境町民会議をな

ぜ作るかというのは、住民やそういう団体、いろんなものが自発的に活動をしていくというような

ことを、積極的に行われる場として、中心的な役割を果たす中で、そういったものを置いて進めて

いくというようなことが主眼にございますので、環境問題については行政だけで進められる問題で

はないというようなことを含めてですね、ただ、現状ではそれぞれ住民一人一人がやるということ

が大切なのですけれど、総合的にそれぞれの役割を果たす中での組織体制として、そういう組織が

必要ではないかというような認識に至ってございますので、当然その手法がきちんと担える会議に

するということになるとですね、やはり十分な検討を踏まえて進めていかなければなりませんので、
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今副委員長さんのおっしゃったことも踏まえて、今後進めていきたいというふうに考えてございま

す。 

○委員長（吉田和子君） 他に、質問のございます方どうぞ。西田委員。  

○委員（西田祐子君）  熊谷副委員長の質問にも関連するのですけれども、この（仮称）環境町民

会議というのは、当然環境審議会のほうからするようにと提案があった話なのでしょうか。それと

も白老町としてこういうのが必要だということで出た話なのでしょうか。  

○委員長（吉田和子君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君）  （仮称）環境町民会議の設立については、この計画を作る上で作

って、推進する上で（仮称）環境町民会議が必要だということでございまして、審議会が作りなさ

いとか、町が作るべきだとかということではなくて、この計画を作っていく上で、推進する上で必

要だということで、ここに載せられているということなんです。  

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君）  先ほどから、何回もここの部分の説明を聞いても、私もパッと良く分から

ないのですけれども、というのはここで出されている（仮称）環境町民会議という、姿・形がなん

となく想像できないのです。それで、先ほどから熊谷副委員長が何度も聞いているのではないかと

思うのですよ。きちんとしたものではなくて結構なのですけれども、想像できるような形の、骨格

みたいなものがないと、この（仮称）環境町民会議で何をやるのだろうかということ自体も、ちょ

っと何か良く分からない。というのは、（仮称）環境町民会議にあがって、さらに環境審議会があ

りますよね。そしたら、（仮称）環境町民会議と審議会とで意見が分かれた場合はどうするのでし

ょうか。そういうような素朴な疑問も正直いって感じまして、その辺をどう位置付けされて、どん

なかたちでこの（仮称）環境町民会議を持っていきたいのか、その辺をもうちょっと詳しく説明し

ていただければと思うのですけれども。  

○委員長（吉田和子君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君）  環境審議会につきましては、条例の中で、町長の附属機関として

設置されているものなんですね。もともと公害対策審議会というところから出発しているのですけ

れども、それがもっと広い意味で環境を審議するということで環境審議会というふうに、こういう

ふうに変わってきている経過があるんですね。ですから、今（仮称）環境町民会議については、５

１ページで説明したようにですね、いろんなノウ・ハウを持って、いろんな環境の問題を推進して

いる団体がたくさんあるわけなんですね。それらの連携というか、情報というか、それはそれぞれ

でもっているのだけれども、それぞれで推進しているのだけれども、それらが連携した情報という

のがないわけなんです。ここでいっているように、町はそれらをとりまとめて情報を共有化できる

ように町が情報を発信しますと。こういうようなことなんですね。それぞれの団体は、それぞれの

分野でそれぞれの活動を行ってもらうということなんです。それをトータルしていくと環境の計画

が進められると。端的にいうとこのようなことなのですね。  

あまりにも題材が広くて、なかなか分かりづらい部分があるのですけれども、ここでいっている

ように、全部それぞれがやっている部分を、それぞれに実施してもらうという。  
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○委員長（吉田和子君） 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  実際に私が、これを聞いた中でのことでございますが、一例と

しては、この計画の中でヨコスト湿原の自然環境調査の実施などは、関係団体等が実施していただ

くというような計画の推進をしているんですよね。ただ、それで、個々の団体という形で活動して、

実施するという形ではなく、いくつかの団体が連携することによって、より密度が濃い調査ができ

たりとかということになるので、そういう活動のネットワークができるような母体を作って、そう

いうものを自発的に進めていきましょうということなんですよね。ですから、行政がヨコスト湿原

の自然環境調査ということを直接実施するということではなく、団体の方にやっていただくと、そ

れに必要ないろんな情報の提供だとか、そういうのは行政として支援していきますよと。自ら自発

的に行われる活動、こういうものを各団体の個々のセクションで個々に活動するのではなく、連携

した場でいろんな情報を交換し合いながらやりましょうということで、ひとつはそういう（仮称）

環境町民会議というのを立ち上げてですね、進めていったらどうかということなんですね。 

これについては、ちょっと調べているのですけれども、そのような形でですね、全国的には行っ

ている例が増えてございまして、多分それらを参考にされているかと思いますけれどもね。全国で

は意外と市民会議とか、そういうような言葉が使われてございますが、結構そういう形で現在いく

つかありますけれども。  

例えば、鳥取市の環境市民会議だとか綾部市ですか、皆さんこういうような形で、いわゆるうち

の（仮称）環境町民会議と同じような考え方でというか、うちが作ろうとしている（仮称）環境町

民会議は逆にそういった会議と同じような考え方で進めるということになっていますので、環境政

策を進めていく中での対照的な一つとして、推進体制としてそういうような会議を参考に、同じく

進めていったらどうかというのも一つあろうかと思うんですね。  

 実際に何をするかといったら、先ほどいった自然環境調査を各団体に行っていただくとか、そう

いうような活動を実際にしていただく。将来的にはクリーン白老の清掃事業だとか、ゴミ拾いだと

かやっていますよね。そういったものも今は行政が、いつからいつまでやりましょうという形にな

っていますけれども、将来的には（仮称）環境町民会議が主体となって、そういうような取組みが

自主的になされていく。そういうような会議にしていきたいというようなことがありまして、それ

らの形で設立をということで提案したということなんですよね。５１ページのところで設立の目的

と組織、それから活動例というようなことで載ってございますが、こういったものを進めていくた

めの組織ということになろうと思うんですよね。  

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君）  大体良く分からせていただきました。この組織なんですけれども、やはり

そういたしましたら、先ほどおっしゃいましたけれども町連合のほうにお願いするという形になる

のですか。基本的に自然保護団体とか、リサイクル団体とかね、それからクリーンエネルギーをや

っているそういうような団体が、旗を振ってといったら変な言い方ですけれども、やはり中心にな

って、そして他のところがついていく形にならないと、何年も前からですけれども、組織がなかな

か、団体がなかなか形成されていないというのですか、そういうところがあるのではないかと思っ
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て、そこの中で一遍に大きな組織なんかうまくできるのかなと、ちょっと心配していたのですけれ

ども。 

○委員長（吉田和子君） 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君） 今の件につきましてはですね、町内会連合会等につきましては、

住民の組織の代表の核となっているところでございますので、そこと相談してすべてを決めるとい

うことではなく、そういったところの方と、正確にいえばご相談をしてどのような組織にして、例

えば町内会連合会であればどういうような関わりが持てるのか、どういう協力ができていくのかと

いうようなことも含めてですね、また、各個々の団体の、環境団体にしても同じだと思うのですけ

れども、それぞれそういったものをネットワーク化なりしていこうとしたときにですね、どういう

ような役割が果たせて、どのように関わりがもてるのかというようなことはですね、それぞれの組

織体とですね、協議を進めていきながら、どのようにまとまった組織として活動できるかというこ

とをですね、ふまえて作っていくことになろうかと思います。  

○委員長（吉田和子君） 一つ良いですか。今の町民会議に話が出ていたのですけれども、本当に

いろんな部門が、さっきもいっていました自然保護とリサイクルとか、環境保護とか、温暖化とか、

これから計画もそれぞれ１つずつ出てきますよね。そうなった時に、設立の内容というのは、その

分野ごとにきちんと組織を確立するとなりますよね。 

 分野別にきちんと組織を作ると。計画を推進していくために全体が連携した会議をもてるように

するという、すっきりした形で、そして分野ごとにどう活用ができるかということもきちんと明確

にして、その総合したものが町民会議として、全体計画からどうなのかということで、その分野ご

とに年次計画を持ったりだとか、そういったものを持ち寄って、私たちはこういうことをやるけれ

ども、このときはこのような団体にもお願いしたいとか、そういう連絡の全体の和を図るときには、

そういう全体の会議も必要でしょうけれども、ずっと今説明を聞いていると、各分野ごとのその担

当課も全部違いますよね。そうなった時に組織を１本化に立ち上げるということは、すごく厳しい

ような気がするんですよ、最初から。ですからここにあるように、分野ごとにきちんと組織を固め

ると。リサイクルならリサイクルの団体で何人かリサイクル関係の分野ごとに作るとか。ゴミ減量

化はそういう関係になりますよね。その計画にのっとりながら何人かの組織団体を作るとか。それ

から環境の計画、温暖化の計画ができてきますよね。そういう部分では得意のグループがあったら、

そういうグループをきちんとおさえて、そしてやって。分野ごとに最初に作っていくということを

していかないと、もちろんそれが町民会議につながるというふうには思うのですけれども、段階を

おってやったらどうかなと思うのです。もちろんこのように書いてあるから段階をおうのではない

かと思うのですけれども。その全体的なものとして町民会議が成り立ってくるという形になるのか

なと思って聞いていたのですけれども。  

 白老にそういう団体というのはどのくらいあるのですか。その辺掌握できていますか。そういう

グループとして自分たちがおさえている団体というのはどのくらいあるのですか。かなりの数があ

るのですか。須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  町内の環境関係団体ではですね、現在私どものほうでおさえて
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いるのは、例えば町内会連合会も含めて、資源リサイクル推進協議会も含めてですね。関係する団

体は２０団体くらいはあるのではなかろうかとおさえてございます。２０団体くらいですからご紹

介しますけれども、アクション森づくり白老、アヨロどんぐり森を育てる会、エコの森ウヨロクラ

ブ、特定非営利活動法人友愛しらおい、植物ボランティアグループサリカリヤ、白老山岳会、白老

山歩会、白老元気まち１００人会議、白老町資源リサイクル推進協議会、町内会連合会、花とみど

りの会、白老町婦人団体連絡協議会、フラワー友の会、白老町まちの緑を守る会、しらおい水とみ

どりのネットワーク、白老野鳥の会、身体障害者福祉協会白老支部、竹浦婦人会、ヒグマの会、ポ

ロトの森ネーチャーガイドめむの会などが環境団体として活動されているような団体を掌握して

ございます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員どうぞ。 

○委員（大物紀夫君）  今出ている意見は、要するにどういうふうに進めるかということがよく見

えてきていないのだと思うのです。１つ聞きたいのは、これを答申された環境審議会で、議論の中

で、今議論になっているようなことが、どんなような意見が出ていましたですか、環境審議会では。

ここでいう第５章の計画の推進体制と進行管理の部分の１計画の推進体制、２計画を推進させるた

めの制度、３計画の進行管理、ここの部分が良く見えていないのだと思うんだよ、今議論されてい

るのは。 

 だから例えば、僕が思うのはグリーンビジネスで、今ものすごくグリーンビジネスが脚光を浴び

ているよね。ともすれば環境団体よりうんとそっちの方がクローズアップされているでしょ、ニュ

ース的には。 

 そういうものから入っていけば、すごくストンと落ちるのだけれど、とにかく全部網羅された白

老環境町民会議を立ち上げたら、どんな形で運営されるのかなというのが、イメージとして全然わ

かないのよ、僕なんかも。だからどこかリードするところがあって、それで白老の町をこのように

するのだとか、こうやってこうやるのだというのが、見えてくれば良いけれども、今のではボワー

ッとした方向があって、形もできたらそこで議論する時どうやって議論するのだろうなと、僕も思

うのです。天ぷら油の話から、ヨコストの自然をどうするという話から、白鳥が来たという話から

では全然、京都議定書から始まって、計画を推進するための制度、これが絡んでいたら一体どうい

うことになるのかと思うのよ。そこら辺がちゃんと整理されて、審議会の中だとか、環境施策検討

会議、そこでどういうふうに整理されているのかなというのが、ちょっと良く見えない。そこら辺

がすきっとしていれば、もうちょっと見えるような形になるのではないかなという気がするのだけ

れども、審議会の中ではそんな議論はされませんでしたか。  

○委員長（吉田和子君） 暫時休憩をいたします。  

 

休  憩（午後 １時５５分） 

 

再  開（午後 ２時１1 分） 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を開きます。 
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 先ほどの審議会での町民会議に対する、思いとか意見があったらということなんですが、その答

弁のほうからお願いします。須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  大渕委員さんのほうからお話があった件で、審議会のほうでこ

の計画を策定していく中で、環境町民会議の設立について、その当時いた担当者との話の中ででも、

基本的には具体的に運営形態をどうする、そういった細かいところまでの基本的なところまでは、

実際にはお話しされていないようなんですけれども、基本概念として環境施策は多岐にわたるとい

うことで、広くそれぞれが進めていかなければならないということの中で、こういう町民会議の設

立というのは非常に大切だろうという中で、こういったものを作ったほうがよろしいのではないか

ということでお話しをされて、実際にこの計画に反映されてということになろうかと思いますが、

具体的にはそれらの計画を進めていくうえでの、啓発だとかそういった形が町民会議へのそういっ

たものが大切になるのではないかというようなことで、住民一人一人に環境が大切なものでどう進

めていくかというものが、ゴミでもそうなんですが、行政の押し付けで進めていくということでは

なく、広く住民主体の組織から発せられることによって理解もしやすい。押し付けにならないとい

うようなことで、環境施策全体が進められていくのではないかというようなことで提案されている

わけなんですね。 

 確かに運営そのものだとか、運営形態だとか、実際にどういう形で進めていくかというようなこ

とは、実際にはそこまで決めて、計画に盛り込んでいるということにはなっていないというのが事

実でございます。 

 先ほどもお話ししましたけれども、例えばリサイクル推進協議会では廃棄物の関係だとか、いろ

んなリサイクルの取り組みをされていますので、それらの組織の中に統括していくという将来的な

構想やなんかですね、それらは当然そのときに持ってですね、ですから「どうやってやるんだい」

という話は全くなかったわけではなく、そういったものを基本的には中心すれば良いのではないで

すかと。 

環境団体、これらについては自然保護だとか、そういったものについてはメンバーの中にも実際

にそういう団体の方がいらっしゃいましたので、そういった方が集まってやっていこうじゃないか

ということは、当然話し合われていた中で、それをいかにまとめて組織化するかというのは、これ

から行政が、我々がきちんと進めていくということが託された上で、計画に反映されているという

ことになろうかと思いますが、その辺でちょっとご理解いただければなと思います。  

○委員長（吉田和子君） はい、大渕委員。 

○委員（大物紀夫君）  今の話はわかります。僕がいいたいのは協働のまちづくりだからというこ

とで、こうやって組織を作るわけだよね。問題はここが、この推進体制の関連図から行けば、ここ

が実働部隊みたいな格好にならざるを得ない状況になりますよね。ここが動いていかなければ動か

ないということになりますから、そのときに本当にその人たちが、きちんと理解をして進めるとい

うことであればいいのだけれど、町が作った組織だとかこの中にはかなりいろんな部門が入ります

よね。単なるさっきいったヨコストの、そこがきっかけみたいだけれど。  

 これから大切なのは、きっと僕はグリーンビジネスみたいなことが含めて、財政的にも考え方と
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しても大切になっていくわけだよね。だからそういうものが、きちんと町民の中にリードしていけ

るような組織、そういう組織を作らないとね、組織だけ作っても意味がないと思うのさ。なんかそ

ういうのがたくさんできてくるんだよ。  

もう一ついいたいのは、この２番目の計画もそうなんだよ。とにかくは計画は何本でもあるよ。

環境だけでもあるよね。結果的には計画を作ったけれども、どこでどれだけ進んだかさっぱりわか

らないというふうになっているものもたくさんあるでしょ。だからそうではなくて、本当に協働の

まちづくりをするのであれば、町民にきちんと徹底的できる組織と、できる計画をきちんと作ると

いうふうにね、格好つけて計画を作ったり、格好をつけて組織を作るなら、僕は作らないほうがい

いのではないかという考えなのさ。結果的には団体の長を集めてできましたと。ここで啓蒙します

と。言い方が悪いかもしれないけれど担当の方が行って、とうとうと町の方針を話して、｢はいわ

かりました。是非やってください｣。「はい、こうやってみました」ところが結果あけて見たら、何

がどこまで進んだかさっぱりわからないと。これを作ってどういう成果をあげるのかということを

はっきりさせて、こういう町民会議だとか、計画だとかというものは私は作るべきだと思うわけ、

そこら辺、何か他の組織も作るから作るのだということではないと思うのだけれども。何を目指し

ているかはっきりさせたほうが良いのではないかと思うのだけれどどうだい。 

○委員長（吉田和子君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君）  その通りだと思います。ただ、今実際に動き出しているのは、例

えば竹浦、ああいうふうにゴミ投棄の看板を立てたり、自分たちで不法投棄をされているところを

実際に廻ったりと。これが別な地域でもやりたいというところがあるのです。そういう部分につい

て、町としての予算に上げていて、みんなに見える形で不法投棄の監視をしているのだとか、そう

いうようなことの予算付けをやって、お願いしていきたいという部分はあるんです。ですから、一

つはそういう実行部隊といいますか、そういうようなところで、そこだけで終わってしまうのでは

なくて、例えば町連合を通じた中で、そういうような活動をしてもらうとか、それらの連合体がこ

ういう町民会議になっていけばいいなと、こういうような考えがあるんですね。  

 ですからもう一つは、何かこう、ヨコストの話も出たのですけれども、ヨコストの調査を行うと

いうときには、それに所属している人たちが、ただやっているというのではなくて、目に見える形

の中で進められる体制を組めればと。当然そこへいく周知とか、部分という、単にそこだけがやっ

ているというのではなくて、町も入った中で目に見える形の中で進められるというような、そうい

う体制を作って推進していくというような、一つの組織体につながっていくというふうな考え方で

いるんです。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大物紀夫君）  今課長が言われたことは良く分かります。例えば社会福祉協議会なんかも

同じような形で、あそこは理念をきちんと全町に徹底するということだよね。だから、この町民会

議というのは、実行部隊でもあり理念もきちんと徹底するという部隊になるというのなら、それは

それでよく分かるのさ。だから、そうであれば実行部隊の部分と理念を徹底する部分が、ちゃんと

整合性が取れるようにして、それが今課長がいわれた中で一番大切だと思うのは、目に見えるとい
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う部分だと思うんだ。そうだとしたら、例えばグリーンビジネスなんかは、あれは町民が協力しな

い限りできないんだよね。環境問題と含めて、それが町の財政をプラスにしていくということにな

るわけだから、僕はそういうものを、例えば家庭の天ぷら油を集めるということは、今の技術じゃ

無理でしょ。システムを考えなければ無理なんだから。だから今使っている家庭用の天ぷら油を、

白老町として、旅館だとかから持ってくるんではなくて、家庭の天ぷら油を流すことによって、環

境にもまずいと。集めればそれで本当にゴミ収集車が走れるということになるでしょ。そういうこ

とをこの町民会議に提起をして、家庭用の天ぷら油を回収するシステムを是非考えて欲しいと。そ

ういうふうなことをやるのは良いと思うのよ。そういうものがないと、「あそこが汚いから何とか

しよう」というレベルの話しではないような気がしているんだよ。 

 もう一つ上の段階で活用できるようなものにしないと、やっぱり僕は、今やるときは意味がない

のではないかと。情報提供だけではだめだからね。そういう仕組み・システムを考えてもらうこと

も含めてそういう組織。そんなことを考えていかないといけないのではないかと思うんだよね。  

○委員長（吉田和子君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君）  ちょっと舌足らずのところもあったと思うのですが、そのとおり

だと思うんですね。例えばゴミの部分にいくとね、やはり分別の仕方だとか、新しい対応の仕方だ

とか、これが出てきますね。役所でいうと、こうなると隠れ蓑かといわれるんですけれど、役所と

いう発想ではなくて、町民の自らの発議という形の中で、これが進められるというような体制をこ

れから、ゴミばかりではなくすべてが、そういう体制で行かなければ環境というのはこれから守っ

ていけないと思っています。ですから、自分たちがひとつは行政からいろんな周知もするのだけれ

ども、行政側としては「やれ、やれ」というようなことがおうおうにしてあるものだから、そうで

はなくて、自分たちの中から例えば、さっきゴミの不法投機の関係でと話しましたけれども、例え

ば散歩している人たちにも、ゴミを捨てるなとか、監視中とか、そういうようなものをして歩いて

もらうことによって、歩く広告塔みたいな形になるでしょうし、そういうような中でそういう発議

の中で環境を守っていくということの、一つの団体・組織体というふうに考えていきたいなと思う

んです。 

○委員長（吉田和子君） 良かったですか。今について何かあれば。一番大事な、進めていくため

には、基本計画をスムーズに進めていくためには、大事なこと思うのですけれども、須貝課長。  

○生活環境課長（須貝 貢君）  ちょっと補足させてください。さっき、計画ばかりと言われたの

ですが、そのとおりなんです。例えば「ポイ捨て条例」という、まちづくり懇談会に行っても、「ポ

イ捨て条例」的なものを作って、もっと罰則をという話がかなりあちこちから出てくるんです。  

 ただ、果たしてそれが有効かといったら、全く啓発に無効だとかとは僕らは言いません。有効な

一つの手段には間違いないと思うのです。ただ、捨てる側と捕まえる側といいますかね、言葉とし

て適当かどうか分からないのですけれども、これはどこまでいっても追いかけっこだと思うのです

ね。この前も町内会連合会との会議の中で話しをさせてもらったのですけれども、うちのほうで、

通りをみんなの通るところまで月に 1 回くらいゴミを集めているんです。拾っていく頭の上をジュ

ース缶を捨てていったりというのが、往々にしてあるわけなんですよ。走っていって捕まえるとい
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っても、車で行ってしまうし。ある町内会長さんの話しでは、袋に入れて道端にドンと車を止めて

置いていくというのですね。仕方がないから町内会で集めてきて分別してゴミに出しているのだと。 

これはモラル的なもので、つかまえると何十人投入してもつかまえられない。札幌市で「ポイ捨

て条例」、札幌駅など人の集まるところだけに集中していれてやっているという、これが実態なん

ですね。それを外れたところにそういう体制を組めているかといったら、組めていないわけですよ

ね。やはりこういうところに何かしらないけれども、ふらふら歩いて探しているということにもな

らないので、モラルの啓発という部分で、これから大事なのは、町民一人一人にそういう活動を行

ってもらうということが一つの大事なポイントではないかなと。  

ですから、これを作るのあたっては、相当町内会連合会だとか、あるいは環境団体の方々と協議

した中で話を進めていかないと、今大渕委員が言ったような、ただ会議を作ったということになり

かねないので、その辺は十分協議した中で進めていかなければならない事項だなというふうには認

識してございますので。  

○委員長（吉田和子君） 他に。熊谷副委員長。  

○副委員長（熊谷雅史君）  ちょと、僕の発議がおかしいのかもしれない。提案みたいことでお聞

きしたいのだけれども。  

 やはり地球温暖化の問題だとか、大きなグローバル的な問題のことをいうのですけれども、近年

いわれている地産地消という考え方。さっき大渕委員のほうからも出ましたし、家庭から出る天ぷ

ら油の話もそういうふうになっちゃうのかなと思うのですけれども。例えばゴミの問題もそうなん

ですよね。環境センターに持って行ったら割引しますよということで、確かにゴミの異動で町の中

美化というかきれいになる。大型ゴミにしても何にしても見えなくなるわけですから、収集日以外

のときにですよ。但し、それに使うエネルギーがありますよね。自分の車のガソリンを使うわけで

すよね。そしたら、大気を汚すわけですよね。そういう割り返しをした中のことで、どういうゴミ

の集め方をした方がいいのかとか、ということを僕は教育の部分でいっているんですよ。こういう

部分で、ただエコクラブを作るだとか、確かに具現的なアイデアが出ているのだけれども、そうい

うのはやっぱり、今子ども、小・中学生から教えていくべきではないかなと思うんですよね。  

 以前、うちの議会での本会議でそういう質疑がありました。京都議定書のからみで子どもたちに

どういうふうに教育をするのですかと。大事なことだと思うのですよ。こういうことで今言ったよ

うに啓発も含めて考えているという理念があるわけですから、そういう部分をどこかの機会に取組

んでいただきたいと。それについて何かありますかということ。  

○委員長（吉田和子君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君）  今の話しは、子どもたちの環境教育ということにつながるんだと

思うんですね。一つには実態として、みどりを守るという部分では、学校自体で取組み木を植えた

り、あるいは魚を放流したり、それとその学校によっては、通学の行き帰りにゴミを拾っていたり、

あるいは海岸へ行ってゴミ拾いをしたりというのが出ているんですね。アンケートを取った中では、

小学生はかなり確率的に高く、汚れているところだとかに興味を持つようですね。ところが中学生

くらいになってくると、ポイ捨てなんかしないかというと、「する」というのが多くなってくるみ
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たいで、そういう部分があったりするんですね。ですから、先ほど教育委員会を中心にした環境教

育の計画のあり方という部分の中では、そういうふうにもっと広い形の中で、ゴミを拾わせたその

ことが、環境教育ということではなくて、なぜ拾わなくてはならないかというようなことを教えて

もらうような取り組みをしていけるように、うちのほうとしても教育委員会と協議したなかで取組

もうというふうな考え方は、先ほどの衛生センターまで拾ったゴミを運ぶということになると、当

然ＣＯ２を出して走るわけですから、それが少しでも少なくなるような、捨てないというようなそ

ういう意識付けをするような教育というようなことのあり方、もう一方では大人についてはマイバ

ック運動みたいな、かなりなレジ袋が使われているので、それを１人１人が減らすことによって相

当量のＣＯ２の削減になるというようなことも実態で出ておりますので、そのような運動なども進

めていくようなことに取組むというようなことを。  

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君）  課長のいうとおりだと思うんです。逆にいうと大人は子どもに弱いの

ですよ。質疑でもあったと思うのですけれども、「お父さん、お母さん、それおかしいよ」といわ

れると大人がびっくりしてしまうという部分があるんですよ。さっき言ったのは、ちょっとオーバ

ーラップで言ったのだけれども、地産地消という考え方は、要するにリサイクルにつながる話なん

ですよね。自分のところで出したものは自分のところで始末すれということなんですよ。そのこと

によって、人の手を借りたり、人に頼むと地球環境を汚したり、お金も掛かるよと。そういうこと

で「必要のないものは、保有するな、考えろ」。この教育をしておかないと、大量消費時代と違い

ますから、出れば自然環境を破壊しているわけですから、それは今からやっておかないと、やはり

こういうことで我々も気が付かないと、２０年前は全然こういうことに気が付いていないわけです

から。これはやっておかないとだめだと思うのですね。 

 こういうことも謳っているので、その辺教育委員会とよく議論をしてもらって、それも政策の柱

になっていますから、具現的な方法を実施してもらいたいなと。それが啓発につながると思うので

お願いします。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。 

 良いですか、さっきの話をぶり返すかもしれませんけれども、環境施策検討会議というのがあり

ますよね。これをなぜ設けたかというと各分野に、広範囲にわたるということで設けていますよね。

この存在って、すごく大事だと思うのですよ。この計画がスムーズにいっているかどうか、それか

ら町民会議の設置に関しても、かなり重要な部分があると思うのです。もちろん行政からいうとい

うことはだめだということですけれども、情報の発信とか、そういうことはきちんとしていかなけ

ればだめですよね。各分野ごとにですから、分野ごとにきちんとして、施策検討会議で分野ごとに

やっていることを、そこを中心にしてやるわけですよね。ですから町民会議も分野別にやったもの

が一つの大きな会議があって、計画がスムーズにいっているかどうかという、そして問題点を出し

合って、お互いに協力する。 

 事業者なんか、これから特に大きなことをやりますからね。それに対して町民が何かをするとい

ったら、さっきの天ぷら油もそうですし、資源ごみにしたってペットボトルの蓋を取ることは大分



 27

徹底されていますけれども、ビニールをはがすことはほとんどしていないですよね。あれもすごい

作業で、もう１回手が掛かるんだということを知らない方が多いと思うのです。そういう細かいこ

とですけれども、そういうことが全体に行き渡るような形にしてもらいたいなというふうに思うの

ですけれども、それが一つ希望です。  

 地球温暖化計画法を作るということで、１８年度中に作るということになっていますけれども、

計画の中で数値的なことはきちんと示していくということでいいんですか、ゴミ減量化計画も１７

年度中にできましたよね。ここの部分でも数値的なことは今後きちんと示されていくと思うのです

けれども、地球温暖化防止実行計画、これも１８年度中にできますけれども、今後これも数値的な

ことはきちんと示されていくということでとらえておいて良いでしょうか。須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  今の数値目標でございますが、地球温暖化関連につきましてＣ

Ｏ２の削減目標だとか、そういったものその中で当然数値化するということになりますし、一般廃

棄物の処理基本計画の中でもですね、前回の計画の中では数値、何％という目標は掲げておりませ

んが、今回今策定中のものについては、減量化の率とリサイクル率ですね、どれだけ廃棄物をリサ

イクルしていったかと。その率を目標数値をもって進めていこうということで、現在策定してござ

いますので、環境基本計画の中では特別示されてございませんが、これを進めていく個別の計画の

中で、具体的な数値はそれぞれ示しながら進めていくことになると思います。 

○委員長（吉田和子君） それともう１点、さっき言うのを忘れたのですけれども、今回のこの基

本計画を作るにあたって、環境教育ということも含めて、子どもたちにさっきアンケート調査をし

たということを言っていましたけれども、この子どもたちのアンケート調査で、大きく計画に生か

されていることがあるかどうか。町長が以前、議会の質問のときの答弁で、「これから子どもたち

の意見を、計画の中に生かしていくための対応をしていきたい」と大きく言っているんですね。そ

の一つの対応としてアンケート調査をしたということだったと思うのですが、先ほどしているとか

していないという状況の説明があったんですけれども、子どもたちのアンケートを見て、審議会と

してこの計画に、本当にこの部分は将来的にわたって必要だろうとか、この部分は生かしていくべ

きじゃないかというものがありましたら、教えていただきたいと思います。 

須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  環境についてのアンケート調査ということで、小学生を対象に

行っておりまして、例えばエコマークを知っていますかとか、家庭のゴミの分別に協力しています

かだとか、家庭で電気や水の節約に気を付けていますか、地球温暖化の問題に関心がありますかと

いう形で、アンケート調査を実施しています。  

・貴方はエコマークを知っていますか、と聞いたら「知っています」という人が３４％。  

・家庭でのゴミの分別に協力していますか、と聞いたら「している」と答える子が５３．９％。  

・貴方は家庭で電気や水の節約に気を付けていますか、と聞いたら「気を付けている」５８．１％。  

・地球温暖化の問題に関心がありますか、と聞いたら「関心がある」という子が３０．４％。  

 というようなことで回答があるわけなんですけれども、こういった中でいきますと、例えば「エ

コマークを知っていますか」となったら、エコマークってなんですかということになるのですが、
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環境に優しい商品とか、そういうものにエコマークがつけられているのですけれども、そのことを

知っている方が約４０％弱ということで、決して高い数字ではないですよね。 

 ですから、こういう環境的な意識、やはりもう少し向上させる必要性があるのではないか。「家

庭でのゴミの分別に協力していますか」というものについても半分。地球温暖化の問題に関しては、

「ある」と答えているのは３０％ということで、ただ、家庭で電気や水の節約に気を付けているか

といったら５８．1％ということで、地球温暖化の問題に関心があるのは３０％なんですが、実際

にそういう問題に関心があって、例えば電気・水の節約、本来関連しているのですけれども、この

辺の答えと若干異なっていたりしますので、この辺を含めて、こういうデーターをもとに計画の中

で、これらの意識調査した結果等を踏まえて、それぞれ計画に中でどういったことを進めていくか

という施策に反映させているということになるんですよね。  

○委員長（吉田和子君） アンケートの調査結果を反映しているということであって、町長が言っ

ているのは、「今後の次期計画の策定については、子どもたちの意見を聞くような場面も設定すべ

きである」。というふうに言っているのですが、アンケート調査で終えたということなんですね。

意見を聞くということではなくて、アンケート調査をもとにした実態を調べて、それを計画に生か

したということであって、子どもたちから今後の、未来の環境はどうあってほしいということを、

意見として取り入れたということではないということですね。須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  今の質問についてはですね、５５ページのところに環境白書と

いう点で、町のほうで公開をするというようなことの中に、町民アンケート調査により町民の本計

画の達成感の変化を認識し、環境施策に反映します。ということになっているのですけれども、基

本的には町民アンケート調査。企画サイドで行う町民環境アンケート調査を意識して、ここでいっ

てございますが、この計画の中で具体的に子どもたちに再度、アンケート調査を繰り返しですね、

行うという形ではいってはいないのですけれども、いずれにして意識の達成度を測るためには、頻

繁にということにはならないかもしれませんが、ある時期が来ましたら、達成度というのはアンケ

ート調査をしないとですね、わからないのかなというのがありますので、その辺は進めていく中で、

多分調査を行っていくことになるのではないかと思ってございます。  

○委員長（吉田和子君） この計画を進めていくことで、現実的に一番結果が現れてくるのは、子

どもたちへのアンケート調査なのかなと思うんですよね。現実的に自分たちのやっていることをき

ちんと出すわけですから、ですから顕著に表れるのではないかと思うのですけれども、今回小学生

だけと言っていましたよね。小・中学校ですか。今後はもっと意見を言える人たち、高校生だとか

若い人たちにもそういう意見を述べるような場作りをして、今後計画にアンケートだけではなくて、

意見として持ってもらう、意識を持ってもらうという意味では、そういう意見を生かしていくとい

う方法も、今後見直していくわけですから、そういう中では生かしていっていただきたいなという

ふうに思いますけれども。須貝課長。  

○生活環境課長（須貝 貢君）  高校生以上の部分については、次の実行していく中だとか、ある

いは見直しかける中だとかで聞いていくという考え方になると思います。それと、小・中学生の今

のアンケートに基づいて、この環境教育の推進が必要だということで、５１ページの中で、重点的
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な取組みが入っているわけなんですね。これからの環境教育のあり方をやっていく中では、学校で

も温度差がある。実はこのアンケートを取った各学校別にデーターがあるのですけれども、このデ

ーターは公表しないでほしいといわれたんです。学校でいろいろ進めていく中で、格差があるとや

りづらいという部分があるのかなと。そういうことを踏まえた中で、次の段階で実質、実施計画な

んかを組んでやっていってもらう中ではですね、こういうようなものを取り入れたり、当然子供た

ちの意見なんかも聞いたりなんかして、環境教育が進められていくべきものだろうというふうに思

っていますので、今後教育委員会との中でですね、これは我々のほうとしてもこういうことを踏ま

えた中で進めていってもらいたいというようなことは話していきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（吉田和子君） 環境格差があるということは、現実的に数値として現れるわけですから、

環境教育のやり方によって違うのだという差が、現前と現れているわけですから、原因がわかるわ

けですよね。そしたら、今後きちんと同じような教育、同じように受けて、同じような状況を作っ

ていける。地域が全部まんべんなく行き渡るということになりますよね。そういう部分では、一つ

の成果としてもあるということだと思うのですけれども、そういうことを生かしていって同じよう

なレベルになれるような状況を、今後、この次ぎ出たときには同じようにレベルになったと。そう

いえるような環境作りを、環境教育をしていくべきかなというふうに思いますけれども。  

 他にどうでしょうか。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  ４９ページ、環境目標５に 環境を学び、自主的に行動するまちというと

ころの、リサイクル産業の推進というところで、町の役割というのが出ているんですよ。これはこ

れで、僕は非常に賛成なんですけれども、重点的な取組みの中にですね、そのことが間接的にはあ

るのだけれども、直接的にないんですよね。何が言いたいかというと、町の方針でもゴミの固形燃

料化というのは、財政の部分で極めて大きな役割を果たすというふうにいっていますよね、今ね。

それができるかどうか登別市との関係がありますけれどもね、しかし、それは燃やせば単なるＣＯ

２が出て、登別の温水プールが温かくなるだけの話しでね。固形燃料化することによって、企業と

して人も使うし、うちの町のゴミの処理費用が大幅にダウンさせることができるという、これは試

算も一定年度あらあらですけれども、出ていますよね。 

 僕はやっぱり、一番重要なのは、そういう町の財政にも寄与できる。また白老町の環境の負荷も

減る。そういうことで言えば、このことというのは極めて大きいのだけれども、皆さん方の認識、

さっき言った審議会の認識はちょっと良く分からないのだけれども、そこら辺は私は絶対載せるべ

きだと。一部担当者によると、億の金ですからね。それがさっきから言っている環境衛生センター

に持っていった枝から何からすべて資源化できるわけでしょ。どんなものでも。だからそういうこ

とで言えば、木のくずから何からすべてができるというのであれば、僕はこれはやっぱりどうして

も町の財政のためにも取組むべきだ。それくらい大きな中味のものを持っていると思うのだけれど

も、確かに４９ページのトップでは触れているのだけれども、重点的な取組みというところには入

っていないというのは納得できないのだけれど。そこら辺は議論とかそんなことありましたでしょ

うか。 
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○委員長（吉田和子君） 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  今お話しあった件の、リサイクル産業の関係で、今検討会等で

進めている燃料化等のお話しについては、実はこの計画を策定進めていた後半に、まだ具体的にな

らない段階での、今はっきり具体的にものごとが動いてございますが、この当時まだ具体的には話

が動いておらずに、これから重要だという認識は皆さんあったのですけれども、基本的には重点的

な施策を決める段階では、そこまでの域に達していなかったというのが現状なんですよね。その後、

まだ成案化していないですから、差し替えるといいましても、今一度審議会のほうで審議するため

には、まだ細かい点たくさんあって、その辺が進められていなかったということでございます。但

し、一般廃棄物の処理計画の中ではある程度その方向性は出そうという考え方で、私どものほうで

進めていますので、そういう観点では産業廃棄物に留まらず、一般廃棄物もある程度そういう方向

性を示した計画にはなってくると思うんですね。そういう形では動いているのですけれども、残念

ながら計画の中ではそういう背景まで、手直しをしていなくて、本来ならそういう位置付けもあっ

たのでしょうけれど、基本概念として事業者の取組みの一環として、それも町のためになるという

ことで、非常に大きな問題になっているのですけれども、進めた経過の中ではほとんど審議会での

審議の中では話が出る前に終わっていたという背景がありまして、残念ながらこの中では、重点的

な施策の中に盛り込まれていないというのが結論です。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  それは分かった。それは期間の問題もあるからね。それを理解しないなん

てことにはならない。ただ、これから僕はね一般廃棄物もやらなければ、産業廃棄物だけでは全然

意味がないと。一般廃棄物やるから財政的に出るわけだから、そこのところはこの計画とも絶対矛

盾しないような形を作って欲しいんですよ。それは、ここに書いてあるから、4９ページの頭で書

いているから理解はできますけれども、ただ、直接うたっていないわけですから。  

ただこのことは白老町の、これからの自立の問題を含めて、それくらい大きな問題になると思い

ますよ。ですから、これとの整合性が取れなくならないようにだけは、ぎっちり考えておいてほし

いんですよ。一般廃棄物の計画なり、なんらの計画の中にきちんとうたうと。それを本来からいっ

たら町民会議の中で本当に徹底できると。だから、逆に言えば火力を上げるためには、ビニールだ

とか発泡スチロールだとか、分別収集を徹底しなければだめだからね。カロリー上げるため、それ

を混ぜる割合をきちんとしていかないと、固形燃料のカロリーが上がっていかないから。業者は受

け取らなくなりますからね。ですからそういう分別を含めた相当白老の生き残りくらいまで、この

問題は、僕は関わる大きな内容を持っているというふうに思っているんですよ。  

 ですから位置付けをはっきりさせるのと、この計画と整合性が取れなくなるというようなことだ

けは絶対避けて、それは同じ担当ですから、僕はこれから大いに進めていただきたいし、それをや

っていくのが白老の生き残りにかかると思うからね。そこら辺の位置付けで、これをきちんと矛盾

しないような形にしていただきたいと思うんですよ。あとでおかしなことになっちゃたら、これ全

然意味なくなっちゃうからね。登別との関係も含めて、そこら辺考えあります。  

○委員長（吉田和子君） 須田主査。 
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○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  先ほどから何回か、私一般廃棄物処理基本計画というお話をし

ましたけれども、一般廃棄物処理基本計画ってなんなのかといいますと、白老町内から発生する一

般廃棄物。法律で定められている廃棄物の中には一般廃棄物と産業廃棄物と２つの種類がありまし

て、そのうちの一般廃棄物は市町村の責任において処理しなさいというようなことになってござい

ます。町内から出る一般廃棄物を処理するための廃棄物法律の中で、必ず計画を作って進めなさい

というふうにされてございまして、その計画を、今新たな埋め立て処分場、今後平成２3 年度以降

になると思うのですけれども、２２年くらいに今の埋め立て処分場が一杯になる予定をしてござい

ますので、それらを含めて新しい埋め立て処分場の問題。それから、今出ています廃棄物の資源化、

リサイクル産業に変わっていく形になるかと思うのですが、それらも含めてその他に環境計画の中

でも、廃棄物の法律が主流でございます。その法律の制度がどんどんできているということで、そ

れらも相対的に合わせて、今計画を平成１１年、１２年度に登別と広域で取組む時に見直した計画

を、また再度見直しをしているということです。  

ですから、基本的には一般廃棄物を資源化するのにも、その計画できちんと位置付けしないと、

正しい処理の仕方ではないですよということで認められないというのですか、簡単に言いますとそ

ういう形になりますので、そういう方向性を示すということなんですね。ただ、現段階では登別さ

んとの関係だとかいろんなことがありますので、いつからそれをやるだとか、具体的なことは示せ

ないのですけれども、基本的な考え方だとか方向性はきちんと示していきたいというふうな形で進

めてございます。 

 今ちょうど、時期的にはそういうようなはざまで、はっきりどのような方向性に進んでいくかと

いうことも個々、年度ごとに具体的な計画というのはまだでき上がってございませんので、あくま

でも一般廃棄物を含めて燃料化へ持っていきますよというような考え方を、今回の廃棄物の計画の

中で示しておいて、いつでも対応できる形にはしていくという認識の中で、今の整備をしてござい

ますので、それらを含めて考え方の整理を年度内にされて皆さんにお示しできるのではないかなと

いうふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 4９ページのところにですね、リサイクル産業の推進というところで、町

の役割として、環境産業に関する情報提供を積極的に行うほか、リサイクル産業の立地・起業を支

援します。と書いているのですけれども、例えば、もともとリサイクルの仕事をしている人がいま

すよね、業者。ところが現実的には今までこういう環境ということとか、リサイクルということに

非常に関心がなかったというか、国全体というか町全体もそうだったものですから、もともとそう

いう業種についていながら、白老町としてはリサイクル業者して認めていないんですね。例えば、

製造業だとかね、林業だとか。そういうふうな形で果たして、ここの中にかかれているリサイクル

産業というのは、町はどういう定義付けというのか位置付けをしていらっしゃるのかなと、もとも

とリサイクルの仕事として、業者として業務をしているのにも関わらず、林業だとか、製造業とか、

そういう形で位置付けされているんですよね。  

 ここ最近、いろんなリサイクルをやっていますよね。経済産業省が推進して、そういうものに携
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わって、実験的にやっていますよ。試験的にやっていますよという業者さんに関しては、リサイク

ルをやっていますという形で町のほうは見ているみたいなんですけれど、できればその辺きちんと

して、ガイドラインというか示していただきたいなと思うんですよね。簡単にいってしまいますと、

私どもの勤めております会社も、もともとはリサイクル業者です。ところが、町の規定では製造業

になっています。「もともとはリサイクル業です」と、何度も何１０年もいってきましたけれども、

そういう定義づけがないからなっていない。  

 結局白老町の中でも、そういう業者が何件かあるんですよね。その辺ももっと環境産業の取組み

を進めるというのであれば、そういうところもきちんとしていただけるとありがたいなと、正直そ

ういう業者も、もともとはずっと昔からやってきているのであって、昨日や今日やっているのでは

ないのだと、そういうところももう一度見ていただければありがたい。そうすることによっていろ

いろな業者が、もっと増えてくるのではないかな。そして環境にもっと関心を持って、町としても

そういう政策を持って打ち出してほしいという面があるんですよね。というのは、環境の仕事をや

ることに対して国とか道からの補助金とかいろいろありますよね。ところが白老町の中にいると、

その対象外の業者にされてしまうんですよね。ところが道東とか、道央とかに行くと、それが道の

事業になりますから補助金が出ますよとか、何とかですよって。環境の一貫の業者として認められ

てやっている部分もあるんですよね。その辺が非常に、せっかく白老町で今やろうとしている中で、

私は勿体ない部分があるなというのを非常に感じていたのですけれども、その辺はいかがでしょう

か。 

○委員長（吉田和子君） 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君）  リサイクル産業従事者のですね、関わりなんですけれども、実

は産業廃棄物を有効利用するというような観点では、北海道のほうの再生利用者の指定制度だとか

というのがありますので、それぞれそれらの指定を受けてリサイクル業者というようなことで進め

ているんですよね。ですから、例えば廃棄物処理業者、ですから林業の中でリサイクルやっている

方もいらっしゃいますし、それは林業は林業に違いないですよね。例えば木質をペレット化したり

なんかすると、そういうリサイクルをしているよということで、木質まであったかどうか分からな

いですけれども、北海道のほうに再生の利用指定登録というのがあるんですよね、そういったとこ

ろに申請登録すると、例えば一覧表で、北海道のほうから指定しましたよということで、そういう

指定業者の一覧の中に入ったりとかですね、そういう位置付けがされていくんですよね。  

 町のほうではこれからなんですけれども、一応今のリサイクル産業の関連もありますので、一般

廃棄物の有効利用指定業者というのですか、こういったものの指定というのはしていく方向性に多

分なっていくと思うんですね。 

 なぜ違うかというとですね、基本的に廃棄物を扱う場合には処理業の許可だとか、施設の設置許

可だとかという認可が必要だったりするんですよね。それで法律や、そういう中で、例えば、指定

を受けたリサイクル業者さんは収集運搬の許可が不要になったり、特例があったりするわけなんで

すよね。できるだけリサイクルがスムーズに事業者が行われる形で、例えば再生利用の認定指定業

者は、例えばそのものを扱う時の収集運搬は、改めて収集運搬の許可をいただかなくてもできます
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よとか。そういうことが多少あるんですよね。そういうような制度も必要だということで、一般廃

棄物のほうについてもリサイクル業者を町が指定をするということによって、例えば町の一般廃棄

物の収集運搬の許可を得るのでも、その行為に対しての収集運搬はできますよというような対策も

合わせて講じていかなければならないというようなことなんです。ですから決してリサイクル業者

さんは、認めていないとかということではないんですよね。ただ、そういうもので位置付けという

のは、その制度なりいろんなものによって、いろんなリサイクル業者さん位置付けられていますの

で、多分、その申請をされていないだけで、実際申請しないでやっているところはたくさんあるん

ですよ。ただ、道の補助事業でも、何でもそうなんですけれども、その補助対象事業に該当するの

であれば、そのリサイクル業者でなければいけない。いろんな補助の受ける性質によって違うと思

うんですよね、リサイクル業者というか、きちんと許可を得た業者でないと補助を受けられない場

合と、例えば今食品リサイクル法ありますよね、こういったものでリサイクルを今後していくとい

うことで、今年の１０月から循環税ができるんですけれども、それらは排出業者がリサイクル施設

を作るために、補助金をもらって、自分たちが産業廃棄物にしないでリサイクルする施設をやりた

いといった場合に、今なら交付金といいますが交付金がもらえるような制度のお金に使われていく

んですよね、循環税というのは。そういう形で組まれていますので、多分やっているのにそれを認

めていないとかということはないのではないかと思うんですよね。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私の聞きかたが悪かったかもしれませんけれども、だから指定をされてい

る業者以外も一杯いますよね。ですからそういう業者なんかも含めて、企業も環境の中に入ってく

る業者なんで、もっとそういう意味ではきちんとした企業というのですか、そういうところにもも

っと力を入れてほしいというか、ただ、リサイクル産業というと自分のところは関係ないのだなと

思って、多くの企業では考えてしまうのですけれども、実際に自分のところでやっている仕事がリ

サイクルの一部に関わっているのにも関わらず、意外と関心がないというか、良くわかっていない

というか、そういう部分が多いので、そういうところをもっときちんとフォローしてというのです

か、産業経済課あたりとかというところともうちょっときちんとしていただけるとありがたいので

はないかな。そうすると、自分のところでやっていることが実際にはちゃんとした法に法ったリサ

イクル事業を、ちゃんとやっているのだというのを意外と知らないでやっているのではないかなと

思うんですよね。 

 あとで、「うちもやっていますよ。その程度のことは」。それを事業としてやっているからリサイ

クル業だと思わないでやっていることも、結構あるんじゃないのかなと思うのですけれども。  

○委員長（吉田和子君） それは町できちんと対応するべきだということですか、調査して。  

○委員（西田祐子君）  やっぱりある程度分かっていると思うんですね、いろいろな業種を、町の

ほうでも。そこの中で、お宅の会社ではこういうことをちゃんとリサイクルとしてやっているんじ

ゃないですかと。そういう企業で、そこで働いて人間もそれによって意識も変わってきますし、も

ちろん会社の意識も変わってきますし、申し訳ないんですけれども環境というのは、町民全体を巻

き込んでといいますけれども、実際に事業主一人一人も、やっぱり関わって、例えば会社をやって
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いたら必ずゴミが出ますよね、仕入れしてくるものによっても違うと思うんですよね。これが同じ

環境のものを買うにしても、エコマークのついているものを買うか、そうでないものを買うか。そ

れ一つにしても関心持てるか持てないかといったら、やはり企業自体も「どうなんですか」と白老

町に聞いたら、今まであまりよくは分からなかったというのが実態なので、せっかくできるのです

からそういうところも一ついれて欲しいなと思ったんですけれども。  

○委員長（吉田和子君） 須貝課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君）  聞いていて良く理解できない部分もあるんですけれども、企業と

して出てきた廃棄物、これを企業としてまた再活用していますよという、これ一つのリサイクルな

んですね。これは、企業として産業廃棄物としてただ処分してしまうだけでなくて、それをリサイ

クルしなさいというようなことを、ただ埋めてしまったり、燃やしてしまったりするのではなくて、

またリサイクルしてやりなさいと、企業に責任を負わされているのが一つあるんですね。これ、リ

サイクル事業とは言わないんですね。企業責任なんですね。  

 もうひとつは、その出されたものを、ある会社が産業廃棄物として出したのだけれども、それを

うちの企業としてはこれを利用できますよと買ってきて、それを利用するという。これ、そっちの

企業からいけばリサイクルなんですよね。こっちの側からいくとそれは原材料を買ってきたという

ことなんですよ。廃棄物を処理してあげるよということではなくて、材料として買いますよと。そ

この部分でいくとリサイクル産業といわないんですね。買ってきているんですから原料として買っ

ているということなんですよ。片側からいけばリサイクルしているんだけれども、片側からいくと

リサイクルではないと。こういうようなことなんですね。ですから、その辺は事業責任でやってい

るリサイクルなのか、あるいはそうではなくて原料として買っているのか、そうではなくて本当に

リサイクル産業としてやっているのかと、この辺の見極めというのはしていかなければならないな。

これはあると思うんですよね。 

○委員長（吉田和子君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、西田委員の質問に対して、課長が答えてそのとおりなんだけれども、

はっきり理解してもらわなければだめなのは、事業系の廃棄物、産業廃棄物と一般廃棄物がありま

すね。どこがきちんと処理しなけばだめだっていうのは、町の責任において一般廃棄物はきちんと

処理対応しなければだめでしょ。その辺の話をきちんとしてやらないと、事業をやっていても出た

のが全部一般廃棄物みたいに取られても、やっぱり話し見えないですよね。その辺どこが責任を持

ってきちんとやるのか、産業廃棄物は町の取組むべき事項ではないので、それはまた道なり、排処

法の法律に基づいて処理しなければだめなものですから、その辺をちょっと説明してあげたほうが

分かりやすいんでないかい。 

○委員長（吉田和子君） 廃棄物の話もそうなんですけれど、事業として行っていることに対して、

その事業自体がリサイクル産業として認められないから、その定義付けが白老町としてないのかと

いうふうに、私は聞いたと思うんですよ。だから、今話しの中で廃棄物の話しまで行きました。廃

棄物を使ってという話もなりましたけれども、それ以前の事業として、こういうものを使ってやっ

ていますと。それは、自分たちはリサイクル産業と思っているけれども、道では認めているところ
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もあるけれども、町としてはそういう定義づけはないのかと、先ず聞いたと思うんですよ。自分の

ところは製造業だと思っていなくて、本当はリサイクルの産業だと思っているのだけれども、町と

してはそういう定義づけも何もないから、町としては認められていないけれども、道ではそういう

同じような類の仕事をしているところは、産業廃棄物のリサイクル産業として認められて、補助金

等も出ているところもあると。だけど白老町では、それはあくまでも道が認可するものといったも

のが、町もそれはタッチしないですといったほうが分かるんじゃないかと思うんですけれども。そ

ういうことを聞いているんだと思ったんですけれども。 

 ただ、そういうこともまだ理解できていないのかなとちょっと思ったんです。  

 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君） 先ほどもこの件については、ちょっとお話したとおりですね、

リサイクル業者として、会社として認定してもらうかどうか。それを外に啓発したいということで

あれば、産業廃棄物ですから、先ほど議長がおっしゃったとおり、一般廃棄物と産業廃棄物とゴミ

が分かれていまして、産業廃棄物については北海道が処理主体になっているんですよね。  です

から、北海道が産業廃棄物の減量化、そういったものを中心になって進めていくという住み分けが、

一般家庭と産業廃棄物、一般廃棄物と産業廃棄物でできて、一般廃棄物は市町村でやりなさい。産

業廃棄物は北海道でやっていきますよという形になっているんですよね。  

 その中でリサイクルの事業者ですから、事業活動で出るもののほとんどは産業廃棄物という位置

付けなんで、産業廃棄物のリサイクルを何らかの形でやっている事業者は、自分が産業廃棄物のリ

サイクル業者ですよと認定して欲しいとしたならば、北海道のそういう指定制度に乗っかって、申

請をして、認知されている企業があるということですね。  

 ただ、それは自分自らやっていますから、そのままやっていることには違いないんで、それはい

いですよということで個々に自らやっている事業所さんはありますよね。それはそこそこの企業の

考え方っていいますかね、まずそこのところと、もう少し掘り下げてみますと、事業者の方につい

ては、一般廃棄物・産業廃棄物はそうなんですけれど、自ら自己の責任において処理しなければな

らないという大原則があるんですよ。ですから、一般廃棄物であっても事業者については自らが責

任を持って、適正に処理するんですよという大原則がありまして、その大原則に基づいて自らやり

ますよと。 

 ただし、一般廃棄物については、事業者から出るものは市町村の処理施設で受けられるものは、

受けて処理をしてよという流れなんですよね。だから、例えば我々が今後事業者に、今事業系のゴ

ミは非常に多くなっていますので、減量化をお願いする時はその大原則をもとに、リサイクル化が

そこそこで出る廃棄物をですね、できるだけ資源化していく方向に進めていただきたいというお話

しをしていかないと減量化が進まないということなんですよね。  

 ゴミを出すなということになりますと、事業を止めれということになりますので、事業者はたく

さん出ればそれだけ、事業活動が活発化になっているという表れでもありますので、事業活動が活

発化になると当然廃棄物が増えてきますけれど、それを抑制するためには循環型ということで、で

きるだけ廃棄物にしないで、資源化してリサイクルして使いましょうという考え方で、循環型社会
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を作っていきましょうということで、国も政策を進めているわけですよね。そういう形になってい

ますので、例えば自分の会社がリサイクル業者として、世間なりに認知してもらえて、何かそうい

う肩書きを持とうとすると、そういう制度に基づいて申請して肩書きをもらって進めていくという

ことのなかで、関連企業へＰＲに行ったりだとかということで、各事業所さんがやっているんです

よね。 

 ですから、そういう観点からいくと、改めて町でもそうなんですけれど、町内のリサイクルいろ

いろ進めている業者さん、例えばご相談だとかいろいろ、そういうものに対しての情報の提供だと

か、支援はしていないはずはないと思うのですけれども、ただ、金銭的なものでできるものとでき

ないものがありますので、その辺の住み分けはされていると思いますので。  

 そこに、そういうことを無視して、何かそういうことをしていないとかということではないと思

うんです。ですから、自らそういうものを持っているものだというふうに理解してもらえればよろ

しいかなと。何か行政が関わるという形ではないですね、現段階では。  

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君）  西田委員の言っていることは、これ出すほうではなくて、西田さんの会社

自体がそういうふうなリサイクル産業ですよというふうなことを訴えているんだと思うんだよ。と

いうのは、間伐材を製品にしていますよと。これは一つのリサイクルではないのかというふうな視

点でものをいっているのと違いますか。  

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私の言いたかったのは、例えば間伐材をやっていますよと。ところが道の

基準では、道北のほうの特定の１種類の木だけが間伐材指定されているんですよね。国でも指定さ

れているんです。ところが道央とか道南のほうへ来ましたら、カラマツとかそういう間伐あります

よね、ところがそれがリサイクルとか、そういうものに指定されていないので、一切補助金とか何

にも出ないんですよ。それで現実問題として、すごく不備があるなと。正直申し上げましてね。だ

から、さっきもっとはっきりいえばよかったですね。業者のほうももうちょっとしてほしかったと

いうのは、例えば一定の、一部の間伐材だけが国とか道の指定を受けていながら、それでなおかつ

この辺の胆振管内のカラマツ材とかは一切受けていない。  

それは私、昨年度道のほうへ行きまして、おかしいのではないのかと。間伐材はやはり間伐材な

のだから、木に種類関係なく指定して欲しいということを申し入れてきましたら、「はっきりいっ

て、どこの町村さんもそういうことを言ってきませんからね」と。やっぱり道北のほうの町村とか

が、一生懸命頑張っていってくるので指定になりましたよと。意外とそういう程度で決まっていい

のかなって、正直言ってそのとき思いました。あまりその辺、道の職員に言いたくなかったのです

けれども。だからもうちょっとなんか。  

○委員長（吉田和子君） 須田主査。 

○生活環境Ｇ主査（須田健一君） 今ちょっとお話し聞いた中では、例えば昨日の NHK のテレビ

で木質ペレットを見られた方いらっしゃいますか。厚沢部町で、間伐材を使って家庭用の暖房とし

てペレットを使っているようなのをテレビでやっていたんですけれど、ああいう事業を始めようと
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する時には、産業経済省かな、あるリサイクル産業としてですね、そういう補助とかというのはあ

るんですよね。仮にそういうものがなかったとしても、今度循環税ができると、当然そういうよう

な交付金、援助を受けたりという仕組みが、さらに広がるというのですか。産業廃棄物で出すとき

は税を払ってもらいますよ。そういったものはリサイクルを進めていくための費用として使ってい

きますよという形で枠が広がっているんですからね。  

 だから、今委員がお話しされた中では、制度上の中で間伐材をご職業に対して、何らかの形で使

うときに、たまたま補助制度に該当していなかったということだけであってですね、角度を変える

と別な方向性で受けられることもあったのかもしれないですけれどもね。そういうことも含めて、

例えば環境産業に関する情報の提供ということで、今後はそういう事業者に対する情報の提供、そ

ういうものも含めて数多く行っていきましょうというのが、計画の中ではいってございますので、

それは今後そういう形で進めていくことになるだろうと思います。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君）  今ね、そういうふうにいったら誤解を招くんだよね。というのは、きちん

と申請をして、私はリサイクル経営ですよというふうなことを、その前にリサイクル法というは、

環境税を取ってこれからそういうふうな企業には補助金を出しますよというふうな場合に、新たな

創出があった場合、そういうふうなものの施設に対して何でもかんでではないんだよな。設備投資

するものに対しての補助金なんだよな。その会社に対する補助金でないんだよな。だからその辺が

一色単になって、ちょっと迷ってしまったら、また誤解を招くから、設備が例えば１0０，０００，

０００円かかりますよ、それではそれの 3 分の１補助しましょうと。これが今の国の出されている

補助金の内容なんだよな。だから新たに、今まで過去から、１0 年前からそういうようなことをや

ってきていますよ。だから、今こういうふうなものを指定してくださいというふうなことにはなら

ないと思うんだよ。だから、そこら辺の説明の振り分けをきちんとするということ。それで、やっ

ぱりエントリーをするということ。私はこういうふうな、間伐材を使ってこうやっているのだから、

こういうふうなものを道で認めてください。といって道のそのセクションがきちんと認定するとい

うようなこと、これが先ず第１段階必要だということだと思うんだよ。その辺誤解すると、そして

今日のこの質疑に対しての意見とは、今の意見はそぐわないと思うので関係ないと思います。 

○委員長（吉田和子君） 町の役割でリサイクル産業の立地・起業を支援しますという部分があっ

たので、そういう話を出したのではないかと思うのです。だから、今の説明でわかったと思うので

すけれども。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 確かに質疑ですから、いろんなことを聞いてもいいと思うのですけれ

ども、やはり内容に著しく逸脱する質疑はする必要はないと思うんですよ。自分はこういう経験を

したと、おかしいと。それは町のことではないわけでしょ。おかしいといっているのは道の見解の

ことをいっているわけでしょ。これ、道議会の話をここでするべきではないですから、それはやっ

ぱりはきちがえられたら、質疑の時間も無駄だから、それを考えて発言してもらわないと困ると思

うね。 

○委員長（吉田和子君） 今後、情報提供していくということですよね。起業とか支援がどういう
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ことがあったということを町に行って相談すれば、今後やっていくためには、さっき課長がおっし

ゃったように、原料を仕入れ何かを作るということはリサイクルとして認められないこともありま

すよということもありましたから、そういう情報提供は個々の企業はこれはと思ったら、そして情

報提供をどんどんしていくということですよね。そういうことでよろしいでしょうか。  

 次に進みたいと思います。他に質疑のございます方どうぞ。ないでしょうか。  

 以上で担当課からの説明と質疑を終わりたいと思います。今日は大変ありがとうございました。

ご苦労様でした。 

 それではここで暫時休憩をいたしたいと思います。  

 

休  憩（午後 ３時２４分） 

 

再  開（午後 ３時５０分） 

 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

まとめようというふうに思います。まとめの中で何か皆さんの意見をお話いただければと思いま

す。 

 やっぱり、ここまで時間をかけていいものを作ったという町長の話も前にありましたけれども、

そういう部分では評価もしなければならないというふうに思うのですけれども。  

さっきのクリーンエネルギーの関係のことをきちんと明確に、それはゴミ処理計画のほうで出す

というふうにはいっていましたけれども。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君）  先ほど私述べましたけれども、これはやっぱりこの計画のなかでは、非常

に大きなものだと僕は思っているわけさ、だから、物理的にそれは載せることが難しいというのは

分かるし、それでどうのこうのという気はないのだけれども、町が本当にこれから、この基本理念

で進めるということであれば、当然地球温暖化防止、同じことでもそういうことをきちんとする。

それから、最終処分場のことでも固形燃料化して売れば、その灰はうちにはこないんだからね。そ

こまで違うんですから。そしたら最終処分場は延びるんですよ、必ず。一般廃棄物であれば、そう

でしょ。今まで登別から持ってきたやつみんな持ってこなくて良いわけだから。だからそういうこ

とを考えたら、財政メリットは極めて大きいものなんだよこれ。そういう位置付けをきちんと持っ

ていればいいんだけれど、やっぱりそういうことが、あまりにも財政的な部分で希薄すぎるという

ふうに思っているんです。はっきりいえば。だから担当者がいくら頑張ったって、政策推進室の担

当者だけ頑張ったってね、そんなものいくものではないんですよ。そういう点では、やっぱり町長

だってそこの位置付けはっきりするといっているわけだから、本会議での答弁でその２つが大変大

切だといってるわけだから、そのうちの１本だからね。 

 僕は、本当は環境審議会を再度開いても、それはちょっといえなかったからいわなかったんだけ

れどもね、審議会開いても、これ載せるべき中味のものなんですよ。そういう認識にならないとい

うところがどうも危機感がないのではないのかなという気が、極めてするということだけが意見と
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しては残るからいっておきたいと思います。  

 あとの処置は正・副委員長で構いませんけれども、それ以上私いおうとは思いませんけれども、

それくらい大きな内容を持っているんだという認識が担当課にあるかどうかということなんです

よ。以上。 

○委員長（吉田和子君） 基本的には、いつも所管で言っているんですけれども、１％のゴミが減

れば５００万円減額になると。さっきの最終処分場の話し、私も一般質問でちょっとしましたけれ

ども、ゴミゼロに向かってといったらあまりはっきりした答弁は町長はできなかったと思うんです

けれどもね、登別との関係があるといっていましたから。ただ、そういう関係でいくと処分場が延

びれば、その分お金がかからなくても済む。広域的にやるかもしれないという話しもしていました

けれどもね、処分場に関しては。ですけど、そういう形ではきちんとしたものを持たないと、折角

良いものが出来上がらないでしまうということもあると思うんですね。積極的にやっていかないと、

登別との関係でもしかしたらつぶれてしまうこともありますよね。そういう関係ではきちんと進め

てもらいたいなというふうに思うんですけれども。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君）  蛇足ですけど、試算で間違いなく１億円出ると、これもはっきり公言して

いますからね。１億円出るということは、今何もしないところから１００，０００，０００円を税

収で増やすのではないのですからね。何もしないで努力ちょっとするだけで、１億円出るというこ

とは、町にとっては驚天動地の中味だと思いますよ僕は。だからそういうことを本当に担当課は積

極的にやることによって、１年間に１億円だったら、３年で３億円でしょ。そしたら、今の財政危

機をあともう一本なにかあればね、十分打ち破れる中味を持っているんですよ。だからそういう認

識に議会も町側も立たないと、そうなっていかないんですよ。議会がその立場に立つというのはど

ういう意味かというと、それを議会が立てないと登別が絶対に「うん」と言わないことさ。 

 それはそうだよ登別が「うん」と言わないですよ。ただ、借金は返さなければだめだけれど、入

るゴミの量が減るからね。処理費用も払う額が減るから、だから儲かるわけだからこっちは。そう

いうふうな関係になるのだけれども、ただ、起債分については払わないなんていえないから、それ

は７千万円は払わなければだめだけれどもね。  

 だからそれくらい大きなものなんだ、白老町が自立できるかどうか、僕はそこにかかっていると

言っていいくらいの中味のものですよ。ところが、聞いていたらそういうレベルでないような気が

してしようがないのさ。やっぱりこれ直すくらいの、議会もそうやっていったほうがよかったかも

しれないけれども、直すくらいの構えで、もう１回環境審議会を開いてやりますよということくら

いの構えでやっていかないと、自立なんかできないですよこれから。僕は本当にそう思ったよ。あ

れ以上せめてもしょうがないからね、言わなかったですけれども、何らかの形で反映してください。 

○委員長（吉田和子君） 登別に前に視察にいったときに、２つ窯があって、２つ炊いていて、１

つにすることは可能だという話をしていたんですよ。だから、ゴミ量を減らして、どんどんみんな

努力して、ゴミが減ったらどうするんですかって私聞いたんですよ。１つでも十分２４時間炊いて

いけるだけのものができるんですという話をしていましたから、そういう部分では半分減らしたと

しても、すごい金額になると思うんですよ。この点は、少し詳しく報告等していきたいと思います。  
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はい、熊谷副委員長。  

○副委員長（熊谷雅史君） あとで委員長と、そういう部分で委員の皆さんの了解を得て、文章校

正をしていく中味になると思うんですけど、多くの質疑の中、僕も発議した中味の、例の仮称のね、

協議会の話なんですけれども、やはりこの計画自体のことに対しての文言は入れたとしても、やっ

ぱりこれを進めていく上で、あの組織は早急にきちんと立ち上げるべきだと言う意見はやっぱりつ

けたほうがいいと思うんですよ。それでその手法については網羅している担当課と打ち合わせをす

るということになっていますから、早急に、１8 年度中といっていますけれども早期に立ち上げる

ようにというのを入れたいのですけれども、よろしいでしょうか。入れたほうがいいと思うのです

けれども。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  それは副委員長のいう通りでいいんじゃないですか。それは遅らせる必要

なにもないわけだから、ただ、組織を作ればみんないくと思っているんだわ。違うんだよね、その

組織がどうすれば動くのかというところが町内会に頼っているような組織なんて話しにならない

って、はっきり言わせてもらえば。だから、そこら辺はさっきの言葉尻をつかむわけではないけれ

ども、さっきの言葉だって、なんか町内会に相談してなんてことをいっていたでしょ。違うんだよ、

環境問題というのはもっとやりたい人や、やっている人がいるのさ。そういう人たちの話をちゃん

と聞いてやらないと、町内会の一般論なんかでやったってだめですよ。町内会がだめだという意味

ではないですよ。そこだけは考慮して、早めるのはいいですけれども。  

○委員長（吉田和子君） 環境基本計画を進めていくためのそれぞれの分野のリーダーをきちんと

育てていって、その人たちが本当にこの計画を進めていくような、そういう体制作りを、もう行政

は要らないよと、僕たちだけでやるよというくらいの組織を立ち上げてもらいたいということで、

少し強くここも出したいと思います。いろんな考えがあるからね。 

 はい、宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 今回の日本海沿岸のほうの積雪、３m、４m というのは地球温暖化からく

るのだという、そういうことを直接この身体で経験した人は、地球温暖化って大変なんだと、何と

かしなくてはならないという意識が自ら出てくると思う。ところが白老の場合は、お蔭さんでとい

うかないから、まだそうは言っていても、ニュースを聞いていても、地球温暖化というのはよその

話しであって、我々のほうではそんなに、思っている人もいるでしょうけれども、まだ真剣に考え

ていないというのが正直なところだと思うんです。そういう思っている人たちに対して、地球温暖

化だけではなくてもろもろですけれども、町民の役割、町の役割、事業者の役割というのがあるの

だけれども、町や事業者の役割は当たり前であって、町民の役割というのをどのようにして意識を

高めていくかというのが、一番大きな問題だというふうに思うんです。  

例えば、マイバックというのも、消費者協会で何年も前から呼びかけているのだけれども、今果

たして％聞いていませんけれども、そんなに広がっていないと思う。ですから、本当にマイバック

をやるのであればそれなりの方策というか、それがなければ今の、このままずっといって、ただ呼

びかけて、「マイバック、マイバック」といっても増えないと思うんですよね。ですから、町民の
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意識がそこのところへいくようにするためにはどうするかという、それを考えてやっていかなけれ

ば、このままずるずるずるずるいくのではないかなというふうに思うんですよ。  

 ゴミが無料化から有料化になったときにかなり町民からブーブーあったけれども、結果的にはゴ

ミはぐっと減ったんですよね。減ったというのは有料化したのでそういうことになってきたと思う

のだけれども、だからこのマイバックにしても他のことにしても、もう少し町から町民のほうに強

く訴えるというか、町民がそうだ。そうしなければだめなんだというふうに思うような、そういう

政策をしていかなければだめだと私は思います。  

○委員長（吉田和子君） よろしいでしょうか。なければ、副委員長と内容を精査して報告を、副

委員長がまとめてくれていると思いますので、まとめて報告をしたいと思いますけれども、それで

よろしいでしょうか。次回は９日の日になっております。９日の予定、ちょっと言っていただけま

すか。明日ないということでよろしいです。  

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、９．１０日と介護保険の関係をお聞きすることになっており

まして、９日の午前中には政策推進室のほうから、急ぎたいという計画があって、三連携の関係で

計画を早急に進めていきたいという部分があって、先ず民生常任委員会のほうへ１回ご説明をして

おきたいということで、９日の午前中に委員会協議会という形の中で、お聞きするようになります。

午後からは、ちょっと町内の介護施設を廻ってくるということで、先ずリハビリのほうへお伺いさ

せてもらって、施設を見せていただくのですけれども、リハビリの一角をちょっとお借りして、こ

れは強制的ではないのですけれども、町内の各介護事業者のケアマネージャーのいる施設にできれ

ばご足労して意見を聞かせて欲しいと。あくまでも任意ですけれど、何人来られるかというのはま

だ想定はつきません。リハビリの場所を借りて少しあちらのほうで意見交換させてもらうような時

間を取りたいなと。それから戻ってきましてどんぐりの家、そちらのほうへ寄ってその日は終わり

たいと思います。 

 １０日の日、１日かけて武岡担当参事のほうに来てもらって、一応介護保険の状況を聞くという

ことになっております。一応政策推進室のほうは、時間的なタイムがあって、民生のということに

なっていますけれども、全員でやらせてもらうことについては、町長もやったほうがいいという考

え方みたいなんですよ。もしかしたら全員でもう１回やるかもしれません。  

○委員長（吉田和子君） もしかしたら所管になるかもしれませんし、その辺はしっかり説明を聞

いてまた今後考えたいと思います。そういうことで、本日は大変ご苦労様でございました。 

 

（午後 ４時０６分）  


