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平成１９年白老町民生常任委員会会議録 

 

平成１９年５月１０日（木曜日） 

  開会 午前 ９時５８分 

  閉会 午後 ３時５３分 

  

○所管事務調査 

 環境基本計画の進捗状況について 

  

○出席委員（７名） 

 委員長  吉 田 和 子 君     副委員長  熊 谷 雅 史 君 

委 員  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（なし） 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

 生 活  環  境  課  長    目 時 廣 行 君 

 生 活 環  境  課 参  事    萩 原 康 政 君 

 生 活 環 境 Ｇ 主 幹    竹 田 敏 雄 君 

生 活 環 境 Ｇ 主 査    小 林 繁 樹 君 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

 事   務  局  主  幹    森   隆 治 君 

 臨    時    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、民生常任委員会を開会いたします。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。 

           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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。 

次に、本日の委員会の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局主幹（森 隆治君） 皆さん、どうもご苦労さまです。 

本日の委員会につきましては、所管事務調査といたしまして、環境基本計画の進捗状況につ

いてであります。担当課から、別資料が出ておりますので、これに基づきまして、バイオマス

燃料化施設建設事業について、平成 17 年度白老町環境基本計画の進捗状況及び白老町ごみ処理

基本計画概要と進捗状況についてご説明を受けることになっております。今日、午後にかかる

予定でございますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） それでは、これより所管事務調査を行います。まず今、事務局から

もお話しがありましたけれども、資料に基づきまして、最初にバイオマス燃料化施設建設事業

についての説明をいただいて、質疑をしていきたいというふうに思っております。 

それでは、執行部、お願いします。目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） ４月の人事で、生活環境課の体制がちょっと変っております

ので、その部分の説明をさせていただきたいと、このように思います。まず、生活環境課の中

に、グリーンビジネス担当参事が配置されております。従前、政策推進室におりました萩原参

事がグリーンビジネス担当参事ということで、４月１日から配置されております。このグリー

ンビジネス担当参事の業務内容は、バイオマス燃料化施設、これの建設に向けての業務を引き

続き受けていくという、このような考え方で配置されております。また、私が４月１日から学

校教育課から生活環境課に配置されたと、このようになっております。参事付で主任が一人配

置されておりまして、このバイオマス燃料化施設につきましては、従前あります生活環境グル

ープと業務が密接な関係がありますので、双方連携を取りながら、今後建設に向けて業務を進

めていくと、このようになってございます。 

説明につきましては、最初にバイオマス燃料化施設の関係を説明させていただきまして、こ

れは萩原参事が説明をすることになります。資料１につきましては、環境基本計画につきまし

て、小林主査、生活環境課６年目になります。ベテランですけども、こちらが説明する形にな

ります。資料２のごみ処理基本計画の概要と進捗につきましては、竹田主幹が説明をいたしま

す。当課、２年目になります。以上でございます。それぞれ資料に基づいて、説明が終わった

後、質疑を承りたいと、このように考えております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） それでは、バイオマス燃料化施設建設事業について、説明をお願い

いたします。萩原参事、お願いをいたします。 
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○生活課環境課参事（萩原康政君） それでは、お手元の資料のうち、資料の３という部分で、

今回の建設事業について、一枚ものに整理したものでございます。これについて、ご説明をい

たします。 

名称は、バイオマス燃料化施設建設事業という形で考えております。目的でございますけれ

ども、まず白老町ですけれども、平成 16 年９月に環境基本条例を制定してございます。その中

で、環境の保全と創造に関する施策の一つとして、環境への負荷の少ない循環型社会を築き、

地球環境の保全に役立つ社会を実現するため、廃棄物の減量化、資源の循環的な利用やエネル

ギーの適切で有効な利用を推進することとしている。こういう形で規定をされてございます。 

こういったことから、まず町内から排出される家庭系、事業系一般廃棄物。これに生物由来

の有機性資源、これはバイオマスと呼ばれてございますけれども、これを混合した石炭代替用

の燃料を製造しまして、日本製紙株式会社白老工場が新たに設置する新エネルギーボイラー用

の燃料として、供給することによりまして、いわゆる環境基本計画に掲げる施策を具体的に町

として推進していくということを目的としてございます。また、このような事業を通じまして、

一般廃棄物のリサイクルの工場、ごみ処理経費の削減、一般廃棄物最終処分場の延命化等を図

りまして、町財政を取り巻く状況が非常に厳しい中、将来的に安定したごみ処理体制を整備す

ると、こういったことを目的としてございます。 

２点目としまして、建設費等の関係でございますが、まず総事業費は約 14 億円を考えてござ

います。資金調達の方法でござますけれども、まず国、農林水産省から２分の１、後は起債で

す、２分の１は起債でございます。起債の名称が、一般廃棄物処理事業債です。これは、充当

率 90％。従いまして、10％は町の自己資金という形になります。施設の運営形態でございます

が、公設民営化で行っていきたいと考えております。いわゆる町が施設を設置しまして、その

運営を民間に委託すると、こういう方法で運営していくということを考えてございます。 

今後のスケジュールでございます。まず今年度、平成 19 年度でございますけれども、施設に

関わる基本設計。それから環境影響調査。それと建築確認申請等々の業務を考えてございます。

平成 20 年度が建設工事。それと、20 年度の中で機械の整備された施設の試運転を考えてござ

います。平成 21 年４月でございますけれども、施設の本格稼動という形で考えてございます。 

こういった事業をやることの効果でございますけれども、まず１点目としまして、リサイク

ル率の向上ということが考えられます。これが、家庭系、事業系の可燃ごみを、そのリサイク

ルを飛躍的に向上させるということで、全国１のリサイクル率を実現することが可能でござい

ます。参考としまして、これは環境省が公表したものが官庁速報に載っていたものを引用した

部分でございますけれども、まず白老町が北海道に報告した平成 17 年度のリサイクル率。これ

が、14.2％でございます。白老町としては、北海道の方に平成 17 年度のリサイクル率は 14.2％

と報告してございます。これは、北海道から環境省に上がってございます。これは、各都道府

県が全国の各市町村に調査をかけまして、それで算出した数字が環境省の方で公表しているわ

けでございまして、白老町は 14.2％で公表してございます。これを今回の装置を導入すること

によりまして、もう家庭系、事業系の可燃ごみのリサイクル率はこの装置で、どう少なく見積
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もっても 92.9％ぐらいいきます。そのほかに粗大ごみ。粗大ごみも当然、一般廃棄物でござい

ますので、これについては、破砕していわゆる燃料としてやる部分とそれからは最後の残渣と

いうものが必ず出ます。そういったものがいわゆるリサイクルできないものという形で計上さ

れます。従いまして、リサイクル率の算出の仕方は、ごみ処理の総排出量に対してごみ処理量、

それと集団回収でございます。これを足したものを、ごみの総排出量で割るのですけれども、

これがリサイクル率を出す数式なのでございますが、これで計算していきますと、何と 92.9％

という数字が出てしまいました。これは一体どうなのかという所なのですが、実は平成 17 年度

の全国第１位。人口 10 万人未満。うちも 10 万人未満ですから、人口が 10 万人未満、20 万人

未満、50 万人未満という形で、環境省が整理をしているのですが、その範囲でどうなのかとい

うことをみていきますと、実は全国第１位というのは、宮城県の椎葉村という所でございます。

ここで 77.2％という数字が出てございまして、これもリサイクル率にとっては驚異的な数字な

のですが、これを遥かに通り越す数字になるということが分かってございます。では、20 万人、

50万人未満で宮城県の椎葉村はどんな位置づけになるかというと、他はほとんど40％台か30％

台ぐらいのものですから、実は宮城県の椎葉村というのは全部ひっくるめて全国第１位なので

すね。それを遥かに超える数字のリサイクル率が実現できることになりますので、おそらく、

この 92.9％というのは、よほどのことが無い限り、多分未来永劫抜かれないのではという数字

になるような気がします。そんなことが考えられます。 

それから、ごみ処理経費の削減の効果でございますけれども、ご承知のとおり平成 17 年度の

ごみ処理経費をベースにしているわけですが、これが約４億 2,000 万でございます。これを基

準としまして、施設建設に関わる起債分。起債の償還に要する経費ですね。それから、施設の

運営委託に関わる経費。それから、ごみの収集運搬、あるいは環境衛生センターの運営とか、

そういったことがごみ処理に関わる所要経費でございますけれども、こういったものを支出し

まして、なおかつ一般会計の積立金の処置もしたいと。そういった上で更なる削減効果も出る

ということが担当レベルでの試算として出てございます。そういったことから、かなり施設建

設として、それに関わる起債の償還をしながら、いろいろごみ処理に関わる経費も払いながら、

しかも一般会計、当然非常に今厳しい状況でございますので、幾ばくかの積立をした上でもさ

らに削減できるということが分かっております。 

それと、一般廃棄物の最終処分場の延命化の部分でございますけれども、今ご承知のとおり

隣町の方で焼却処分した焼却灰が一般廃棄物処分場に、町内の処分場に入ってございます。処

分場に入る当然焼却灰は無くなるわけでございますので、まずそれが発生しないということで

す。それから、粗大ごみ等々の部分に関わる不燃物、それから資源ごみの残渣でございますけ

れども、これをやはり少し削減というか、減量化する必要であろうというふうに思っておりま

す。そういったことをやっていきますと、最終処分場の残余年数は、３倍程度延命化できると

いうふうに考えられます。特に灰が無くなるわけでございます。特に灰は重量の軽いものでご

ざいますので、持っていきますと、やはりそれは飛散しないように上に袋を掛けるのですね。

その袋の部分の話しも段々無くなってきますので、他に道路清掃ごみみたいのが入ってござい
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ます。これは結構の量が入ってございますけれども、やはり袋もさらに使いながら、きちっと

処分場をある程度効率的に管理することによりまして、間違いなく３倍程度は延命するだろう

というふうに担当レベルでは試算してございます。 

それから、温室効果ガスの発生抑制の効果でございます。当然、石炭は炭素でできてござい

ますので、二酸化炭素が相当量発生する。これはもう明らかなことでございます。これを町か

ら出る石炭代替用の燃料を使うことによりまして、当然ながら温室効果ガスの１つである二酸

化炭素の発生を抑制することができるということでございまして、今の所、大体の年間の製造

量でございますけれども、１万 1,000 トンを考えてございます。これは、物資収支をいろいろ

作っていくと、約１万 1,000 トンまでになるのですね。という形で計上した数字でございます

けれども、これを実は炭素換算でどのくらい二酸化炭素の量を削減できるかという部分なので

すが、これはやはりボイラーを持っている所できちんとやってもらわなければならないもので

すから、実は日本製紙にどれくらいになるかと、弾いてほしいという形で依頼しました。そう

しました所、驚くべき数字が出てきたのですが、１万 1,000 トン町から供給することによりま

して、二酸化炭素の量が約２万 5,000 トン。炭素換算の２万 5,000 トン削減できるということ

が積算されました。これはかなり大きな数字だなという気がします。 

それと、５点目としましては、機関産業の振興でございますが、町内の清掃業者さんの方か

ら出る、これは事業系の一廃でございますけれども、それを効率的、効果的に利活用するシス

テムをこういった形で確立することによりまして、当然既存の立地企業の経営安定化ですとか、

あるいはある程度処理にかかる経費も他よりも２分の１、３分の１ぐらいの価格でやりたいな

と思っておりますので、当然そういうことをＰＲすることによりまして、新規企業の立地を誘

引することが可能ではないかというふうに考えております。特に、実は北海道に調べたデータ

をちょっと聞いてみたのですが、特に食品会社から出る生ごみのリサイクルに関わる処理費と

いうのは非常に高いのですね。大体一番安い所でも１万 8,000 円とか２万円ぐらいします、ト

ンあたり。もっと高い所は、確か関西圏の都市だと思いますが、トンあたりが４万 2,000 円と

かとんでもない数字が出ているようでございまして、今の所、町の事業者さんをこの町の施設

でございますし、当然町内企業の経済振興ということもあります。活性化ということもありま

すので、今の所、処理費だけで、トンあたりでは１万 1,000 円くらいでやっていこうと思って

おります。それに運搬費かけても、相当運搬費が大体今の所 2,000 円弱ぐらいで考えておりま

すので、かなりここの立地している企業さんにとっては、よその本州付近でやるよりは圧倒的

に安い価格で処理ができるということが一つのメリットとして考えられますので、やはり新規

企業の立地ということを考えますと、あるいは既存の企業の経営安定化という考え方からでも

結構効果はあるかなというふうに考えております。それから、新たな企業環境ビジネスの創出。

こういった製品の供給体制、特に作った製品がきちっとした製品としての物流ルートはもうで

きあがっているようなものでございますので、そういったことが維持されますと、やはり新た

な環境ビジネスとして確立することができる。あるいは、ほかの町内の民間企業さんのリサイ

クルビジネスという部分の一つのモデルになるのかなというふうに考えられますので、新たな
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環境ビジネス等の創出が考えられるということが、効果として考えられることになります。簡

単ですけど、以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。今、説明を受けましたけれども、資料が

前もって皆さんの手元に行っていましたので、ここで質問を受けていきたいというふうに思い

ます。どうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ちょっと詳しく教えてほしいと思ったのですけども、建設費及び施設

の規模等の所で、資金調達で起債の２分の１、一般廃棄物処理事業債充当率 90％ということは、

つまり白老町の負担が 7,000 万程度と考えてよろしいのですか。そんなに少ないというふうに

考えてよろしいのですか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 総事業費、建設費に関わるその部分が 14 億ですから、

２分の１の７億になります。この７億円を一般後の起債の方の償還年数が 15 年でございます。

15 年のうち、当初３年間が元金の償還を据え置こうと思っています。従いまして、当初３年間

は金利だけの払いになります。ですから、金利だけでいきますと大体年間 1,500 万くらいでご

ざいます。それに元金が乗ってきますと、だいたい六千二、三百万くらいの償還金になります

ので、それが４年目以降、だいたい 6,200 万ぐらいのお金になります。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） つまり年間支払っていく金額、15 年間のうち、３年間は元金無しで

1,500 万。その後、12 年間は 6,200 万程度で、そのうちの９割が結局戻ってくるわけですから、

白老町はほとんど少ない金額でということでというふうに考えて良いのでしょうか。でも白老

町の負担する部分は、金利部分が大きいと理解して良いのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 今の一般処理事業債の返還金はそうなのですが、あと交

付税で戻ってきます。交付税の充当率が大体半分、50％です。という形で交付税措置として戻

って参りますので、そういったものは一つの一般会計の方に繰入財源として見ていけるのかな

というふうに思います。残り90％というのはあくまでも起債の２分の１に対しての充当率でご

ざいますので、ですから建設当初では 10％です。それが 7,000 万位、それが自己資金としては

必要になるということにはなります。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 最後の方に、新たな環境ビジネスが考えられというふうにご説明いた

だきましたけども、例えばどんなものが考えられるのか、簡単で結構ですけども、ご説明願え

ればと思います。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） まず、食品製造企業さん、今、実は例の食品リサイクル

法で再起資源化率を 20％以上にしなさいという法律、ご承知だと思うのですけども、実はあま

り有効な手段が無いのですね。実情を話してしまって良いのかという問題があるのですが、実
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は食品廃棄物というのは大体 80％以上が水分なのですね。事業所から出る、製造工程から出る

廃棄物を 20％削減すれと言っても、結局は施設整備をしながら、それに関わる人件費をかけな

がら、非常に大変な話しになってくるので、大体大きな企業さんは多分水分をある程度切って、

それで重量を軽くしてやるという方法を取っているはずです。重量ベースですから、容積ベー

スではないので、そういう方法は多分取ると思いますね。 

そのぐらいの方法か、あるいは堆肥化くらいなのですね。堆肥化の方についても、確か１年

も経たないとは思うのですけども、石狩湾新港の方にも道内、国内だったと思いますけど、か

なり大きな堆肥化施設を作るという話しが来ているのですけども、ご承知のとおり堆肥ばかり

を作っても、それはどこにさばくのかなと、非常に疑問が私としてはあります。もちろんご承

知のとおり、家庭菜園を持っている方は、堆肥というのは春先と秋にしか使わないのですね。

入れれば良いというものではないので、データなんか見ますと、やはり堆肥の上限値というの

がありまして、大体反あたり５トンくらいなのですが、それも土壌条件ですとか、あるいは作

付けする作物によって、大分変るのですよね。ものによっては２トンとか３トンとかいう話し

になってきますと、じゃあ本当にそれくらいの量でたくさん作ってどこに持っていくのかとい

う大きな問題は実はあると思います。 

そういった所からしますと、いろいろお話し聞く限り、ネットなんかで見る限り、固形燃料

なんというのはうちぐらいしかないものですから、そういった部分から言っても食品会社さん、

当然うちの町内に立地している企業さんについては、役場がやる施設でございますので、当然

役場として低料金で処理をするというのがあります。その力のある企業が、この後どこへ入っ

ていくか分かりませんけれども、そういった所はもしかすると自分の所でやるという話しにな

るのかもしれません。そういったときの一つのモデルケースとしてなることができるだろうと

考えられます。 

それからもう一つ、家畜の排泄物。特に牛糞でございますけれども、鶏糞はちょっと違いま

す。鶏糞については、後でお話しますけれども、特に家畜の糞尿も同じようなことが言えるの

ですね。ほとんど堆肥化でございます。最近はバイオガスだとかメタンガスを取って、いろい

ろ発電に使ったり、売電したりということは言っていますけれども、実はあれも大きな問題が

ありまして、糞尿を入れた量に相当するぐらいの液肥という液体肥料です。かなり高い水の肥

料が出てきてしまうのですね。それをどうするかという問題がありまして、それも相当量出る

という問題があります。バイオガスについても、私はここのまちで技術を採用しなかったのは、

結局はそれを使うだけのキャパが無いという所で、バイオガスは採用しませんでした。大体そ

ういった糞尿の関係はそうですね。あとは堆肥の話しだとか、最近は化粧品の何かにするだと

かいう話しがありますけれども、実用化という部分ではまだできたという話しは聞いておりま

せん。そんなこともあって、糞尿についても燃料化というのはあまり聞いたことが無いですね。

そうしますと、今後町内の方に進出してくる畜産農家さんの方で、やはり一つの燃料化という

取り組みをやるわけですから、そういった部分でのモデルケースになるのではなかろうかとい

うふうに考えられます。 
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あと、鶏糞の話しなのですが、鶏糞の話しも実は機会があれば少しお話しがしたいなと思っ

ていたのですけれども、鶏糞については非常に処理が難しいです。じゃあ、この施設で鶏糞に

ついても燃料化ができるかという問いがあると思うのですけども、それについて相当実験を繰

り返していかないと何とも答えられないというのが１つあります。これは、堆肥化についても

同じことだと思います。鶏糞というのは、発酵段階で相当臭素が出ますので、これがものすご

い匂いのもとになっています。特に堆肥の施設でも、いわゆる鉄骨なんかで屋根を組みますと、

それも腐食させる原因になります。ですから、私的にはもし鶏糞で堆肥化をやるときには、ポ

リカーボネットとか、あるいは格好悪いですけども、そういうプラスチック材を対応していか

ないと、どうも錆に対応できないのではないかという気がします。実は鶏糞を使用しまして、

構図は違いますけれども、同じような高温高圧で留萌でやっているプラントが鶏糞を入れてや

ったところ、相当匂いが出まして、たまたま市街地に近かったかどうか分かりませんけれども、

住民から匂いの苦情が来て、市議会でも問題になったという話しは聞いております。新聞記事

にもなってございます。そういったこともありまして、鶏糞は何をどうしようと、焼却ボイラ

ーもあるのですけども、やはり匂いの部分でもう少し研究を重ねないとなかなか単純にいかな

い。ですから、やはり今時点では鶏糞の処理は、やはり自分のとこで処理できるだけの施設規

模が一番妥当なのかなというふうに、リサイクルと言いますか、この事業を担当している者と

しては、そのようなことが言えると思います。ただ、ここも養鶏場がたくさんございますので、

やはりラインの余力に応じて、そういった実験はしていきたいなと思っていますが、今のよう

に匂いの問題がありますので、簡単にこれをどうするかというのは、なかなか難しいのかなと

いう気がします。ちょっと余計なしゃべりをしたかもしれませんけれども、そんなことを環境

やってきた人間としてはそう思います。 

○委員長（吉田和子君） 所管事務調査で勉強も兼ねておりますので、そういったいろんな情

報を教えていただければ大変助かります。ほかに、質疑があります方どうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 前もどこかでこの話題が出たことあるのですが、登別との関係なので

すけども、今現在どういう状況になっているのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 実は登別さんの方に、この事業をやるためには整理もち

ゃんとしなければならないということがありまして、登別さんの方にお伺いしまして、色々お

話をさせていただいております。私担当としては、やはりごみは全量自分のとこで利活用する

という話しを申し上げまして、特に問題となったのは皆さんご承知のとおり、建設費負担金で

ございます。7,000 万ほどあるわけでございまして、やはりこの事業をやるにあたって、当然

環境の技術面がさることながら、やはりごみ処理経費をどうやって削減できるかというのが、

今回のシステムを造る上での大きなポイントでございます。従いまして、やはり建設負担金に

ついては、ごみはある程度町内で利活用するということはもう動いてございますので、そのあ

と建設負担金については今後やはりお支払いできないようなお話しをさせていただいたのです

が、これについてはともかく 17 年一昨年来て、過去の経過というのはよく分からなかったわけ
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でございまして、どうもやはり施設のクリンクルセンターを造る際に、やはりいろいろ登別と

白老の間でいろんなお話し合いがされたそうでございまして、その経過を踏まえますと、やは

りこれはごみについては、わが町でやるので、このあとよろしいのではないですかとは言えな

い状況のようでございます。それで今現在では、平成 26 年度まで償還年数残ってございますの

で、やはり引き続き建設負担金については、今後ともお支払いをするという方向に、今なって

おります。本来であれば、せっかくこういう事業をやるわけですから、少しでも一般会計の方

に入れたいなと思っているのですが、平成 26 年度いっぱいまでは、その分は登別さんの方に必

要経費については払っていかなければいけないという状況にあります。ただし、それを払った

としても、いわゆる一般会計繰入金等々含めて、きちっと措置できますので、その辺はご心配

いただかなくてもよろしいかなというふうには思っております。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 年間約 7,000 万弱のお金が、平成 20 年までクリンクルセン

ターの方へごみを持って行って、これは当然の負担としてやるわけですけれども、21 年度から

このバイオマスの燃料化施設が稼動していくわけです。その運用経費については、全てかから

なくなって、バイオマス燃料化の方に別な経費としてかかる形になります。クリンクルセンタ

ーの建設費、いわゆる起債分の償還の負担分ですね。これが、平成 26 年まで、ですから約６年

間。大体１年あたり 7,000 万弱のお金になります。平成 26 年度が金額減るのですね。2,600 万

位になります。そのあと、ストックヤードを平成 16 年に建てているのですが、これの起債償還

分が 40 万ぐらいずつ平成 30 年まで続く形になります。大体そういう形で、建設分については、

これはやむを得ないということで、今登別市の担当者と協議を進めております。今後、登別市

も今まで 24 時間運転をやっておりまして、白老町のごみが行かなくなることのよって、今度

16 時間運転にしなければならないと。そうすると、人員配置が違ってくるわけです。これにつ

いても、市として検討しなければいけないということですから、当然白老町と登別さんと綿密

な打ち合わせをしながら、時期のタイミング、それぞれの体制をどのようにやっていくかとい

う、この辺が登別市としてもコンサルタントを頼んで、16 時間運転をどのようにしていくか。

人員をどのように配置するかと、こういう悩みがあるわけです。当然、補正を組んでやるとい

う、こういう部分もありますので、多少登別市さんにはご迷惑をかける形になっております。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 当然、お金については、スタート時点においての約束事項ですから、

それはしていくべきだと思うのですが、一つは今、課長の方から 24 時間運転を 16 時間にする

と。確か、かつてはダイオキシンの問題で 24 時間でなければ駄目だという話しが浸透したと思

うのです。その 24 時間にするために登別と白老のごみを集めることによってできるのだと。と

ころが課長、16 時間という話しですけど、これはよその自治体の話しですけども、16 時間にな

ってダイオキシン解決するのですか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） その辺、昨日の時点で、市の方からうちの方に来られて、そ
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のきっかけになった。これから、打ち合わせをしていかなければならない部分なのです。まだ

16 時間で運転するのか、ごみ量を減らして 24 時間にするのか、この辺まだ決定はされていな

いのです。そのためにコンサルタントに委託をかけて、どういった体制で運転をするのか、こ

の辺検討していかなければいけないということなのです。ですから、16 時間にしなければいけ

ないのか、まだ決まった話しではないのです。ただ、単純に考えると、白老町から大体 25％か

ら 30％ごみが行っておりますので、時間的にいきますと３分１減るわけです。そうすると、24

時間が 16 時間と、単純に考えるとそういう形になるものですから、これをどういうふうにする

かといったら、登別市さんにしてみれば悩む問題なのです。今現状としては、こういう形です。  

○委員長（吉田和子君） ほかにどうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一つお尋ねしたいのは、カロリー上げるためにプラスチック入れなけ

れば駄目だというふうに思うのだけど、それは白老町内の分別して回収したプラスチックはも

ちろん入るのでしょうけど、他から持ってくるとか、そんなことにはなりますか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 実は、この施設自体は農林水産省のお金を使います。農

林水産省、何を目的としているかと言うと、地域のバイオマス資源を利活用するのを目的とし

た施設なのです。プラスチックはバイオマス資源に当たりません。その辺も、実は農林水産省

にヒアリング行ったときに、プラスチックはどうしても使わなくてはいけませんかと聞かれま

した。使わなくてはいけませんというお話ししました。問題は、発熱量というよりは、固形の

燃料に加工しますので、バインダーの役目もしますので、熱量だけだったら私はプラスチック

は使わなくてもいいと言ったのです。熱量使わなくても十分出るという話しはしました。とこ

ろが、固形に固めるときにお互いに高温高圧で処理した炭素化物と木くず。木くずは日本製紙

のチップダスト。チップくずでございます、あそこにたくさんありますよね。あれを使うので

すけど、あれで十分なのですよね。ところが、固めるときに、固める原理としてプラスチック

をバインダーにしていくというのはセオリーですから、そのために使わなくてはいけないとい

うのはあります。今の所、数そんなにたくさんなくても良いと思っていますので、おそらく総

量数で 10％ぐらいなのかなと思っています。そのぐらいで農林水産省には話しをしまして、分

かりましたという話しになっています。10％くらいであれば、これは町内で十分調達できます。 

最初、私もやはりプラスチック、今ＲＰというものが世界で流通してございますので、ＲＰ

というのは紙と木くずとプラスチックなのですね。それでいくと、プラスチックは相当量使っ

ているのです。ところがプラスチックは段々無くなってきていると。おそらく無くなるだろう

と思っていましたけれど、ほとんど海外に行っているのですよね。東南アジアです。東南アジ

ア、北東アジアにほとんど日本から行っていますので、それで産業廃棄物系のプラが無いとい

うことが非常に問題になっています。そんなこともあって、プラスチックはできるだけ使わな

い方がいいだろうという部分もあって、そういう心配もしながら実証試験もしてきたのですけ

れども、できた炭素化物と木くずで十分カロリー出ますので、それで十分だろうと。あとは、

バインダーでプラスチック使うのに大体 10％上がればいいかなと持っていますので、それにつ
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いては町内の産廃業者の持っているプラで十分間に合います。 

ただ、一部そこの産廃業者さんも当然ご自身のご商売の関係もありますから、やはり全てが

全てこっちに来ないということは当然考えられます。そのために少量ですけれども、隣町の登

別に、産廃系でうちのごみの多少行っているらしいですけども、そこの業者も道の循環税の関

係もありまして、産廃の処分場持っているのですけども、処分場に入れてしまいますと税金か

かってしまします。ですから、本来はその処分場に入れていたプラをできるだけ使いたいとい

う話しが私の方にありましたので、それであれば選別して、塩化のが入っていないものと選別

してくれれば買うことはできますということは申し上げましたので、そういった部分でほんの

一部ですけども、隣町の最終処分場持っている所で中間処理したものを、破砕したものを買う

という形になります。買うのですから、廃棄物ではありません。ということはあるかもしれま

せん。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 塩化ビニール関係のもの、パイプなんかもそうだと思うのだけれども、

そういうものの除去というのは、きちっといくというふうに考えられますか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） プラスチック、ご指摘のとおり塩ビパイプですよね。塩

ビパイプは塩素の塊みたいなものですから、そういったものとそれ以外の例えばポリプロピレ

ン、ポリエチレン、ポリエステル、そういったものの区分というのは割りと簡単にできます。

物も見ないで申し上げるのも大変恐縮なのですけども、大体 4,000 円か 5,000 円ぐらいでチャ

ッカマンありますよね。ご存知ですか。ぽっと押すと火が点くやつ。あの先に銅線みたいのが

付いた簡単な機械を当てると、プラスチックの燃える炎の色で分かるのです。塩化なんか入る

と青白い色になるのですけども、入っていないと普通の炎の色なのですね。そういう形の中で、

なぜ産廃業者かというと、入ってくるものはいろんな所の業者から入ってきますが、それでい

くらかやっていますと、入って来る性状で見ただけで分かるようになるのです。最初は今まで

埋め立て処分していますので、どんどんどんどん破砕して埋め立て処分して、そんなことには

気が付かなかったのですけど、おそらく一月ぐらいそれをやっていればだいたい分かるように

なるのですよ。そういう簡単な装置を使って、短期間の間で仕分けする訓練をしてやっておけ

ば、特に問題無くやるということはできます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 漁網は、あれは塩素系ですか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 漁網、おそらく今は塩化系使っていないと思います。 

今回、概略設計作っていますので、その中で入れたいと思っている細かく破砕する機械で、

漁網どうだろうという話しを聞いたのですが、漁網も破砕できます。漁網というのは、実は破

砕が非常に難しい代物で、なかなか上手く利活用が進まなかったものですから、はた目で見る

とあまり好ましくない形で処理しているというのがあるのですよね。それもあって、多分漁網
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はどこかで出るだろうなと、特にここは海の町ですから来るだろうなとは思っていましたので、

やはり漁網もある程度破砕をして燃料の材料に持っていけないかということも考えて機器は選

定してございます。あとはさっき言ったように、簡単なやつで入っていないかどうかというの

を軽く燃やしてみて、手で持って火を点けてみて、あるいは製造元に確認をしたりして、塩化

かどうか確認した上でやれば十分やっていけるというふうに思っています。多分、今はそんな

に塩化使っていないような気がします。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） すごく素朴なことなのだけど、すごく優れているというのはわかるの

だけど、ほかの自治体がやらなかったというのはなぜですか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 少し機会があればお話しをしなければならないかなと思

っていたのですが、実は今回白老町がやるのはＲＤＦなのですね。ＲＤＦというのは、各府県、

実はやっているのですよ。やっているのです、たくさん。結構な県、市がやっているのですよ。  

ところが、どこも上手くいっていない。上手くいっていないどころか、事故が起きているの

ですよ。それで、一番大きな事故が三重県四日市です。爆発事故が起きて、あそこで消火活動

していた消防士が一人か二人亡くなっているのです。死亡事故起きているのです。もう一つは、

静岡県の御殿場です。御殿場の御殿場市と小山町だったか、衛生処理組合みたいのを作ってＲ

ＤＦを生産して、そのＲＤＦをどこへ行ったか調べてみると北海道へ来ているのです。どうも

王子ではないかと思う。確信は無い。それでＲＤＦは来ていまして、そこの所は爆発までいっ

ていないのですが、機械の方で小さな火災事故が起きまして、施設がストップしていると。そ

この御殿場の施設はもっと大きな問題があって、耐震偽造の問題があったらしいです。90 億で

施設を造ったのは良いのだけれど、どうも耐震構造に偽造があって、それの問題が発展して、

実はそこでＲＤＦ作っていたという話しがあって、そのＲＤＦどうなのかと調べてみたら、も

うネットにどんどん出ています。火災事故があって、ほとんどそこの施設は休業状態になって、

損害賠償請求しているのです。 

市町村が、造った会社に。ほかの所もほとんど上手くいっていないです。なぜかというと、

実は 1991 年に川崎製鉄所と何かの業者が組んで、ＲＭＪという日本リサイクルマネージメント

協会会社というのをつくったのです。これが結局ＲＤＦの最初だったのですが、ごみを破砕し

て、そこに生の石灰を入れて、それで水分調整をして固めて出していたのですね。ところが、

ＲＭＪ方式というのは結構採用している所はあるのですが、実はその技術は非常に未熟でござ

いまして、それでできたものの水分調整ができないで、やはり特に塩素の処理ができないので、

作ったのは良いけれどもはけ先が無いという問題が起きてしまうのです。できたのは良いけれ

ども、売れ先が無くて、結局ごみというのは毎日毎日出ますから、最後はどうしようも無くな

って、自分の所の処分場にいれたという問題があるのですよ。これは塩素が調整できない。 

それからもう一つは、三菱と石川島播磨重工が中心になって作った、Ｊカトレルグループと

いう方式があるのですけども、これはスイスの技術を導入してきたのですが、これも生の石灰
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を入れて水分調整する方式なのです。ＲＭＪは破砕してすぐ石灰を入れるのですけども、Ｊカ

トレル方式というのは、固める前に生石灰を入れて水分調整をするという方式、ただそれだけ

の違いなのです。これがＪカトレル方式、三菱とやったものが三重県の爆発事故なのです。と

いうのは、水分の調整がちゃんとできていない。できていないまま半年間倉庫に寝かせていた

やつを、密閉型の貯蔵サイロの中に入れて、中で発酵して、ガスが充満して、それで何かに引

火してボンといってしまったという事故なのです。 

だから、正直言って、うちもＲＤＦなのですけれども、そういった今までの技術では全然駄

目だということは、私分かっておりますので、それで今回全く違う、結局水分調整が非常に問

題になるのと塩素調整が問題になるものですから、それできちんとやるためにも全く違う高温

加圧反応装置の中で、１回塩素と水分を一定量調整してしまってから、固めるという方式をと

っています。おそらく、今後どうなるか分かりませんけれども、多分うちも施設造るわけです

から、それが公募型のプロポーザルか何か分かりませんけれども、そういった形でやったとき

には、ひょっとすると昔の技術で来るかもしれませんけれども、そういった業者ついては全て

遠慮してもらおうと思っていますので、それが駄目なので、全く違う科学的に処理する方法を

採用してございますので、そういった部分の中で今回の技術を確立してございます。 

じゃあ、本当にＲＤＦ、ほかでやっていないかと言ったらやっているのですが、ほとんど駄

目ですね。ですから、逆に言えば私が言っている所というのは、ＲＤＦという形でご自宅のパ

ソコンで検索していただくと、ものすごい量の失敗が出てきますから、私が言わなくてもそう

なっているのです。それで、1991 年ぐらいから結構やり出してきて、それから５年、６年ぐら

い経ってから不具合が非常に出てきまして、さっき言った日本リサイクルマネージメント協会

も最初は１億で会社建てているのですが、８億円ぐらいまで会社増資しているのですよ。とこ

ろが、どこも失敗したものですから、増資も全部減収してしまいまして、完全なメンテナンス

会社みたいな小さい会社になってしまった。それで、本来ＲＤＦというのは、非常に自治体の

ごみ処理にとっては非常に有効なのですけれども、この 15 年くらい進まなかったという原因が

そこに大きくあるのです。 

いわゆる単純に言わせてもらえれば、今までのＲＤＦの技術というのは、非常に幼稚で未熟

です。個人的に私は科学者ではありませんけれども、どう見たってできるわけがない。それほ

どごみというのは甘いものではないのです。水分調整が非常に、特に家庭系のごみというのは、

もう皆さんのご自身の家庭から出るごみを見ていただければ、べちゃべちゃな生ごみもあれば、

プラスチックもあるし紙もありますよね。水分がばらばらなのです。そういったものを生の石

灰入れて、水分調整できるなんということは考えられないです。それが何となくオフィシャル

になってしまって、正直言って環境省も推奨した所もあるのですが、全部失敗しております。

そういったことで自治体も一般廃棄物処理行政が停滞とは言わないですけれども、今のような

燃やして灰を埋め立てるという、そういう方式が一般的になってしまったのはそういうとこに

あります。ですから、そういうとこを踏まえて技術を確立してございますので、まずご心配い

ただかなくてよろしいですし、私もプラントメーカーの人間ではございませんので、当然自治
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体の職員でございますから、今回も別にプラントメーカーに丸投げして造ったわけではござい

ませんので、今まではプラントメーカーに丸投げして造ったものですから、そういうことにな

ってしまうのですね。分からないから、結局言われるままにやって失敗したから、さあお前ら

損害賠償かけるというのが一般的な話しですから。それでは、話しが進まないのはわかってい

ますので、あくまでも自分の責任において、実験をしながらこれなら大丈夫だろうということ

でやってございますので、そういった部分も踏まえてやっておりますので、心配無く今後とも

将来に渡ってやっていけるのではないかなとは思っております。 

○委員長（吉田和子君） ほかにどうでしょうか。今の大渕委員の質問なのですけど、たまた

ま胆振管内の消費者協会の会長さんが集まったときに、白老はこういったことを取り組むと言

ったときに、やっぱり言われたのです。それは、きっと駄目だよと。言った方がどういう知識

があって言ったのか分からなかったのです。でも、白老は大丈夫なのですと言ってしまったの

ですけど、研究を重ねて、かなり専門的な知識を持った道の職員が来て、その上で大丈夫だと

いうことでゴーサインを出してやるので、簡単なものではないのでという話し、それ以上の説

明はできなかったのですが、今説明を聞いて、そういう失敗がいっぱいあるのを、そこ方は知

識があった、私は全然知識がないから、白老のやることは大成功になるのだと、それしか思っ

ていませんでしたから、そういった部分でもその方はすごいな、ちゃんと勉強していたのだな

というふうには思ったのですけども。萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） おそらく、その部分いついては、ネットで見た限りです

けども、特に消費者協会サイドの方が、結構問題指摘してございます。あとは、自然保護連合

関係です。そういった所が一番の指摘を受けておりますので、そういう所が私よりもっと厳し

い意見なのですが、本当に幼稚な技術でという所を言っていますので、幼稚なのですよ、本当

に。何でそれがいわゆる環境省が認めてしまったら、もう国策に近い形になってしまいますの

で。何でそんな技術でやってきたのか、単純に言えばごみを知らないと言った方が言いと思い

ます。特に申し訳ないけれども、先ほど言った会社というのは、一部上場の大手さんなのです

が、大手さんというのは、ごみ知らないのですよね。ごみを知っているというのは、現場でや

っぱりごみを扱っている人間にしか分からないので、ですから単純な化学式、どういうふうに

やったのか分かりませんけれども、そういうものではできないということは言っておきたいと

思います。 

逆に今回、当然私共の町の方でも、施設建設の部分でいろいろ候補等々が出てきたときに、

逆に大手に来てほしいと思っているのです。今までの市町村の一般廃棄物の処理要請を後退さ

せたのは、間違いなく彼らなので。だから、当然そういうことを踏まえて言っていますし、多

分この白老町内でも生ごみを、家庭のごみを燃料化するということについては、おそらくそう

いう話しは来るだろうと、いずれ来るだろうと思っていました。いずれ来るだろうということ

は、やり始めてから思っていましたので、それに対しては当然説明する責任、当然自治体です

から、アカウンタビリティーは当然ありますので、そういう中で説明していった方が良いのか

なというふうに。いかに幼稚であるかという所をやっぱり言っていかなくてはいけないのかな
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と。単純に言えば、ごみを知らない人間が燃料を作るのではないという所なのです。私として

は、そう思います。 

○委員長（吉田和子君） 白老は、一のごみから調べてやったということで、すごいことだな

と思って聞いていました。 

二つくらい単純な質問なのですけど、白老の環境、ごみ処理計画のどっちかで、事業系のご

みが増えてきている現状を踏まえて、事業系のごみ処理手数料を上げるという話しがあったの

です、今お話し伺って、低価格で抑えることができるということで、企業誘致にもつながるだ

ろうというお話しがあったのですが、ちょっと計画がその面で変るのかどうなのかということ

と、白老町が登別さんとの関係で運用経費として、建設費の負担等は今後もしていくだろうと

いうことなのですが、確か３年に１回運用経費は払わなくてよくなるわけですから、確か３年

に１回ずつダイオキシンの関係の工事か何かしますよね、何か取り替えるのか。よく何か分か

らない、2,000 万か 3,000 万位かけて。前になぜ３年目にお金増えたのですかと聞いたとき処

理にかかるという話しがあったのですが、運用の経費を払わないということは、建設費だけで

すから、そういった部分も出さなくて済むのか、細かい話しですけど、でも 2,000 万か 3,000

万といったら大きいので、その辺はどうなのでしょう。その辺まで話し合いはできてないのか

どうなのかということが１点と、前にクリンクルセンターができて行ったときに、ボイラーが

二つあって皆がごみの減量化を図って、ごみがすごく少なくなったらどうするのですかと聞い

たときに、半分のボイラーだけ使ってもできるのですと、何かそんなような話しを聞いたのも

記憶にあるのですけれども、16 時間するとかというと全部のボイラーを使っているのかなと思

いながら聞いていたのですけど、その辺までの細かい話しができているのかどうか分かりませ

んけれども、そういったものの考え方はないのかどうなのかなと、ちょっと思ったのですが。 

萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） まず、家庭系のごみについては、割り返していくと、今

大体登別でかかっている料金というのがトンあたり約２万なのです。トン２万で処理してもら

っています。それをある程度ベースにしていきたいなと思っています。 

それから、問題は事業系のごみなのですが、事業系の一般廃棄物なのですけれども、実は廃

棄物処理法の中で、事業所から出るごみというのは、産廃であろうと一廃であろうと、やはり

事業者さんの方で責任を持って処理しなさいというのが法律の趣旨なのですね。ところがそう

は言っても、どこの自治体もそうだと思うのですけれども、やはり地元の企業あっての自治体

という所もありますので、それである程度自治体がごみ処理経費を負担しながら、一部負担な

のかそれはいろんな事情があると思います。そういう形でやってきたとうのが一つあると思い

ます。そうは言っても法律の大前提がありますので、今回事業化するにあたりまして、やはり

事業系の一般廃棄物については、今後やはり法律の趣旨に則ってやっていった方が良いのでは

ないかと思っています。 

それで、今役場で定めている手数料というのが、10 キロ 30 円です。ということは、トン3,000

円なのです。今、登別さんの方でやっているのは、大体トン 5,000 円ぐらいで処理しています
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ので、トンあたりこちらの白老町も今後事業化にあたって、トンあたり 5,000 円という形の中

で役場が関与しない形での手数料徴収という形のものが必要となってくると思います。従いま

して、私としては担当の方にお願いしているのですけども、やはり来年の４月に手数料の一斉

改正があるという話しを聞いておりますので、その中で 10キロ 30円を 10キロ 50円、トン5,000

円という形の中で上げさせていただきたいという、一つ希望を出しております。それによりま

して、先ほども申し上げましたけれども、いろんな廃棄物にかかる所要経費払いながら、そし

て一般会計の積立金の繰入、それとそれに関わる削減余剰分、そういったものの資金計画が可

能になります。ですから、今回事業化にあたって、施設の運営等々含めて、この事業が上手く

自主資金回転するという所は、やはり事業系の一般廃棄物をきちんと法律に則った形で整理す

るということが極めて重要です。それから、10 キロ 30 円をやはり 10 キロ 50 円にぜひ上げて

もらいたいなと思っています。逆に言えばトン 5,000 円なので、トン 5,000 円で処理するとい

うのは、ものすごく安いのですよ。そういうものを含めて、ぜひ来年の４月に向けて整理をさ

せていただければなというふうには思っておりますけれども。これが、前段のご質問の部分で。  

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） ダイオキシンの件について、ご説明いたします。平成 18

年に、約ですけども 8,000 万程度の工事を行っています。触媒の取替えと集塵機の整備をやっ

ております。言われるとおり、３年ぐらいでこういった工事が必要になってくるのですけれど

も、先ほどもお話ししましたとおり、これをどうするかという細かい所までは、まだ話し合い

は進んでおりません。それと、ボイラーの件です。現在２基あるのですね、登別に。これも先

ほど話しありましたとおり、コンサルにお願いをして、例えば交互に運転をするのが良いのか、

１基だけで運転するのが良いのか、それはこれから結果が出ると思うのです。ですから、そう

なったときにダイオキシンの処理はどうするとなってきますので、まだ話しは進んでいないと

いうことです。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質疑がございます方。休憩を 10 分挟みたいと思います。ま

だ質問出てくるかもしれませんので、10 分休憩をいたします。 

休憩 午前 １１時 ５分 

  

再開 午前 １１時１５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。 

質疑がございます方どうぞ。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 非常に素晴らしい事業なのですけども、この建設費に絡んで、ＲＤ

Ｆの生産量をこの程度に設定したと。全体的に見てみると、14 億円総事業費で 10％町負担とい

うことで、非常に効率の良い事業なのですけど、今後のこといろいろ考えたときに、これをも

うちょっと大型なものにして、例えば企業誘致や何かで非常に大きな誘致の材料にするという

面から言えば、もうちょっとキャパシティー大きなものにした方が良いのではないかという感

じがするのですけども、この程度に設定した理由というのは。 
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○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） まず、14 億円というのは、逆に本来積み上げてやってい

くものなのでしょうけれども、正直言って今回逆の手法をとったという方が正解かもしれませ

ん。と言うのは、やはり白老町ご承知のとおり、財政状況非常に厳しいということもございま

して、その中で何とかごみ処理経費４億円で推移していますので、その中で言ってみれば起債

分返して、それでやれる範囲というのはどこまでかなという部分から逆算していくと、14 億ぐ

らいの試算でなくては無理かなという所なのですね、逆に言うと。そういう形で逆算した所あ

ります。 

本来であれば、こんな施設があって、あんな施設があって、さあどのくらいと、返していく

のはどうかとやるのですが、正直言って今回は逆にしました。あくまでも、ごみ処理経費の中

で全部納めるという方向でやっていくと、このぐらいの施設だろうと思います。もっと言えば

さっき行った、バイオガスの施設をやったり、あるいは最近話題になっているエタノールの施

設をやったり、あるいはバイオディーゼルＢＤＦの施設をやったりする話しをしたりすると、

この金額では全然収まりません。 

おそらく、どっかこっかから聞きつけてくるのでしょうか、ある一部上場企業の子会社の方

で、バイオガスの導入をする気はないかという形で、わざわざ企画提案書持って私の所へ来た

のですけど、それ言いますと、どこから調べたか分からないですけど、うちのごみの量を、そ

の上バイオガスをやるという試算、企画提案書を見たのですが、二十五、六億かかるのですよ

ね、総体の施設整備費で。それで、そこから出たものをガスで取って、ガスで出た後のさっき

言った残渣物、ものすごい量の液体肥料みたいの、うちは蒔く所ないよと話ししたのですが。

じゃあ、その部分を水処理して下水に放流をすれば良いのではないかという話しをしていたの

ですが、それって本当に循環型社会に沿ぐうのかという話しはしたのです。そうしましたら、

何を言い出したかというと、水処理のいわゆる沈殿物を固形にして、燃料にして日本製紙に出

したらどうですかという話しだったのだけども、そうなったらまた施設がいるという、そんな

始末なのです。14 億で本当に、正直言ってこの施設、いわゆるさっき言った科学的に処理でき

る装置と炭素化できる装置と、それから入ってきたものを破砕する機械と固める機械。あとは

水処理です。必ず少なからずも排水出ますので、排水処理施設。それと、匂いの問題が一番あ

りまして、有機物入れるときには、必ず匂いがどんな形にしても出ますので、それをきちんと

科学的に処理をして、最後実はこの考え方は水処理までもってしまおうと。いわゆる酸化触媒

かけて、匂いを吸着させておいて、それを水処理に持って行くという新たな方式でやろうと思

っていますので、それでできるなどうかというのを、正直言ってこの持っている機械メーカー

に聞いてみたのですよ。できるだろうという形の中で設定したぎりぎりの線なのです。どうも

聞いてみると、大分まけたみたいな話しは聞いていますけど、それはこっちに置いておいて。 

それでできるぎりぎりの線で出したというのが、正直な話しでございます。あとは、やはり

国の金が入りますので、あまり施設を巨大化できないというとこがありまして、うちのごみの

量と入れる添加物というか、混ぜ合わせる量も実験でやって分かりましたので、それらを入れ
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てこのくらいの数量になると。これをできるだけの機械を入れたらどうかという形の中で割り

出した数値でございます。当然、余力を持ってしまいますと、会社検査のときに、これは過大

施設だというふうにやられてしましますので、そういったことも含めて、ぎりぎりの線だとい

うことでございます。当然、やはりそうは言っても私としては、100％、120％間違えなく上手

くいくと思っていますけれども、やはりまず皆さん方にも本格稼動したときにご覧いただいて、

それで良いものであれば、良いというふうに納得できるようなものであれば、さらに施設を増

設するという部分が当然考えられますし、そうあってほしいなと思っていますけれども、その

ためには、あとはやはりランニングコストをできるだけ抑えていかなければいけないという所

がありまして、そのためにも日本製紙と協議をして、日本製紙の構内に置くような形にしてご

ざいますので。あとは、施設がどのくらいの大きさになっているかによって、あとは日本製紙

との相談なのかなとは思います。 

○委員長（吉田和子君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） なぜ、こんな質問をしたかというと、要するに登別とのいろいろな

関係があるものですから、単純に考えると、今までの経過から言って登別のごみも同じ市民の

ごみもいくらかでもこちらで受け入れてやるようにすれば、今までのいろいろな登別との関連

から言って、非常にスムーズに事業が進むのではないかなということで、裏を返せば、これが

上手く成功すれば、ほかの所でもどこでも一つのやりかたとして、登別は登別で新たにそうい

うようなことも考えられるから、一つの大きなテストケースというのか、非常に注目を浴びる

施設なもので、ぜひ成功するように頑張っていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 実は、登別市の方も今のクリンクルセンター、対応年数があ

りますので、時期が来れば白老町が今考えている施設が上手くいけば、当然登別市もそういっ

たものの導入、あるいは白老町の施設の余力があれば、そんな考えはあるような言い方もして

おります。ただ、今釜が２つしかないので、当然登別市のごみは３倍、白老町の３倍の量があ

りますので、容量的にはそれを白老に持って来て、処理することには不可能なわけですから、

釜が６つ必要になってきますので、当然それなりの金額がかかってきますので、これはちょっ

と難しいことかなと。登別市さんのものを受け入れて処理することは非常に難しいかと、この

ように考えております。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 下水道汚泥に白老町も悩んでいるのですけど、それに対する組み合わ

せというのはできなかった。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 下水道汚泥についても、実は燃料化は十分できます。た

だし、実はこれまでの実験結果見ていきますと、やはりここの下水道汚泥は消化汚泥というタ

イプなのでございます。がん性率が大体 80％のがん性率で、かなり消化剤が入って粘り気が強

い下水道汚泥です。 
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それを、問題は反応する炭素化する釜に入れるときの問題なのですが、コンベアに張り付い

て落ちていかないという問題があります。農林水産省の方からも下水道汚泥はバイオマスです

から、使わないのかという質問があったものですから、それについては２、３年方法を考える

と。その中で、ある程度の確立した段階で、下水道汚泥についても燃料化としての方策を取る

という回答をしております。 

従いまして、やはり今は、この終末処理場から出る方式というのは、処理された消化汚泥が

ダンパってありまして、出てくる所からトラックにぼんぼんぼんぼん落ちるタイプなのです。

その落ちる手前の段階で、何か一つ工夫がいるのかなというふうに思います。例えば、何か大

きな袋系みたいなものに、コンテナバックと言って、よくいろんな材料関係を運ぶ大きな袋が、

トラックに付ける袋があるのですけれども、あれに入れると。袋に入れたものを、トラックで

この施設に搬入して、それで機械に投入するとかという方法を工夫しないと、もう十分燃料と

してできることはわかっています。サンプルも作って、良い物ができるというものわかってい

るのですが、機械に投入するときの工夫がいります。それを、２、３年少し検討してから使っ

ていきたい。下水道汚泥については、この計画の中でもぜひ使いたいというのは考えておりま

すので、そういった研究を重ねた上でないとちょっと今即答できない状態でございます。加え

て、生のまま、下水道汚泥を処理施設の中のスットクヤードに入れてしまいますと、やはり匂

いがしますので、そのためにもちょっと一工夫がいるのかなというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 白老町の下水道汚泥には、非常に経費がかかっている。そして、それ

がまたほかのまちに、民間ですけどもお願いをしているという情けない立場にあるものですか

ら、ぜひそういうふうなことも、自分のうちで出たものは自分のまちで処理するというふうな

考え方からいけば、テーマの中にいれて、強力にやっていただきたい。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほどの議長の質問の中で、ちょっと建設費 14 億円程度ということ

だったのですけども、これ当然対応年数ってございますよね。先ほど、今造ってももそのうち

に何らかの形で増築することがどうのこうのとおっしゃっていましたけれども、増築する場合

においてもどの程度のことを考えればいいのか、その辺なんかももうちょっと教えていただけ

ればと思います。  

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） まず、機械の対応年数でございますけれども、ご承知の

とおり機械整備するときには総務省の方から対応年数が出ておりまして、機械関係というのは

大体７年くらいなのです。 

ところが、じゃあ本当に７年なのかなという所を踏まえて、実は議会でご答弁させていただ

いたのですけれども、道の外郭団体の財団法人中小企業総合支援センターなのですけれども、

そこにいろいろ資金計画なんかの部分を作っていただいた所もあるのですけれども、そこに聞

いて一番行政として、なかなかそこの所が分からないのが対応年数の判断なのです。その辺を
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聞いて確認したところ、対応年数表のその他機器類に当たるそうです。やはり、純粋に各項目

挙げられているのですけども、機械の種類が挙げられているのですが、それに合致しないので

すね、この装置が。特殊だと言えば、特殊なのかもしれませんけれども、そうしますと、対応

年数は 17 年でございます。 

17年の対応年数の中でみていきますと、起債の償還が 15年です。対応年数が 17 年あります。

その中の期間で、当然機械というのは、どんなものでもメンテが必要ですし、一定の時期には

壊れます。今の所、釜の部分については、実は特殊鋼材を使おうと思っています。名前を申し

上げるのは何なのですけども、クラフト鋼鈑という、鋼材の内側にステンレスを張った、塩素

の影響を受けますので、塩素の腐食を受けないような形での鋼材を持っていこうと思っていま

すので、それを使いますとおそらく 30 年のスパンで塩素の影響はないだろうと思っていますの

で、そういう非常に耐久性の強い鋼材を入れようと思っていますし、あとは固める機械と破砕

する機械は、これは一般市販されているものを特殊発注してかけていますので、これについて

は２万時間から２万 5,000 時間にはきちんとメンテナンスしなくてはいけないと。 

それのやっぱり補修とかの部分も含まってきますので、さっき申し上げました資金計画の中

には、当然そのためにきちんと措置するためのお金のことも考えております。そのお金は、毎

年四、五千万ぐらいは積んでいきたいなと思っていますので、その機械の壊れというのですか、

メンテナンスの度合いに応じて、ある程度基金みたいな感じで積んでいこうと思っております

ので、そのたまり具合によって、やはり増設とか何かの部分も対応できていければなというふ

うには思っております。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一つは、温室ガス発生効果、リサイクル率向上と同じくらいのインパ

クトがあるのではないのかなと、アピール制。ただ、これだけではよく分からないのだけど、

２万 5,000 トンとはどういうことなのかなと思うのが一つです。それだけ先にお願いします。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 正直言って計算式は複雑でございまして、メガジュール

という発熱量の単位があるのですが、１メガジュール毎に排出係数があるのですよ。なんでも

そうなのですけども、排出係数で石炭と同じ発熱量で計算していって、それで算出していくと、

この数字になるのだそうです。ですから、その辺についても、石炭換算の単純式はいかないも

のですから、それで日本製紙はそれをちゃんとやっておりますので、それで計算してもらった

のですよ。ちょっと私も単純に計算できないものですから、それで聞いてみたところ、１メガ

ジュールという、その発熱量の単位で、石炭同等で換算をして計算をしていくと、確か排出係

数１メガジュール毎に石炭が 0.098 分ぐらいだと思うのですが、ＲＤＦについては 0.08 何分ぐ

らいなのです。そういう、その系数を掛けていくと、こういう計算の結果が出るのだそうです。  

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに、年間１万 1,000 トンの燃料を供給することによって、石炭

換算にすると、２万 5,000 トンのＣＯ２が減少するという、こういうことですよね、そういう
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理解でいいですよね。それは、すごい大きな効果だというふうに理解するためには、どういう

ことなのですか。大きいのか、小さいのか、効果が。そこの所が、環境の問題や国の京都議定

書の関係から始まって、やっぱりどれだけ二酸化炭素を減らすかということが世界の注目なの

だから、そこでアピールできるぐらいのものというのは、どのくらいのものなのか、全然これ

なら分からない、意味が。そういう意味なのです、僕が言っているのは。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君）  答えになるかどうか、分からないのですれども、一般

ごみを燃焼かけますと、一般ごみの排出ケースが 0.84 だか 85 ぐらいですから、一般ごみ 8,000

トンありますよね。8,000 トン燃やすと、二酸化炭素というのは大体 6,700 トンぐらい出るの

です。0.86 か４くらいの係数だったので、そうすると大体。8.000 トンのごみをまともに燃や

すと、二酸化炭素換算で 6,700 トンぐらい出るのです。それから比べると、２万 5,000 トン石

炭換算で削減できるということは、一つの比較になるのかなというふうには思います。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこは、少ないという意味は分かる。この量というのは、すごい量な

のですか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 量としては、すごい量だと思います。ただ、その時に何

せ 20 万トンのでかいボイラーなので、そのうちの計算の部分があるのでしょうけども、石炭大

体十二、三万トン使いますから。石炭で、20 万トンボイラーで、大体 12 から 13 ぐらいを確か

計画しているはずなので。そういうボイラーを着目したときに、２万 5,000 トンはどうかとい

う議論をしていかなくてはいけないのかなというふうには思いますけれども。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） これ、新聞の記事なのですが、京都議定書の目標達成計画と

いうのがあるのですね。2010 年までに、バイオマスタウンを 300 程度構築して、二酸化炭素を

100 万トン削減することが目標になっているそうなのです。ですから、100 万トンのうち、うち

のまちだけで２万 5,000 トン削減するということは、すごく高い数字になっている。そういう

感じはしています。ちょっと高すぎるぐらいの数字。これは、バイオマスタウンを 300 構築し

て、100 万トン削減しようという。 

○委員長（吉田和子君） 登別のクリンクルセンターで燃やしているごみのＣＯ２の排出が何

も無いというふうに、大体３倍から４倍近くですよね、白老の全部燃やしている。ＣＯ２が何

も無いと考えて良いのだよというぐらいの量ということですよね、6,700 ですから。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 今の段階で、コンクリートされたものが出てくるとか、そういうふう

には思いませんし、使おうとも思わないのだけど。要するに今のお金の部分、プラスの部分と

マイナスの部分ありますね。それを例えば対応年数が 17 年だとしたら、17 年ぐらいの表にし

てここがこう、ここがこうというような、例えばここで言っているいろんなプラスマイナスの

部分ありますね、埋め立て処分の問題から始まって、そういうようなわかるようなものを作っ
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ていただきたいのです、資料として。それで違っているから、あんた達ちがうというような質

問はしませんから、だからそういうもの。これはあくまでも試算ですとかということで結構で

すから、そういうものぜひ、全体見える、登別に返すのは何年までで、何ぼづつで、何ぼとか

いう、ずっとそういうもの作ってほしいのですけど、いかがでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） このものは、ぜひ作らなければいけない。ある程度、試算の

ものは作っていますけども、もうちょっときちっと作らなくてはいけない。いずれ議会の方に

も資料は提示したいと、このように考えております。それで、24 日に臨時議会がありまして、

そのあとに全員協議会が、その場でもう一度全議員さんに説明をする機会があれば説明をした

いと、このように考えていましたけれども、その時期でよろしいでしょうか。ついでと言う言

葉はふさわしくないのですが、今後のスケジュールの関係もありますので、５月24 日に調査費

関係の補正を上げさせていただきたいと、このように考えています。調査費の内訳につきまし

ては、地質調査、敷地の測量調査、この本体の基本設計、あとプラントメーカーを選定するに

あたって、この業者選定の支援業務、これら含めて補正予算を上げさせていただきたい、この

ように考えております。前後になりますけども、そのあとに、このバイオマス燃料化施設の概

要あるいは今後のスケジュールを含めて、再度説明をさせていただきたいと、このように考え

ております。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） ちょっと横道になるかもしれないけども、先ほど、鶏糞の問題でちょ

っと説明がありましたけども、白老町議会、今から 12 年前ぐらい前に鶏糞の問題について、も

のすごく取り組んだ歴史があるのです。そして、その中で当時 120 万トンという概算の計画が

出るわけなのです。その中で、工場の敷地の中から外に出してはいけないというふうな決まり

を作りまして、いろんな資金を投入して、そして中に、各施設の発酵型の企業が作ってやって

いるのです。今は、実態だいぶ少なくなったと思うですけれども、その鶏糞の現状というか、

そういうふうなものを把握しているのか。そしてまた、第１次処理したものが表に出るわけな

のです。それも白老町の中では、多分余るはずなのです。白老町の耕地面積から言ったら。そ

こら辺のことをどういうふうにして捉えていくのか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 一応、２年前にここに来てからの部分でしか分からない

のはあるのですが、今確か 100 万羽ぐらいになっていますよね。一回減ったのですけど、また

増えてきているはずですから、100 万羽近くいるはずなので、鶏糞についは、バイオマス系数

と言いまして、１日あたりの１羽あたりの分をかけていくと、かなりの量になっていくのです。 

正直言って、なかなか実態が分からないと思います。分からないのが実態だと思います。と

いうのは、例の鳥インフルエンザから、自由に室内の入れないという所がありまして、立ち入

り規制がかかっているものですから、おそらく今の 100 万羽の部分でいくと、委員おっしゃる

ように全然町内で処理しきれるような糞尿の量ではないと思います。特に、よそ様出して申し
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訳ないのですけども、北広島市にホクリョウございますよね。あそこがにわとりの匂いで結構

問題になってございまして、時期的にすごい問題、匂いが酷いらしくて、実は環境保全課にい

たときに、いわゆる公害調停の方の業務をやっていたのですけれども、道の方は北海道公害審

査会と言いまして、その事務局を私やっていたのですけども、いわゆる裁判調停に近いことを

やるのです。訴えがあったときには、いわゆる民事調停と同じ形で、うちが事務局になって当

然弁護士も何人か入れたり、公害の専門家も入れた審査会をつくる。その中でも、一時訴えあ

りそうな状態までなった所あるのですよ。正直言って、今の所乾燥鶏糞か何かで、ホクリョウ

は確か乾燥鶏糞でホーマックあたりに出していますので、そういう部分でしか今の所分からな

いと言った所がいい部分です。 

牛糞と馬糞ですよね。馬いますから、馬糞は自分の所で処理されているぐらいの頭数だと思

う。牛糞については、正直言って、なかなか堆肥化ぐらいの形でやっていまして、聞くとどう

も無償に近い形で出て行った話しも聞いていますし、問題は、あとは燃料化の方については、

町内で 5,500 頭ぐらいまでの、全量というわけにはいきませんけれども、今の所、家畜糞尿も

処理するということにしていますが、これについては、ホクレンの家畜市場から出る糞尿を燃

料化しようと思っています。あと、ご依頼があればそのキャパの中で対応しようと思っていま

すので。今、特別な以来が、まだ耳には私に入っておりませんので、あった場合には、牛糞に

ついてはやろうと思っています。問題は、鶏糞については、ちょっと実態も含めてよく分から

ないという気はしています。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） これは、バイオマスとはちょっと横道にそれますけども、これが今わ

からないと言いましたけれども、この実態というのは、このままいくと、またせっかく河川の

汚染が無くなった。土壌の汚染が無くなった。また、野放しになる可能性も含んでいる。そこ

ら辺は、町としてきちっと把握をして、干渉していってもらうというふうな、またなってしま

っては遅くなる。そういうふうな取り組み、特に鶏糞については、そういうふうなものを、や

はりきちっとすることが企業の誘致、そういうふうなことも考えられるものですから、ぜひや

ってください。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 鶏糞については難しい部分もありますけども、できるだけど

ういった方法で把握することができるのか、こういうことも考えながらこういう実態を把握す

るように努めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） ほかにどうでしょか、質問がございます方。よろしいですか。 

また、午後からもありますので、またその時点で思いついたことがありましたら受けていき

たいと思います。次の説明に入るのも中途半端ですし、10 分早いですけども、昼食の休憩に入

りたいと思います。また、午後からもよろしくお願いしたいと思います。 

          休憩 午前 １１時５０分 

再開 午後  ０時５７分 
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○委員長（吉田和子君） 委員会を再開いたしたいと思います。 

午前中、いろいろ質疑応答ありましたけれども、課長の方から報告がありますので、先にそ

のことでお願いしたいと思います。目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 先ほど、バイオマス燃料化施設の関係のスケジュールで、若

干説明をさせていただきましたけれども、まだ確定的な話しではないので、ちょっと迷いがあ

って説明を省いた所がありますので、ただ、この事業を進めるにあたって、大変重要な部分に

なりますので、この部分を付け加えて説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、事業の流れとしては、20 年度工事を進めるということなのですが、今、特殊鋼、特別

な鋼材を調達するのに、今供給が不安定だと。このことが非常に心配する部分がありますので、

事業を一部前倒しして、その特殊鋼材をスムーズに調達できる手立てを今検討しております。

そのためには、６月の定例議会に、その事業の一部事業費、１億円以内のなると思うのですが、

これの補正予算をかけたいなと、このように考えています。６月から９月の間に、プラントメ

ーカーの選定に入ると。この選定の方法については、総合評価、落札方式、これを採用して、

プラントメーカーを選定すると。９月の議会で契約の承認をいただくと、そんな流れで今、考

えております。９月に業者決まりまして、19 年度６ヶ月。その間、特殊鋼の調達と実施設計を

すると、平成 20 年度の４月から 12 月までこれが工事期間として９ヶ月とります。21 年の１月

から３月、この３ヶ月間を試運転期間、このようなスケジュールで考えております。この部分

が、スムーズにいけば、非常に事業が上手くいくだろうと。重要なポイントですので、付け加

えて説明をいたしました。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 今、付け加えての説明がありましたけれども、ただ今の説明に対し

て、何か質疑がありますでしょうか。 

無いようですので、次へ進みたいと思います。午前中はバイオマス燃料化の質問を一旦打ち

切りましたけれども、何かありますか。よろしいですか、次へ進んで。 

それでは、次へ進みたいと思います。次は、平成 17 年度の白老町環境基本計画の進捗状況に

ついて、説明を願いたいと思います。小林主査、お願いいたします。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 平成 17 年度白老町環境基本計画の進捗状況について説明

いたします。資料１に基づいて、説明をしていきたいと思います。 

平成 17 年度の環境基本計画の進捗状況ですが、現境基本計画の策定が平成 18 年１月でござ

いました。年度末まで２ヶ月あまりの期間で、計画の取り組み実施状況を説明して参りたいと

思います。進捗状況というよりも、実施しているかどうかの説明になるかと思います。 

資料１ですが、上の項目、環境目標、施策、主な取組、内容、担当課、平成 17 年度実施、未

実施、平成 19 年度まではどうか、あとまちづくりの指標を挙げておりますが、左側の環境目標、

施策、主な取組、これは環境基本計画の 38 ページ、39 ページ、これちょっとご覧いただきた

いのですが、この３つの項目につきましては、この 38 ページ、39 ページに該当しているもの

でございます。主な取組の具体的な内容を、大体中央あります内容で説明してあげております。

具体的な内容を実施しているか、していないかの説明になるかと思いますので。 
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それでは、環境目標１、豊かな自然を大切にするまち。施策が１みどりを守り、育てる。主

な取組が公共施設、家庭・事業所の緑化という所でございます。具体的な内容ですが、町民植

樹祭の開催、フラワーロードの整備、花とみどりの会の支援、町有花壇の整備。いずれにつき

ましても既に実施しております。 

次に、総合的なみどり施策の推進ですが、緑の基本方針の実行、進行管理、実施しておりま

す。 

次に、緑のネットワークガイドブックの作成。次の、公共・民間施設の緑化マニュアルの作

成、これは未実施でございます。 

次の、森林・農地の保全。これにつきましては、新規就農者の支援。これにつきましては、

Ｕターン者への就農相談。農業担い手育成センターとの連携を通して支援しております。 

次に、町有林・民有林の整備ですが、町有林につきましては、間伐、下草刈りを実施してお

ります。また、民有林につきましては、造林に対する助成を行っております。 

それから、町民の植樹事業への支援、これも実施しております。次に、生態系の保全を進め

るという所ですが、自然環境調査の推進。これにつきましては、米印（１）となっております

が、ヨコスト湿原に関しては、環境基本計画の中でも、重点的な取り組みとして取り上げてお

ります。ちょっと説明いたしますが、このヨコスト湿原につきましては、毎月職員による定期

的な水区観測を行っております。調査器の関係で、環境調査が実施されない状況にあります。 

それで、植生の環境調査が実施できれば調査結果により、湿原の保全必要性が明らかになり

ますので、こういう地区の保全策を検討できる状況にあるかと思われます。 

次に、公共用水域の水質調査。主にクッタラ湖、ポロト湖、主な河川について実施しており

ます。 

次に、自然環境保全条例の検討、保全樹木、樹林地の検討。これも未実施でございます。 

自然保護意識の高揚ですが、これにつきましては、広報、ホームページによる情報提供、そ

れから自然観察会などの実施などを行っております。 

次に、野生生物の保護管理ですが、北海道レッドデータブックの登載種の保全。これは未実

施でございます。 

アイヌ民族文化伝承に必要な動植物の保全。これは実施しております。 

次に、身近な自然地域の保全。これにつきましては、未実施でございます。 

次に、鳥獣の保護と駆除ですが、傷病鳥獣の保護、有害鳥獣の駆除、有害昆虫の駆除、それ

からアライグマなどの特定外来種の対策。これにつきましては、いずれも実施しております。 

次に、環境目標の２、健康で安全に暮らせるまちの項目に移ります。 

１、ごみを減らしリサイクルを進める。主な取り組みとしましては、一般廃棄物の減量化と

いう所ですが、ごみ処理基本計画の策定、推進。登別市との広域処理の推進。これも実施して

おります。 

次に、クリーン白老事業の推進。これも実施しております。 

それから、（２）の不法投棄対策の推進。これも重点的な取り組みとして取り上げております。
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この部分につきましては、清掃指導員による定期的なパトロールや防止看板。車などの設置を

進めておりますが、なかなか不法投棄が無くならないのが現状であります。それで、町内会な

どの関係団体と協力し、連絡体制や撤去態勢の検討が必要かと思われます。 

それから、18 年度からは、不法投棄ボランティア監視員による監視活動も既に実施されてお

ります。 

次に、し尿、・生活排水処理の充実ですが、これにつきましては、生活排水処理計画の策定、

推進。下水道計画区域外の合併浄化槽の普及、これについては、実施しております。 

次に、し尿処理施設の更新ですが、これについては、未実施でございます。 

次に、産業廃棄物処理の適正化。これにつきましては、産業廃棄物処理に関する指導要綱、

基本方針を制定。既に、これにつきましては、平成 16 年度に改正しております。 

それから、公害防止協定の締結。これにつきましても、産業廃棄物処理施設の申請に伴いま

して、２社と締結しております。 

次に、リサイクルの推進ですが、資源リサイクル協議会への支援。これにつきましても実施

しております。リサイクルに関する啓発の推進。これにつきましては、登別のクリンクルセン

ターの見学会、それから広報、ホームページでの啓発を実施しております。 

次に、環境汚染の防止を進めるでございますが、これにつきましては、環境調査測定などを

実施しております。 

（３）の地下水の調査、対策。これにつきましても、重点的な取り組みとして上げておりま

す。ここで問題になっていますのでが、飛生地区の地下水の問題でありますが、亜硝酸性窒素、

硝酸性窒素、これについては、平成７年度から水質のデータを収集して、その作業を行ってお

ります。また、産業経済課でも畜産農家の堆肥舎、それらの状況調査や農協と協力して設置基

準の状況確認と指導を行っております。 

次に、環境目標の３、うるおいのある美しいまちに移ります。 

１の住み良いまちづくりを進める。上水道の整備。下水道の整備。いずれの項目につきまし

ても、実施しております。 

公園・緑地の整備、維持管理。街路樹の整備維持管理。これにつきましても実施しておりま

す。 

施策の２、美しいまちづくりを進める。景観の保全と創出。これにつきましては、都市景観

ガイドプランの策定。景観条例の制定。未実施でございます。 

次に、不良環境の改善。火災予防、青少年対策、犯罪の観点から廃屋対策の推進。これにつ

きましては、検案ごとの所有者にお願いをしている所でございます。また、廃看板対策の推進

につきましても、同様に案件ごとの所有者にお願いをしている所でございます。 

次の空き缶等ポイ捨て条例の検討ですが、未実施でございます。 

次の愛玩動物の適正管理の推進。これにつきましては、実施しております。まちづくり指標

の方で、数字が入っているものにつきましては、これは総合計画の業務評価で出てきた数字で

ございます。 
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続きまして、環境目標の４、地球環境を守るために行動するまちの項目に移ります。 

施策１、地球温暖化防止に取り組む。地球温暖化防止計画の推進。内容としましては、地球

温暖化防止率先実行計画の策定、推進。未実施でございます。 

次の、京都議定書目標達成地域推進計画の策定、推進。これも未実施でございます。 

次の、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などに関する情報の提供と啓発。これは取り組

んでおります。 

フロンガスの回収。これにつきましても、冷蔵庫、エアコン、これのリサイクルを徹底させ

るという意味で、家電リサイクル法の啓発に努めている所でございます。 

マイカー利用の自粛。未実施でございます。省エネルギーの推進。グリーン商品調達の方針

の方策、推進。これも未実施でございます。 

環境家計簿運動の推進。実施しております。省エネルギー推進計画の策定、推進。未実施で

ございます。 

省エネルギー住宅の推進。これにつきましては、住宅相談などを通して、推進を進めている

所でございます。 

資源、エネルギーの有効利用を進めるでございますが、温泉資源の保護と利活用。この項目

につきましては、温泉保護のための調査。未実施でございます。 

温泉の多目的利用の検討。観光資源としての利用。温泉と農業を結びつけた利用の検討など

取り組んでおります。 

温泉排水対策の検討ですが、これについても未実施でございます。 

次に、環境目標の５、環境を学び、自主的に行動するまち。 

１の環境意識を高め、行動する。主な取り組みとしましては、環境教育・学習の充実という

項目です。ここでは、米印の５が何個かありますので、それについてまとめて説明をいたしま

す。 

環境教育推進計画についても、今後検討して参りたいと考えております。 

それから、町民対象の環境に対する講演会につきましては、平成17 年度より開催しておりま

す。 

町職員に対する環境教育研修も、現在策定中の地球温暖化防止計画を通して、実施していく

予定となっております。 

また、環境教育指導者の育成、環境教育プログラムの調査・研究、新エネルギー、省エネル

ギーなど環境の考慮した学校整備につきましても今後の課題となっております。 

次の体験型の環境学習機会の拡大でございますが、これにつきましては、青少年自然キャン

プ、萩の里自然公園の体験活動、ふるさと体験館の整備などを実施しております。 

それから、アイヌの人々など先人の知恵や歴史を生かした環境学習の推進ですが、これも実

施しております。まちづくり指標の方にもございますとおり、アイヌ文化学習指導員、解説員、

これが８名。それから夏休み期間中に、教職員のアイヌ文化を学ぶ研修を実施しております。 

平成 17 年度には 77 名、18 年度には 81 名の参加がございました。 
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次の環境活動の充実という所で、（４）環境町民会議の設立でございますが、この（４）につき

ましても、重点的な取り組みの中に取り上げてられております。この環境町民会議につきまし

ては、白老町環境基本計画の中でも、環境団体、個人の活動の促進と基本計画の促進を基本計

画の推進を目的に、設立することを提案しておりますが、町民会議が町全体の保全活動に重要

な役割を担うためにも、どのような組織が中心となり、どのように各団体や事業者を、そして

町民と連携を深めていくか。また、町もどのような設立までの筋道をつけ、支援していけるか

を検討して参りたいと考えております。 

次に、環境学習を支援する環境サポーター登録制度の創設ですが、これにつきましては、未

実施でございます。 

それから、環境白書の作成。平成 17 年度末では、未実施になっておりますが、平成 18 年度

作成しております。 

施策２の環境産業の取り組みを進めるでございますが、リサイクル産業の推進。リサイクル

産業の立地等支援。未実施でございます。 

次に、白老町産業連携地域活性化検討会の支援。これにつきましては、検討会の参加やバイ

オマス施設の建設、情報公開など取り組んでおります。 

次に、環境産業に関する情報提供。これにつきましても、新リサイクルシステムや、バイオ

マス燃料に関する資料収集、情報公開などをしております。 

次に、クリーン農業と地産地消の推進ですが、これにつきましては、資源リサイクル畜産環

境整備事業の推進、有機資源の有効活用、施肥基準の遵守などに取り組んでおります。 

次に、地産地消の推進でございますが、特産品イベントの参加。インターネットによる直販

システム、朝市、夕市、食材王国シンポジウムの開催などを実施しております。 

続きまして、資源エネルギー産業の振興でございますが、これにつきましては、資源エネル

ギー産業振興策の検討をしております。 

次に、自然環境コミュニティビジネスの振興ですが、これにつきましては、自然環境ビジネ

スの振興・起業、有償自然ガイドの旅行関係者へのＰＲなどに努めております。 

以上が取り組みをしている状況でございます。 

○委員長（吉田和子君） 今ちょっと確認したいのですが、今の説明を受けた中で、これは 17

年度の実施、未実施の、やっているかやっていないかという意味の◎と×だと思うのですが、

説明の中で１ヶ所、環境白書の 17 年度はやっていないけれども、18 年度は策定していますと

いう説明があったのですが、そういう説明が無い所は、18 年度はやっていないというふうに理

解して伺っていていいのですね。そういうことですね。それを確認したかったのです、先に。

継続のものは継続で、ほとんどやっているものは継続なっているのは 19 年度まで継続というの

が分かったのです、ただ、今説明の中で、17 年度の未実施で、計画ができたのが 18 年度です

から、18 年度に関してはこの環境白書は 18 年度に作成しましたと説明があったので、その説

明の無い、実施していないものは 18 年度に実施していないというふうに考えていいでしょうか

というふうにお伺いしたのです。 
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○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君） 全部がそうではない。 

○委員長（吉田和子君） 18 年度に実施しているものもあるということですね。わかりました。

では、ここも質問の中で出てくると思います。では、今の環境基本計画の進捗状況について、

17 年度の実施事項を踏まえての説明がありました。その中で伺いしたいことがあれば、どうぞ

質問してください。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） ちょっと総体的なこと、ぼやけるかもしれないけれども、我々こ

の民生常任委員会では、18 年度３月に実は所管で報告をしているのですよ。この環境基本条例

についての一般的な方向性ということの、議事録読みましたか。報告書、読みましたか。 

○生活環境課長（目時廣行君） 報告書はまだ見ていません。 

○副委員長（熊谷雅史君） 見ていなければ、議論できない。ただ、実施した、実施していな

いという、今説明は分かるのだけど、ポイントとしては、我々は要するに説明を受けたときに

いろいろ意見交換しているわけですよ。せっかく、この環境のことを制定してもらった委員さ

んの努力が、平成 15 年から続いて、ようやっと 18 年に結んでいるわけですから。それから、

午前中説明のあった、そういうグリーンビジネス含めて、環境問題すごく町民が関心を持って

きている状況なわけです。問題もいろいろありました。ごみの不法投棄だとか、じゃあそれを

啓発することは、どうしたらいいのかとか、業者さん含めてどういうふうに取り組むのかとい

うことで、これが形となって出てきたわけですよね。３月の時点で、取り組む状況の中で、こ

れを取り組みますという、要するに町側の説明を受けているわけです。それに対して評価もし

ながら、こうあるべきだということは、我々１回出しているのです。 

一番問題なのは、町民会議という組織をつくると、これを早急にやるという話しが全然飛ん

でしまっているわけですよ。ということは、せっかく審議会という組織の中でこれをまとめて

いただいたやつが、直に降りて来ないという事ですよ、実際には。担当部署と議会は理解して

いる一部と町民はこれがあって、まち全体とこういうふうに守っていくのだ、こういう方法で

いくのだということを理解されていないのですよ。これから、課題がいっぱい出てくる中身で

町民会議がこの柱になるのではないかということで、ある程度我々は認識しているわけです。

それが進んでいないということは、担当課独自で項目をやっているだけだと、これしか受け取

れないです。協働のまちづくり、それから基本自治条例、それも全部ひっくるめた中身で、や

っぱり進めなければならない施策だと思うのですよ、これは。その辺抜けてしまうと、質疑だ

とか議論というのがちょっとできない。ちょっと厳しい言い方かもしれませんけど、その辺課

長代わったばかりだから。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 白老町環境基本計画の中に、環境町民会議、これが何点か出

てくるのですね。最後に提案しますというような形で、平成 18 年度中にこの町民会議。これは

18 年の２月の民生常任委員会でこの計画の審議をしていると。議事録の中では、早急に立ち上

げたいと、こういう担当者の方から答弁しているというのは、そこは見ております。 

どういったものかと、いろいろ町民会議についての性格、これは私なりに考え、また当時の
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担当課長にも、この町民会議というのはどういうものなのか、お話しを聞かせていただきまし

た。前の課長ではなくて、その前の課長に聞きました。前の課長、まだ理解がされていなかっ

た感じなものですから、さらにその前の課長という形で説明を聞きました。その前に私なりに

考えました。各分野がありますね。自然環境の部分、リサイクルの部分とか新しいエネルギー

の部分だとか、このそれぞれの活動されている団体が、一緒くたに町民会議ということが、果

たしてどうなのかというのは、まず一つ私としては疑問がありましたので、一気にそういう団

体をそれぞれの分野で一つの会議の中でやるのは、これはすごく難しい部分なのかなと。 

行政が立ち上げる形が本当に望ましい姿なのか、こういったもともちょっと悩みながら考え

てみました。本来、18 年度中に立ち上げなければいけない部分なのですが、立ち上げていない

と、こういうことなものですから、これをどういう形で今後考えていくか、立ち上げるまでは

話しはできないのですが、どう進めていくかということで、前の前の課長は、緩やかな形とい

う言葉を使っておりました。 

なぜかというと、私もここがちょっと感じる部分があるのですけども、担当課がそれぞれ生

活環境課あるいは建設課とか、産業経済課とか、関係する団体があるのですが、そこの所へ実

際に入り込んでいって、お互いに情報交換をまず必要だろうと。これはまず一つですね。その

ことがある程度、情報をお互いに交換しながら進めていくことが、これはまず会議を立ち上げ

る前に必要なことだろうというふうには、まず一つ感じております。 

それからもう一つは、それぞれの団体が活動を発表する場。この発表する場を何らかの形で

つくるべきでないかと。年１回環境の日というのがあるのですが、これは６月５日でしたか、

６月３日でしたか、これは牛肉祭りとの関係で近すぎるのであれなのですが、年１回そういう

発表する場をつくりながら、町民の方々が集まっていただいて、そこでまた情報を発信する場

をつくると。そういったことを進めながら、町民会議というものを進めていくべきなのかなと

いう、そういういろんな情報を施策に取り上げたり、団体の意見等を取り上げて施策に活かし

ていくという考え方がどうなのかなという、私なりには考えてはいました。 

今後そういった形で、なるべく無理の無い形で進めていきたいなというふうには、今考えて

おります。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） そのようにされたいということは理解したいと思います。ただ、

やっぱり今の話しを聞くと、対応する担当課も今計画上は建設課、生活環境課、産業、それも

全部噛み合っている、教育委員会もかぶさっている。そうなれば、やっぱり生活環境課がイニ

シアチブ取るという中身には、なかなかなっていないのではないかと思うのですけども、逆に

今うちの組織体は変化していますから、大きな政策の部分に関わる、実施部分は担当課がかぶ

る部分もあるのでしょうけども、こういう構え方というのは、どうなのでしょうね。答えられ

るのかどうかわからないですけども、これはやっぱりもっと一元化する担当する部署が受ける

べきではないのかなと思うのですけども、答えなくてもいいですけど、どう思いますか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 
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○生活環境課長（目時廣行君） お答えになるかどうか。生活環境課が音頭を取る形で進めて

いかないと。また、先ほど言いました、発表する場を設けながら。これはやっぱり生活環境課

がこういう場を設定しながら団体同士が交流できる、情報交換できる、そういう機会を作って

いくことが、まず必要ではないかなというふうに。これは、段々段々そういうことが進んでい

くことによって、町民会議として役割がはっきりしてくるのではないかというふうに思ってい

ますので。それ以外に、当然内部で施策検討会議、これがありますよね。これとの連携が必要

でないかなと、大事でないかというふうに私は考えています。環境施策検討会議です。これで

それぞれの担当者が団体と交流というか、入りながら情報をキャッチして施策に活かしていく

と。こんなことも連携しながら進めていく必要があるというふうに考えています。これはやっ

ぱり生活環境課が、こういう組織をきちっと周知しながら進めていくと、これが今までされて

いなかったので、これをやっていく必要があると。ちょっとはっきり言って申し訳ないのです

けども。環境基本計画の進行管理の上でも、非常にこれは大事なことではないかというふうに

思っています。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今、課長の方からそういう心づもりで進むということは、そのよ

うに話し進めていただきたいというふうに思います。ただ、今言われたように、反省の弁もあ

りましたけども、取り組んでいなかったという部分は十二分に反省をしていただいて、やはり

根底には白老の町政 50 周年のときの条例化を、やっぱりうちのまちとしては宣言しているわけ

ですから、それに基づく計画なので、やっぱり予算上のことも小林主査の方も言っていました

けども、なるべくその辺は理事者側と強い姿勢で望んで、こっちはやはり優先していただくよ

うに、担当課としても努力していただくためにも、町民の皆さんの理解を得るためには、そう

いう組織体は早めにつくった方が僕は良いと思いますので、お願いします。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ほかにどうですか。 

ちょっと確認をしながら、いいですか。今の関連するのですが、前に説明を受けたときには、

町民会議の必要性というのは、委員会としては諸手を挙げて、本当にこれは早急にして、町民

と一体となってやるべきではないかという。その中心になっていくのが、環境施策検討会議と

いうことだったのです。今日の進捗状況なんかも説明いただいたのですが、これはやっぱり環

境施策検討会議、今話し聞いていたらしていないのかなと、ないのかなと思ったのですけども、

この計画を進めていくための本当の基本の中心の柱なのですよね。柱無くして今までやってき

たのかなと思って聞いていたのですけど、柱は無いし、環境施策検討会議があって、町民会議

と連携を取って、そしてこの計画を進めていく。この計画を進めるということは、後に出てく

るごみ処理計画とも全部つながるのですよ。町民が全部関わることですから、その軸ができな

いうちにほかの担当課ではそれぞれ。だから、この検討会議の結果で、この結果が出て、進捗

状況は分かりました。これについて、今度どうするのかという、そういう問題点も話し合いは

できていないということに捉えていいのでしょうか。その辺、伺いたいと思います。 

目時課長。 
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○生活環境課長（目時廣行君） おっしゃるとおりです。これは、一等最初にやらなければな

らないことなのです。それが、きちっとされていなかったということです。 

○委員長（吉田和子君） 計画ができて１年と２ヶ月経ちますよね。町民会議に関しては、中

間で、何かで何回か質問しているはずなのです、どうなったということで。でも計画をつくる

時点で、ただつくったらいいというので、つくったのはないと思うのですよ。 

やっぱり、この計画を進めるときには、こういうことが必要だろうと。各種団体だとか、も

ちろん広範囲ですけど、全部掌握してやらなくてはならないということではないと思う。必要

な部野、早く進めなくてはならない分野、町民が一番関わりを持つ分野、担当課がやれば済む

分野ってあると思うのですよ。そういったことを進めていかないと、今の課長の話しを伺って

いたら、じゃあいつできるのだろう、来年なるのかなと思って聞いていたのですけど、この計

画をつくって、こういう図面ができて、私たちも本当に実施できる、動きのある、行動できる

基本計画だというふうに捉えました、この話しを伺ったときに。それが、基本の柱ができてい

ないということになると、１からなのかなと思って聞いていたのですけども、もちろん継続し

てやっているものはやっているのですけども、新たに起こさなければならない事業をほとんど

やっていないという状況が出てきていますよね。あとからまた、質問が出てくると思いますけ

ど、教育に関しても。そういう部分の、これは議会も悪いのかもしれない。もっともっとうる

さく言わなければ駄目だったのかもしれないのですが、今後柱になる部分、施策検討会議、こ

れは早急に立ち上げるというか、本当は今回の質問でどれくらいの割合で、単位でやっている

のでしょうかと聞こうと思って書いてきたのですけど、やってないと聞いたから、これも質問

できないと思っていたのですけども。目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 一番大事な、環境施策検討会議、これをきちっと立ち上げな

いと、本来これもできないのですよ。この進捗状況ですね。これも把握できないはずなのです。

ただ、これはたまたま総合計画の評価の方でデータがあるものですから、それを兼ねてやって

いるということで、これをきちっとやらないと、それぞれの担当課が意識を持って進行できな

いという、こういう一番の問題点があるものですから、これをまず一等最初に立ち上げて、そ

の関係する課と団体とのつながりを深めていきながら、この施策検討会議で情報交換をして施

策を練り上げていくという、あるいは進行管理をきちっとして、フィードバックするという、

この手順が、一番大事な部分が抜けていると。大変、私の立場でちょっとこういう言い方はま

ずいのですけども。 

○委員長（吉田和子君） いつ頃という目途はたちませんか。なかなか難しいですか。目時課

長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 早めにやります。18 年度の実施結果、また再度調査かけます

ので、始める前に一回そういった会議をして認識をまず各課に持っていただいて、会議を進め

て参りたいというふうに思います。時期については、早急にということで。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問がございます方どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の件に関わるのかどうか、分からないけれども、米印が重要課題だ
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とさっきおっしゃっていましたよね。米印の部分が、これを見ると未実施というのが結構ある

のですよ。もちろん、検討会議立ち上がっていないから、そうなるのかもしれないけれども。

原因は何ですか。なぜ遅れたか。ぼくやっぱり、遅れたことが、はいどうも、ということには

ならないと思うのですよ。原因が何かということを明らかにして、その上で本来であれば期限

をきちんと切って取り組むということだと思うのです。○付いているのは、今の説明で◎と×

がどうしてそうなるのかということは、その中身についてはわかったけど、そのことで一つ一

つのことを言う気はないのだけれど、早い話がやらなかったということでしょう。なぜやらな

かったのか、担当の怠慢なのか、何なのかというぐらいのことまで、課長に前とその前の課長

の言えなんて、それは大変かもしれないけども、ただ原因はほかに仕事があってできなかった

のか、意識してやらなかったのか、やっぱりそういうことがちゃんとしないと駄目だと思う。

そこら辺が議会と町との緊張感の一番大切な部分なのだ。それを目時課長、代わったばかりだ

から聞かないというふうには、本来ならない話しなのだ。継続性があるわけですから。そこら

辺、どうしても言えなかったらいいですけど、言えれば言ってください。それは、私は課長と

いう立場で聞いているわけですから、個人に聞いているわけではございませんので。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 大変、お答えしづらい部分です。これは、前の課長さんには、

この件については、お聞きはしていますけれども、なぜ遅れたかについては、確認してないで

す。ただ、この環境基本条例では、一年一年チェックをするようになっているのですね、条例

上は。これをチェックするためには、どういった組織が必要なのかと考えれば当然わかる話な

のです。生活環境課だけで全ての課の状況を把握することはできないわけですから、当然、施

策会議を立ち上げて、情報収集なり資料データを集めなければいけないということ、これがで

きていないということは、これ以上は言わせないでください。以上、なぜできていないかとい

うのは、私自身もちょっと疑問に感じています。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それはそれでわかりました。ただ、条例をつくるときに、かなり揉ん

だと。前文の文書表現で棚ざらしにしましたよね。そういう経過がある中身なのですよ。表現

上の問題でもあったわけです。それで、結果的には審議未了みたいな格好になっているでしょ

う。だから、そういうかなりそういうことがある中でできてきたものであり、またどなたか最

初言っていましたけど、これとは直接関係ないけれども、白老の場合、砂利問題、鶏糞の問題、

こういうことでかなり詰めた議論が集中的にされて、その中でいろんな問題点が明らかになっ

ていったという経過もあるのです。 

一時は白老町の砂利の採取のための条例というのは北海道で一番厳しいと言われたぐらい、

今は元に戻ってしまったのだけど、ありましたよね。そういう中でのことですので、やはり議

会側のチェックも委員長言われたように不十分な所はあったけれども、しかしやっぱりこれは

早急にというのはわかるのだけれど、早急にというのは６ヶ月以内なのか、３ヶ月以内なのか、

１ヶ月以内なのかわからないけど、どこまでを早急と言うのかわからないけど、やっぱり今日
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でなくて結構ですから、スケジュールつくって期限を切ってやると。期限明確にしてやるとい

うぐらいのことが必要ではないのかなと思うのだけど、どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） まず、この早急にというのは、３ヶ月以内というふうにあえ

て言わせていただきます。６ヶ月以内というわけにはいきませんので、まず17 年度の反省みた

いな感じで施策検討会議開いて、18 年度のデータをまず取り寄せて、19 年度どうするかという、

こういった課題を拾って、そういった会議をまず一回立ち上げるために、もしかしたら３ヶ月

なんていう話しではなくて、早い時期に進めたいと、こういうように考えております。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質疑がございます方、どうぞ。 

環境基本計画、私も何回も言ってきているのですけど、各種計画ありますよね。この中で、

先ほど庁舎内の施策の検討会議ができていないということですので、だからできないのだと思

って聞いていたのですけど、地球温暖化防止率先実行計画、これも庁舎内で持つべき計画なの

です。庁舎内をどうするかという、町民に先行してＩＳ０14001 は取らないけれども、それに

沿ったような環境の実施をして、町民にそのことを示せるようなものをするということは、何

回も質問して、何回も答弁もらっているのですが、この計画も本当は総合計画の中では、17 年

にできて 18 年には実施されている計画なのですよ。これは、環境基本計画の中にもありますけ

れど、それ以前からのことなのです。それも全部遅れているということなのです。 

というのは、基本的なものの軸のようなものができていないから、全てのものが遅れている

ということになると思うのですが、私は今３ヶ月以内とおっしゃいましたけども、庁舎内の検

討会議ですから、各課も決まっていますので、あとは誰を出していただくかということですの

で、出していただいて３ヶ月以内にもしやれるのであれば、こういった計画、遅れているもの

も、どういった状況になるかということも、私は明確にするべきではないかと。京都議定書で

もありますけれども、こういう計画って遅れていって良いというものではなくて、早急にやら

なければならない。いつか、期限が来たときにどんと出てくるというのは言われていますよね。

先送りできる問題ではないというふうには、私たちは捉えているのですが、そういったことも

含めてやるべきではないかなというふうに思うのですね。 

それともう１点は、環境教育です。これは平成 12 年度のごみが有料化になったときに、その

有料化の財源を使ってでも、子どもの教育のために、何かをすべきだということは、委員会で

も言っていましたし、個人的にも皆さん言っているはずなのです。ここの一番大事な部分、先

人に学ぶとか、そういったことはやっていますけども、その環境教育をしていく人材の育成と

子どもたちに対する、これは大人も含めてですけど、環境教育の部分は全部欠落しています。

その部分は、もう７年経つのです、12 年から。今ほとんど手数料的な、有料化になった部分は、

ごみ処理の方に行っていると思うのですが、今これから予算取るといったら大変なことだと思

うのですね、その部分の。そういったことも明確に計画に入れないと、ただ先送りになってい

くのではないかなという、そんな気がするのですが、その点どうでしょうか。 

目時課長。 
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○生活環境課長（目時廣行君） まず率先計画、これについては 19 年度作業を開始する考え

でおりますので、これについても先ほどの施策検討会議の中で、これは話しをしながら進めて

いくというふうに考えています。 

それと、この環境教育です。これが非常に遅れていると。私も教育委員会にいて。これは、

それぞれ取り組んではいるのですが、環境を意識させる教育とすれば、もうちょっと足りない

のかなという部分もあるのですが、これは非常に難しいですね。生活環境課である程度支援的

な形でできるとすれば、これは些細な環境教育になるのかもしれませんけれども、家庭での天

ぷら油、これを学校で回収していただいて、それをごみ収集車の燃料にするという、そういう

ちょっとささやかな取り組みが私の頭の中で考えているのは。そういったことは今。虎杖中学

校では今年から始めようとしていますし、あとほかの学校にも声をかけて進められれば良いな

とは考えています。教育委員会と協議しながら、そういったことから実施していければなとい

うふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） そういう部分的なものはわかるのです。環境教育のきちっとした、

先ほど言った軸が無いと、実績いろんなことやっています。子どもたちに対してもいろんな体

験とか全部やっています。でも、油を集めるにしても、なぜそれをやるのか、それをやったこ

とでどういう環境に影響があるのかということを、先生方も理解しないと、なぜ子どもたちが

油を集めるのか、私たちがやらなければならないとなり兼ねないと思うのです。 

だから、何のためにそういう教育をしなければならないのかとか、どうして環境の問題が言

われているのかとか、そういった基本的な問題が教育する先生方にも、それから子どもさん方

にも。なぜ子どもの教育が大事かといったら、子どもの口を通じて家庭に反映すると思ってい

るのです。前に消費者協会で、萩原参事に環境の、バイオマスをやっていただいたのですね。

それに関わるいろんなほかの方の関係のこともやっていただいたのです。すごくみんな考え方

が変ったと言っていました。私はそういうことも含めた、基本的に軸を何に置くのか。 

そして、どういった教育をしていって、それがどういうふうに枝葉になって、拡大していく

のかということができあがらないと、ここの部分かな、ここの部分かなと、枝葉のとこだけぽ

んぽんとやっているのだけども、基本的なことがきちっと定着されないと流れが止まってしま

す。それ終わったら終わり、それ終わったら終わりという感じに。前に子どもが作文か何かで、

缶拾いをしていたときに、拾っている後ろから運転手さんが缶を投げていったと、すごく腹が

立ったと。そういう文書を見たときに、何なのだろうとすごく疑問を持ったという大人の行動

に対しても、そんな文書があったのですけど、何かやることはやっているのだけども、そのつ

ながり、なぜなのかと。だから、自分達がこうやってやることが拡大するとか、そういったも

のがないと何か回り方がきちっとしていないというか、広がりが無くなっていくというような、

そんな気がするのですけども。目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 学校の先生も、何らかの形で環境教育に取り組みたいという

部分はあると思うのですね。これはきちっとお話しを聞いたわけではないので、何割の先生が

どう思っているか、データは無いのですが。取り組みたいのだけども、何をやったらいいのか、
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これが大きいと思うのですね。 

まず、やってみると、とりあえずやってみると、その中で段々経験を積むことによって、こ

ういうこともやってみたいとか、いろんな情報なんかをキャッチしながら、子どもたちにはこ

ういうことも教えていかなければいけないとか、まずやっていただくと、これが必要ではない

かなという思いがあるのです。 

始めにきちっとした、ここにも書いていますけども、教育推進なんとかですか、こういうの

をつくっても、果たしてこのとおりできるかどうかというのも、ちょっと疑問があるのですね。

無理なく学校で取り組める部分について、どうやって取り組んでいくか、これが大事なことで。

だんだんだんだん先生たちが流れてくれば、それにもうちょっと深みを持たすとか、幅を広げ

ていくとか、あるいはもうちょっと１年生から６年生までどういった流れで教えていくかとか、

こういうものは肉付けしていけるのではないかなと。 

今、完全な計画書までは無理ではないかなという感じは、私は思っています。少しずつ経験

しながら、計画を積み上げていく方がいいのかなという感じはしていますけども。これはまた

教育委員会の担当者とも話しを進めながらやっていきたいなとは思っていますけども。 

○委員長（吉田和子君） 推進計画という大きなものではなくても、子どものときにやらなけ

ればならない教育の部分というのは大体決まってくると思うのです。その基本的な部分さえ押

さえていれば流れがきちんとできるのではないか。この計画もそうですけど、あっても使われ

ないのなら、何にもならないわけですから、だから基本的なやらなければならない部分、学校

のとき、大人になってからという部分あると思うのです。そういった部分を明確にするという

ことが必要ではないかなと思うのです。 

ほかに、質問がございます方どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） これ、我々も反省しなくてはいけないのだけど、計画とか何だとか多

すぎないですか。これ、計画つくったらやる暇なくならないか。無くなってしまうのではない

かと思う。こんなにたくさん、１つの課で計画つくって持つって、具体的な中身の実践になっ

ていない。だから、こっちは重点チェックされているのだけど、やっぱりこれとこれは絶対や

るとか、これはできればやる計画だとかというふうにしないと、こんなにたくさん羅列して計

画、計画って計画作ったら、１年終わってやる時間無かったというのは、形になるのではない

かと思う。だから、もちろん我々もそういうチェック全然できなかったということは反省しな

くてはいけないと思うのだけど、やっぱりこういう計画というのは、もうちょっと取捨選択し

てやるべきですよね。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 前担当者は、要するに想定される計画はこうですよと。今、大渕

委員が言ったように、全部つくるなんていう話しはしていないのですよ。やっぱり、どれが一

番大事なのかということは言っているのです、大渕委員が言ったように。終わってしまうので

すよ、計画全部つくっていたら、担当課は。そのために、口をすっぱくして言うようで悪いの

だけども、検討会議と町民会議、ここでもませてくれということだったのです。どうなのと言



 37 

うと、非常に難しい部分ありますと言われていました。だけど、それはつくらないと駄目だよ

と。我々も、もし協力できる部分あるのだったらするからと言ったけど、協力要請も無ければ

チェックも入れなかったというのは、今、大渕委員の言ったように我々も反省しなければなら

ない部分あったのだけれども、エンジンの部分が動いていないわけですから、ドアの開け閉め

言って、ワイパーの動き言ったってどうしようもないということですよ。だから、計画の精査

をするためにも、早急に組織しないと駄目かなと。ちょっと、大渕委員の話し切ってしまって

悪かったのですけど、それに答えあるのなら言ってください。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 54 ページ、計画を推進するための制度。ここに想定される関

連計画ですね。これで、ちょっと全てつくりあげるのは大変かなと。また、白老町にまだちょ

っと早すぎるという計画もありますし、早すぎるという言葉は適切でないのかもしれないけど

も、景観ガイドラインとか一頃動きはあったのですが、ちょっと無理だったということでつく

っていないのがありますけども、時代とか状況に合わせてつくっていく必要があるのかなとい

うふうには思っています。環境教育推進計画ももうちょっと時間をいただきながら、あまり無

理した計画で本当の良いのかどうなのかというような。 

○委員長（吉田和子君） あと他にどうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言いたいのは、さっきデータ出してと言ったときに断ったのだけ

ど、こういうふうに文書のなってしますと、言う方はこれを見て言うわけです、当然。ここに

も書いているのです。想定される関連計画とちゃんと書いているのです、読んだのです。だけ

ど、言うときはそういうふうに言わないのです。なぜかといったら、これとこれはやるよと言

ってないからそうなるのです。それはわかるのです。だけど、やっぱりこういう出し方してし

まうと、そういうふうになるのですよ。やっと今思い出したけど、皆さん言っているように、

担当課ではやると言ったのです。言ったらやっていないから、今言われているわけでしょう。

だから、もうちょっとそういう所まで、これをやれと言ったのは、議会側が言ったのか、どっ

ち側が言ったのかよく僕はわからないけれども、やっぱりきちっと実行できるような中身のも

のにした方が良いのではないか。せっかく、例えば白書をつくって出しても、こういうふうに

なってしまうと、どこに根拠があったのって、今度そういうふうになってくるのです。だから、

やっぱり誰が見たってこれは７年間でつくる計画だとしても多すぎる。そう思う。だから、そ

こら辺はやっぱりもうちょっと我々も注意しますけど、皆さん方もちょっとそういうこと考え

てやった方が良いと思うのですよ。それだけです。 

○委員長（吉田和子君） これはそうしてほしいと、そうした方が良いということの提言とい

うことで。全部するという誰も質問していないですよね。私も上の３つぐらいまでしか言って

いないつもりなのですけど、必要なものとしてはそういうふうには言っているつもりなのです

が、本当に検討していただいて、実施できるものは早急に実施をするということで進めていた

だければと思います。本当にその中で、具体的な計画として、ごみ処理基本計画ができました

けれども、これについての説明をいただきたいというふうに思います。 
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15 分まで休憩をしたいと思います。 

休憩 午後 ２時０８分 

  

再開 午後 ２時１６分 

○委員長（吉田和子君） 再開いたします。 

次にごみ処理基本計画の概要と進捗状況について説明を願いたいと思います。 

竹田主幹、お願いしたします。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） それでは、ごみ処理基本計画の概要と進捗状況を、資料２

を使いましてご説明をしたいと思います。 

黄色い表紙のごみ処理基本計画の中から抜き出したものが資料に入れてございます。 

それでは、最初に１としてごみ処理基本計画策定の流れについてでございます。 

基本計画書の１ページになります。今回の改定の基本計画は、登別市との広域処理の実施に

伴い、平成 11 年に改定されております。その後、平成 16 年９月に白老町環境基本条例の制定、

平成 18 年１月に白老町環境基本計画の改定が行なわれております。平成 16 年 12 月に白老町廃

棄物減量等推進審議会に対し、処理基本計画の諮問を行い、平成 17 年 11 月に答申が成された

所であります。 

その答申に基づきまして、平成 18 年３月にごみ処理基本計画の改定を行っております。その

改定の要点につきましては４項目あります。 

一つ目としまして、ごみの減量化の具体的な目標値を設定しております。 

二つ目に、廃プラスチック容器包装の分別収集について検討をすることを示しております。 

三つ目が、新たな最終処分場の整備の検討であります。 

最後に現計画の処理計画数量の見直しを行なっております。 

次、２としまして、ごみ処理の現状と推移についてであります。 

基本計画書の５ページから 16 ページになります。表の左側に基本計画の改定数字を載せてあ

ります。右側の方の推移を載せてあります。 

１、ごみ排出量でございます。基本計画の６ページになります。 

平成 16 年度、人口で２万 1,555 人。家庭系、１年間で 4,876 トンです。事業系は 4,835 トン。

合計しますと、9,711 トンでございます。一人１日 1,234 グラムです。平成 12 年から 16 年ま

での傾向でございますけども、家庭系につきましては、人口は減でありますけども、排出量は

少しずつ増加する傾向にあります。事業系です。増減を繰り返す傾向にあります。右側の方に、

平成 17 年から 18 年の数値を載せております。18 年読み上げます。人口が２万 977 人。家庭系

が１年間で 4,904 トンです。事業系が 3,785 トン。合計しますと、8,689 トンでございます。 

一人１日 1,135 グラムです。家庭系は、人口が減しております。排出量は増加する傾向にご

ざいます。事業系につきましては、減少する傾向にあります。 

次は、２のごみの性状でございます。基本計画の７ページになります。 

平成 17 年に調査を実施しております。 
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10 組織、10 種類のごみの調査を行なっております。燃やせるごみにつきましては、厨芥類

46.72％です。次のページに行きます。紙類が 10.69％、繊維類が 10.32％という結果になって

おります。燃やせないごみは、金属類が 36.78％、陶器類が 16.94％、プラスチック類が 15.86％

です。平成 18 年には、調査は実施しておりませんけれども、ほぼ変動の無い数値であろうと考

えております。17 年の調査時点で、燃やせないごみに資源ごみが 15％含まれておりました。資

源ごみには、プラスチック類が 4.5％含まれる結果となっていますので、分別の徹底が課題と

なっているということになっております。 

３番目、ごみ処理経費でございます。基本計画の８ページになります。16 年の決算数字を載

せてあります。歳入につきましては、手数料、ゴミ袋の販売等です。6,632 万 6,000 円。歳出

が合計しますと４億 1,037 万 4,000 円です。ごみ１トンあたりの経費が４万 2,260 円。一人あ

たりの経費が１万 9,038 円です。平成 12 年度では３億 3,000 万であったのに対し、平成 14 年

度では起債償還が始まりまして、平成 16 年では約４億 1,000 万に増加しております。右側に平

成 17 年度の決算を載せております。歳入です。手数料、6,233 万 2,000 円。歳出、合計します

と４億 1,983 万 1,000 円です。16 年度の対比で、歳入は 399 万 4,000 円減になっております。

歳出につきましては 945 万 7,000 円増になっております。 

次４番目のごみの減量・リサイクルの状況でございます。基本計画の９ページから 11 ページ

になります。まず最初に、資源化の量でございます。缶、びん、ペットボトル、紙パック、こ

れを合わせますと 437 トン、１年間です。右側の方に 17、18 の数値を載せてあります。18 年

度合計しますと、368 トン。年々減少している傾向でございます。次のページへ行きまして、

集団回収についてでございます。集団回収は、平成 16 年で団体数として 130 団体。集めたもの

も合計が、566 トン、１年間でございます。16 年に古紙の受け入れ体制が変更されていますの

で、かなりの量が減となっているということです。右側にいきまして、17、18 の数値を載せて

おります。18 年度につきましては、団体数が 147 団体。合計しますと、591 トンでございます。

16 年度と対比しますと、若干増えているという結果になっております。 

次、３番目の生ごみの減量化です。生ごみ堆肥化容器とごみ処理機の助成を行なっておりま

す。平成 16 年度が 16 個、平成４年から合計しますと 1,404 個。平成 17 年には、20 個の助成

と。平成18 年には、７個の助成です。全部累計しますと、1,431 個の助成を行なっております。 

続きまして５のごみ収集体制です。基本計画の 12 ページになります。①としまして、家庭系

のごみです。５区分に分かれております。有料のゴミ袋を使うのが可燃、不燃ごみ。それから、

市販の透明のゴミ袋を使うのが資源ごみと有害ごみ。それから、粗大ごみにつきましては、申

し込み制で戸別収集となっております。 

次に、事業系につきましては、４つの区分になっております。自己搬入または許可業者によ

る収集という形になっております。参考までにごみステーションの１ヶ所あたりの世帯数を掲

載しました。白老町としましては、ステーション１ヶ所について７世帯、登別が 16 世帯、苫小

牧市が 12 世帯というふうになっております。 

次に、６番目のごみ処理施設についてでございます。基本計画の 14 ページから 16 ページに
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なります。中間処理施設です。白老町で集めたごみにつきましては、登別クリンクルセンター

において、共同処理を行なっている形になっております。次のページに行きまして、クリンク

ルセンターの概要についてでございます。細かな詳細は、基本計画の 14 ページに記載しており

ます。主なもの、読み上げます。焼却施設としましては、123 トン、１日です。これが、615

トンが２炉あります。24 時間の稼動をしております。破砕処理施設につきましては、日 24 ト

ン、５時間の稼動でございます。資源化施設につきましては、11 トン、５時間の稼動でござい

ます。 

次、最終処分場です。基本計画の 16 ページになります。最終処分場につきましては、平成

11 年４月に供用を開始されております。面積が 8,000 ㎡。埋め立て容量が２万 3,900 ? です。

下の方に埋め立ての実績と残容量を記載しております。平成16 年度末で、埋め立て残容量につ

きましては、１万 1,608 ? でございます。当初の計画では、平成 18 年度で終わる予定でござい

ましたけれども、基本計画策定時点では平成 22 年度までとなっております。右側にきまして、

平成 18 年の残容量を記載しております。18 年度で、8,887 ? でございます。平成 18 年度で測

定した結果、平成24 年８月まで延命できるというふうに現在は考えております。最初に燃料化

の方で説明ありましたけども、21 年４月から稼動した場合に、３年間で極端に埋め立て量が減

りますので、多分平成 27 年度ぐらいまでは、さらに延命できるかなというふうに現在は考えて

おります。 

続きまして、基本方針及び目標設定について説明いたします。基本計画書の 17 ページから

28 ページでございます。基本方針でございますけども、まず 17 ページからいきますと、４つ

の基本方針がございます。ごみの減量・リサイクルの意識啓発、それからごみの減量、リサイ

クル、適正なごみ処理の、４つの基本方針を立てております。計画の目標年次につきましては、

平成 18 年度から 27 年度で、中間目標年次として平成 23 年度を設定しております。 

次のページにいきます。基本計画の将来予測と目標数値でございます。将来予測と目標値を

１つの表にしました。将来予測につきましては、基本計画の 24 ページに表としてまとまったも

のがありますけども、こちらに抜き出しているものと全く同じでございます。目標値だけ読み

上げます。最終目標値の平成 27 年度の数値を読み上げます。まず、家庭系ごみの排出量です。

１人１日です。600 グラムを設定しています。それから、事業系ごみ排出量につきましては、

27 年度で、１年間で 2,700 トン。合計しますと、27 年度で、１年間で 7,102 トンでございます。

リサイクル率につきましては、平成 27 年度で 25％という設定をしております。これにつきま

しても先ほどの説明で、変ってくるということになります。 

続きまして、４の目標達成に向けた取組みでございます。基本計画の 29 ページからになりま

す。まず一つ目の、ごみ減量・リサイクルの意識啓発についてでございます。30 ページから 32

ページ。項目としまして、情報の提供、それから指導の充実でございます。右側の方に、平成

18 年度の取組等を書いてございます。①としまして、ごみの減量化、分別などに関する情報提

供をホームページ、広報などを使い実施しております。それから、出前講座に登録し、廃棄物

に関する情報提供も行なっております。 
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３番目としまして、町内会、個人等から排出時の苦情に対する対応も行なっております。不

適切な排出ステーションに対しての指導も行なっております。 

それから４番目、排出違反警告シールを使い、ごみの出し方の指導も実施しております。 

次のページへ行きまして、環境学習と環境教育の充実です。 

一つ目としまして、環境学習講座の開設でございます。今年は 11 月 29 日にコミセンの方で

66 名の参加をもらいまして、マイバック運動等の講座を開いております。リサイクル施設の見

学会。18 年度は、9 月 19 日に北海道エコリサイクルシステムズ、苫小牧にございますけども、

そこの見学を行なっております。39 名の参加です。３つ目、クリンクルセンターの施設見学を

行なっております。小学生の３、４年生 111 名が参加しております。それから、環境美化標語

の募集。環境部門で 279 点、リサイクル部門で 105 点でございます。４番目としまして、グリ

ーン白老の推進を行なっております。春のグリーン白老が 101 団体の参加。人数にしますと、

4,522 人です。秋のグリーン白老が 71 団体、2,881 人でございます。ごみ減量化に向けた取組

みでございます。その中の家庭系ごみの減量でございます。マイバック運動の推進としまして、

10 月 21 日に町内の３店舗でＰＲを行なっております。生ごみの肥料化容器の助成。18 年度は

７個の助成です。事業系のごみの減量については、多量に排出する所あるいは産業廃棄物に混

合する指定ごみに対する指導を行いや約 300 トンの減量を実施しております。それから、事業

系廃棄物の手数料に関しましては、先ほども話しに出ましたけれども、19 年度に検討していき

たいというふうに考えております。 

それから、再使用、再生利用の促進でございます。一つ目としまして、リサイクル銀行の推

進であります。18 年度は町民意識調査を実施しまして、155 件の意見をいただいております。

それから、リサイクル家具の抽選会を実施しております。展示品３点でしたけれども、応募者

は 31 件ほどございました。それから、フリーマーケットの開催は、みなと祭りの関係は雨のた

め 18 年度は中止ということになりました。続きまして、リサイクルに向けた取組みでございま

す。計画書の 37 ページから 39 ページでございます。分別収集体制の強化としまして、分別方

法に対する問合せ者に対しまして、ごみ分別辞典等の配布を実施しております。それから、転

入者に対する分別等の指導も行なっております。続きまして７ページです。ごみ分別・リサイ

クルの推進としまして、容器包装プラスチック、選定木の分別収集等につきましては、燃料化

施設の受け入れ体制を含め、今後検討して参りたいというふうに考えております。 

それから、適正なごみ処理に向けた取組み。基本計画の 40 ページから 45 ページです。燃料

化施設整備により、収集、運搬体制、広域処理体制、新たな処分場の整備などに関することに

つきましては、本年度から検討をいたしたいと思います。 

その他の取組みとしまして、不法投棄対策でございます。平成 18 年にボランティア監視員の

公募を実施いたしました。45 名が登録しまして、通報として、26 件の通報がございました。以

上で、基本計画の概要と進捗状況をご説明いたしました。最後に、今後のごみ処理基本計画の

動向についてでございます。平成21 年４月に、供用開始を目標に現在燃料化施設の整備事業が

進められております。このことによりまして、町民に直接影響する分別方法、収集の体制には
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大きな変更等は現在考えておりませんけれども、基本計画に定める中間処理、広域処理です。

それから、最終処分場の埋め立ての終了時期、リサイクル率などが変ってきますので、改定を

行なう必要であるというふうに考えています。審議会等の調整等を図りながら今後進めていく

こととしたいというふうに考えております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） ごみ処理基本計画の概要と進捗状況について、ただいま説明があり

ましたけれども、質問を受けていきたいというふうに思います。質問がございます方どうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 一つだけお伺いしたいのですけれども、家庭系のごみは、人口は減っ

ているが排出量は増加する傾向があるというのは、原因は何でしょうか。その辺、わかれば教

えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） これだという理由は、実は掴んでおりません。確かに人口

がどんどん下がってくると、ごみの出す量も本来は減るはずなのですけども、現状としては人

口が減っている割にはあまり減っていない。ただ、一人１日あたりのごみの量につきましては、

下の方の表にも出ていますけれども、16 年と対比しますと下がってはきているのです。これが

家庭系のごみに直接結びついているかというと、事業系も含んでしまっているので、はっきり

とはしませんけれども、これだという理由は現在掴んではおりません。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 実は平成 18 年度の環境省の環境白書でも、今西田委員

が質問されたようなことは、実は答えが載っているのですけども、人口の減少というのはエネ

ルギーの消費量の減少ですとか、あるいはごみの排出量の減少には直接関係が無いというふう

に出ております。というのは、結局の所エネルギー消費なんかもそうなのですけれども、人口

減少、特に少子化ですとか高齢化でとか、世帯の人口というのは昔のような形で、何人もいる

ような世帯が段々無くなって、もう一人、二人、三人、四人という世界になっていくのですね。 

そうすると、エネルギー消費量なんて、誠に明らかになってございまして、結局人数割で割

っていくと、世帯に人口が多いほど下がっていくのです。ごみの方についても、実は人口が下

がっていても世帯数は増える現象が起きるのですね。じゃあ、ごみは減るかというと減らない

のですよ。結局、ごみの減単位あたりの出し方が、一人当たりで出すものですから、どうして

もそういう現象が起きるのですね。 

だから、白老町のデータも実は見ていくと、同じような傾向が現われているのですよ。人口

の減のわりに世帯数の減というのは、それほど落ちていないのですよ。もっともっと減ってい

いはずなのに減らないと。これはおそらく少子化であり高齢化だろうという気がします。ごみ

の量も思ったほど減らない。横ばいなのですよ。たまたま 16 年度ぐらいは、何の状況かわかり

ませんけども、増えていますけど、あと調べて見ていくとほとんど横ばいなのですね。これは、

別に今のような排出量の出し方に影響がきているだろうと思いますし、原因だろうと思ってい
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ますし、もうこれは白老のものではなくて、全国的にそういう状況が現われているというふう

になってございます。 

○委員長（吉田和子君） 世帯数が減らないということは、わりと持ち込む物というのは、パ

ックされていたり何なりして、同じ量なのです、ある程度。世帯が減っても、パックされてい

るものは４個入っていたら４個入ったもの買ってきますから、その出るものというのは大体。

食べる量は減るのかもしれないけれども、出すものというのは、あまり減らないのかなという

ふうに思う。萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） まさしく委員長がおっしゃるとおり、買ってくるものと

いうのは、パックになっているものが多いので、余計そういった原因もあるのですね。 

どうしても、例えば二人で食べるものを一人の世帯で買ってしますと、増えてしまうことに

なりますよね。もっと面白いのは、家庭の生ごみなのですけども、家庭で主に調理されるのは

奥様方ですよね。それが、実は世代別 20 代、30 代、40 代、50 代という形の中で、世代別に生

ごみの排出量見ていくと、若い連中というのはやっぱり生ごみ多いのですよ。割と計画的にも

のを買わないから。ところが、50 代、60 代はまたどんと増えるのですね。なぜかというと、家

でご飯を食べる回数が多くなるからなのです。増してや、ごみに排出されるものを食べる。何

かというと魚です。骨ありますでしょう。骨は食べないからあれですけど、骨に身が付くでは

ないですか。くだものもそうです。皮があるのですけども、綺麗に剥くのは難しいですよね。

食べられる部分、くっ付いてくるでしょう。可食部と非可食部という形で扱っているのですけ

れども、食べられないで投げる所に食べられるものがくっ付いてしまうという形で、ごみの量

が増えるのです。そういう傾向が実は出ているのです。 

○委員長（吉田和子君） 今にちょっと関連するのですけれど、ごみ量は事業系が減って、家

庭系が増えていると。資源ごみに関しては、さっき説明がありましたけど、これは平成 16 年と

比較して、平成 17 年、18 年出していますから、一番多いときと比較すると、100 トンぐらい減

っていたのですよね、計算してみたら。これ見ていて、あれ、こんなに意識的にある程度慣れ

てきている。きっとペットボトルとか缶とかいうのは、そんなに減らないような気がするので

すよ。でも、資源ごみが減っているというのは、何なのかなと思って見ていたのですけども。

資源ごみの排出量が減っているのは何なのか、意識が変ってきたのかなと。それに一生懸命や

るというのがちょっと薄らいでいるというように考えたら、考えすぎなのかなと思いながら、

これを見て思ったのですけども、その辺どうでしょう。竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） ずっと推移を見ていますと、段々下がってきているのです。

平成 12 年からのデータ見ていますと、段々下がってきています。原因というのは、先ほども言

ったのですけども、これだというのはわからないのですけども、分別が悪くなったとか、他の

ものにまじっているとかという原因ではないと思うのですね。そもそも瓶は、最近瓶よりペッ

トボトルですよね。という形で、使うものが変ってきているのかなという気もしていたのです

けども、かといってペットボトルもあまり良くないということで、ちょっと原因についてはわ

からないです。 
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○委員長（吉田和子君） 消費量が減っているわけではないですよね、きっと。ビールとか飲

むのが減ったのだろうか。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） そんなに変ってはきていないような気はしているのですが。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問がございます方どうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ボランティア監視員の公募で、45 名が登録して、26 件の通報があっ

たと。こういう中身、処理できたのはいいのですけど、処理できなかった事案とか、こういう

のが多かったとか、そういうのをちょっと教えていただきたいと思うのです。というのは、あ

そこの日の出公営住宅の近くの所、石材とか置いている所ありますよね。あそこ、ごみが集ま

っている状況にありますよね。資材置き場にしている所にごみが集まっているのか、汚くして

いるからごみが集まっているのかよくわからないですけども、やっぱり資材置き場にしている

のだけれども、反対に不法投棄が最近山の中ばかりではなくて、どんどん町の中にきていると

聞いているものですから、その辺ちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） まず、そこの石材を置いている手前の資材置き場の件です

けども、あそこに不法投棄が無いかというと少しあります。不法投棄というか、ただ弁当空投

げるというような、言われるとおり、あそこはちょっと汚いのです。どれがごみなのかという

判断が、ちょっとつきにくいのです。それから、ちょっと苫小牧側、石とか置いてある所にも

不法投棄というより、やっぱり食べ物の空だとか缶だとかというのは、たくさん投げられてい

ます。ボランティア監視員の方から出てくる通報も、大きな不法投棄というのはあまり最近と

いうか、去年からなのですけども無いです。 

そういった弁当空だとか、家庭から出た例えば袋１つぐらいのごみとか、そういった形で通

報が入ってきています。監視員の方、主として散歩をするとことか、そういう所を見てもらっ

ていますので、山の奥に入るとかそういうことはないので、監視員の方から出てくる情報につ

きましては、そういった形のものが多いです。それから去年、不法投棄の件数なのですけども、

当然監視員さんから連絡来たものに関しては、全て対応しております。片付け切れなかったも

のはございません。全て、こちらの方で片付けています。 

不法投棄の件数が 128 件去年ありまして、集めたごみの量が５万 3,890 キログラムの不法投

棄集めています。去年、不法投棄に講じた対策としましては、不法投棄に対する指導等を 10

件ほど行なっています。全部、解決しております。不法投棄される場所の通行止め、これを６

ヶ所実施してみました。車が入れないようにシャットアウトしたということをしまして、なる

べく不法投棄を減らすことになるかどうかわからないですけども、そういったような策を講じ

ております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問がございます方どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） クリーン白老の拾っている表、どこかに載っていたか。年度別に例え

ばどれだけのごみを拾っているかというの。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 
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○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） これ、基本計画の中には載せておりません。 

○委員（大渕紀夫君） 増えているか、減っているかだけ、わかりますか。そんな正確でなく

ても結構です。今、増えていますか、クリーン作戦で集まるごみの量というのは、増えていま

すか、減っていますか。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） そんなに変らなかったように記憶しています。ちょっと今、

推移の表を持って来ていませんで、そんなに大幅に変ってきている様子は無いというふうに思

います。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それからもう１つ、コンポストによる生ごみありますよね。その量と

いうのはつかめるものなのですか。例えばコンポストがもっと普及した場合は、もっと生ごみ

減るのではないかという、減ったのはわかるのですけども、買うことによって使えば減るわけ

だけれど、それで生ごみがどれだけ減っているというのはわからないでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） ちょっと出すのは難しいと思うのですね。たくさん普及し

ていくと、確かに生ごみは減ると思うのです。ただ、減ってもその数字が生ごみだけではカウ

ントしませんので。全体になってくると、ちょっとわからないのかなという気はします。今、

助成しているごみのやつは、ただ入れて。最近は電気使ったりするのですね、そういう要望が

出てきているのです。それはちょっと量としてはわからない。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 何が言いたいのかというと、僕はコンポストというのは、極めて良い

ものだとずっと前から思って使っているのですけども。さっき言っているように、ほとんど水

分なのだと思う、生ごみというのは。だから、あれがやっぱり、ものを普及するのではなく、

考え方が普及するものだと僕は思っているのです。思想を普及しない限り、あれは絶対広がっ

ていかないですよ。 

もちろん蓋取ったときに匂いはあるし、発酵材みたいのを蒔かないとあまり綺麗ではない、

見たら。真夏なんかになったら虫がいっぱい入っていますし、香りもなかなか良い香りになり

ますから、発酵すればああいう香りにならないのだろうけど、教育の中でそういうものが１つ、

ずっと思っているのだけど、思想を普及することによって、登別は知りませんけど、こちらの

場合は夏場の場合は油かけて燃やしましたよね、旧白老の処理場では。スイカとか多くなると

油を入れないと燃えないのですよ。だから、本当に考え方をどうコンポストで言えば普及する

かという、僕は一番大切だと思っているのです。 

もう１つ、なぜクリーン作戦のこと聞いたかというと、缶だとかがあまり減っているとか考

えられないとしたら、やっぱり捨てられているのかなと。スチールより今アルミが主流ですよ

ね。日本の国の経済からいったら、アルミの回収といったら、まさにボーキサイトゼロですか

ら、日本の取れる量から言ったら。アルミというのは 100％回収できるでしょう。鉄と違いま

すからね。スチールの缶は北京の鉄筋ぐらいにしかならないけれども、アルミはそのままもう
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１回缶作れるのです。だから、そういうことを、さっきの教育ではないですけども、もっと興

味あるように、僕どうやってやれと言ったらできないけども、興味わくようにアルミの缶と生

ごみこと、考え方として町民にアピールすることってできないものかなと。それをやっただけ

で、結構違うのではないかなと。アルミは磁石でくっ付かないから、なお回収しなければ、今

は愛泉園ともう１ヶ所どこかやっている。もう１ヶ所増えてやっていると聞いた。僕は愛泉園

にみんな持って行っている。自分で集めたアルミは全部。それで、愛泉園の園生がつぶすのが

仕事、訓練になっているわけです。一石二鳥なのです。だから、そういうことをもうちょっと

アピールする。それ以外にあるかもしれないけれども、そういうことが必要ではないのかなと

思っているのだけど、どんなものでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） まさしく委員おっしゃるとおりなのです。スチール缶、

アルミ缶リサイクル協会というのがありまして、スチール缶とアルミ缶についてはものすごい

回収率、リサイクル率上げています。 

特にアルミはおっしゃるとおり、ボーキサイトは言ってみれば循環資源ですから。スチール

缶についても鉄鋼の方に流れていくという形の中で、特に一番心配しているというか、生ごみ

系ですよね。生ごみ系、おっしゃるとおりコンポスター、電気ごみ処理機、あの補助というの

は実は本庁で私がやっていたのですけども、まさしく思想だと思います。量的にはやはりでき

あがる期間が 90 日とか 100 日とかかかりまして、その間続けて投入はできるのだけれど、そん

なにそんなに量的にいくわけありませんので、まさしく私も思想だと思うのです。 

問題はさっきご説明しましたバイオマスの施設の中で実は気になっているのが、資源ごみと

粗大ごみをどうするのかという問題なのですよ。基本的に、これは施設を町でやるとすれば、

これは環境省の補助になってしまうので、３分の１補助なのですよ。２分の１ではないのです

よ。３分の１補助で残る３分の２を町が出さなければならないという話しになってしまうので、

特にバイオマスではありませんから、農林水産省の金もあてにはできませんから、じゃあどう

するのだという話しになってくるのですね。生ごみだとか、今燃やしている一般ごみについて

は、登別の方からこっちに来ると。じゃあ、ほかのもの登別かと言ったら、そういうわけには

いきませんので、そういうわけにはいかないと。そうすると、確実に粗大ごみと資源ごみのラ

インもやっぱり作らなければいけないという所があって、現実にやっぱり民間の資金導入でや

っていくべきだろうと思っています。 

だから、言ってみればまちの企業さんで、粗大ごみ、資源ごみで大体 1,000 トンちょっとで

すから、量的にはそんなにコンマではないです、はっきり言えば。思ったより無かったです。

だとすると、民間資金でもそんなに莫大な金にならないので、やりたいという希望がある所は

どんどんやっていただいて構わないと思っていますので、それはＰＦＩとまでは言いませんけ

れども、いわゆる民間資金導入で委託かけていくというのが私は一番良いと思っています。そ

の中で、例えば今言った愛泉園さんとか、そういった所で戸別に資源回収という部分で、やる

部分もあれば私はどんどんやって良いと思っていますので、ただそれもやっぱり、一般廃棄物
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でございますので、特に私が気になっているのが、札幌、私の住宅の所のステーションなんか

でも、時たま朝早くごみ投げに行くと、どこかのおじさんが来て持っていくのですよ。札幌で

も町内でやっている資源回収まで持って行ってしまうというものが起きて、厳密に言えば一般

廃棄物処理法違反になってしまう可能性があるので、だからそういったものを含めて、きちん

と処理した上で、もしご希望があれば私はやっていって構わないなと。それもちゃんと町と調

整をとって、きちっと法律的に整理して上でやっていくべきなのかなというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） ごみステーションに入っている資源ごみを持って行ったら駄目、た

まにいるのですよ、白老でも。萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 一般廃棄物なので、それを処理するようなことが起きる

とすれば、それは一般廃棄物処理にあたりますので。だから実はあまり議論にはしていない。

どちらかと言うと、やってもらえば楽だという所もありまして。その部分ではあまり言ってい

ないのかもしれませんけども、現実に例えばうちも町内会やっていますけども、町内会で一生

懸命声をかけて、それで町内会用のちゃんとしたカラスの入らないようにやっている所のごみ

まで開けて持って行くという事態になってくると、これはちょっと由々しき話しになってくる

という気はします。特に、一生懸命回って歩けば、月額で十二、三万小金が入るという話しが

あるようですから、そうなってくると、ちょっとおかしいのではないかという所あると思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問がございます方どうぞ。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） ２ページの記載についてちょっと。ごみ処理経費の絡みで、８ペ

ージの絡みということで説明を受けたのですが、広域経費の部分でクリンクルセンターの部分

がかぶっているとは思うのですけども、16 年と 17 年を対比すると、まず事務経費が倍になっ

ているのです。それで、有料化経費は下がっているという理由もちょっと知りたいのだけれど

も、一番問題なのはセンター経費、これがなぜ 250 万増えているのかなという所。ちょっとそ

れを教えていただきたいのですが。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） センターの経費の所の数値持って来ていませんので、少し

時間いただければ。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 基本計画の 45 ページ、最終処分場のフロー図なのだけれども、

環境センターがある程度ウェスを作ったり、いろんなことやっているというふうに記載されて

いる図があるのです。これは歳入の部分にはならないのですか。 

要するに、再生ごみと書いてある、一番下のフロー図で。戸別収集して資源化業者の所はわ

かる。環境衛生センターに入って修理加工、再生してリサイクル銀行。これはリサイクルの方

だからあれだけど、その上。ウェスというのがあるでしょう。家庭系の衣料のごみを集めてき

て。これは要するに、ウェスになるけれども、有価物というのになりうる可能性があるのでは

ないかと思う。ずっと持って行くと、金属もそうでしょう。要するに、最終処分場に出さなけ
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ればならないことあるけれども、金属を業者さんに売って、ある程度の負荷価値が付いている

というふうに理解すると、歳入の部分が増えても良いのではないかなと。だから、経費がかか

るというのはわかるのだけど、なぜ歳入が。要するに、手数料ということは、ごみの袋の部分

としか押さえていないということなのですか。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） 歳入が減っている最大の原因は、ごみ袋が売れていないと

いう部分。購入が少なくなったのが最大の原因です。資源化に関しましては、ウェス、古着、

それから鉄系類、そういったものにつきましては、売却しています。 

○副委員長（熊谷雅史君） ということは、歳入の中に入っているのですか。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） 入っています。手数料の中に入っています。 

○副委員長（熊谷雅史君） それで、センターで動いていて、経費がかかっているのですとい

ったらわかる。裁断機だとか、人手を使っていますよと。お金に換えるために過程があるわけ

でしょう。それで、事務経費がなぜ倍になっているのですか。センター経費がどうして 16 年か

ら 250 万増えているのですか。その理由を知りたい。センター経費は時間がかかるということ

ですね。事務経費はわかりますか。倍になっているということは、二人使っているということ

ですかということです。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） そこに出ている事務経費につきましては、センターとは直

接関係ありませんで、例えば役場の中での事務経費でございます。例えば、我々の旅費だとか、

消耗品だとか、そういったものです。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） マイバックのことなのだけども、これもこういった話しが出たときか

ら大分年数が経っていると思うのです。たまたま、18 年 10 月 21 日、町内３店舗、おそらく大

型店もやっているということわかるのですけども、私の実際に一消費者として見るのですけど

も、さっぱり効果が無いなと見ているのです。それで、この話しが出た頃、私はビニールの袋

を有料化すれば良いと言ったのですよ。大きさ、例えば５円だとか 10 円だとか有料化にしたら、

これはすぐ効果が現われるということを言ったのです。全然そうはなっていないのですけど。

そのあたりについては、どういうふうに考えますか。 

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） マイバック運動につきましては、うちの方で用意しました、

実はもらったものなのですけども、それを使ってくださいというようなＰＲはしているのです。

多分、一番良い方法というのは、今使っている袋が有料化されることによって、自分達が袋を

持って来るというふうになるのかなというふうには思うのですけども、だんだん有料化という

のは進んできているようなので、白老ではまだまだなようですけども、だんだん進んでくれば

マイバックという形に進んでくるのかなというふうには考えています。この運動につきまして

は、また今年も消費者協会の方と協力しながらやっていきたいというふうには考えております。 
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○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） コープは、店の名前言ってあれですけど、コープに行くとマイバック

もマイかごも売っているというか、あるのですよね。だけれども、私の見ている範囲では、そ

れを買っているとか、利用しているとか、あまり見ないのです。もちろん、ほかの方では置い

ていませんし、ですから、ほとんど 100％までとは言いませんけども、それに近い人たちはみ

んなビニールの袋なのですよね。ですから、やっぱり今も言いましたように有料化にしたら、

今日から有料化ですよということになれば、明日からマイバックになるということは目に見え

ているのです。ですから、どうしてそれができないのかなという、有料化のできないのかなと

いうふうに消費者協会で言いたいのですけど、そうすればすぐ出てくると、私は思いますど。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 有料化は、競争相手のいる一応社会ですから、これは大変難

しい問題だと思います。先ほど言いましたお店では、マイバックを推奨するために、ポイント

制を導入しているはずです。そういったものをもうちょっとＰＲすることによって、まだまだ

普及する余地があるのではないかというふうに感じますし、当然行政としてもマイバックを普

及するようにＰＲしていかなければならない部分でもあるというふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 一つ笑い話ですけども、昔、私が子供の頃、豆腐を買いに行くのには

必ずボールか豆腐のカンカンを持って行かなければ買えない時代があったのです。課長、経験

ありますか。今、豆腐買いに行くのにそんなことすれということを言うのではないのです。そ

ういうふうにしたときの方が、ごみがたまらないということなのですよ。ですから、店の方で

もできることからやっていくということは、強力にやるべきだというふうに、私は思います。

これは行政の仕事かどうかは別として、以上です。 

○委員長（吉田和子君） ほかにどうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 討論だけど、実際にイオンでやったでしょう、東京で。５円で売って、

買う人はやった日から３日間で 60％落ちたと言ったでしょうか。もの持って帰って。１ヶ月や

って、売り上げ落ちたかと言ったら、ほとんど落ちなかったというのはテレビでやっていまし

たよね。だから、やっぱり全部持っていきます。たまたま、宗像委員に会わないだけでござい

まして、私は持って行って、今あるのです。ちょうど買い物のかごにすぽっと入るのがあるの

です。それの紐を引っ張って縛れば持って歩けるようになっているのが、専用のものがあるの

です。だから、僕は自分で買ったのですけど、やっぱりごみの問題というのは、さっきから何

回も言うけど、こっちだと、僕は本当それしかないのですよ。だから、ＣＯ２を減らすという

こと含めて、毎日の生活の中でそういうことをやって積み上げていくということが一番大切だ

から、自分がやってみれば、やったなんて言う必要全くないわけで、それでポイントたまって、

小遣いぐらいになるとかいうような、小遣いまでいかないのかな、何かあるのです。だから、

そういうことをうんと話したり、啓蒙するということを我々自身もやった方が良いのではない

のか。釧路のコープかどこかで、土になる袋、確かじゃがいものデンプンか何かで作ったやつ
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で、捨ててもすぐ土になって大丈夫だというのがあったのです。結果的には、あれは普及しな

かったのですよね。ある所でトレーを回収していると、業者さんが。開けてみたら全部それは

全部業者さんが最終処分場に持って行っていた。何も回収していなかった。ただそこで集めて

いただけだった。摘発されたの結構ありますよね。だから、そんな意識でない意識をどうやっ

て、我々も含めてつくるかというあたりのよう気がするのだけど。討論です、すいません。 

○委員長（吉田和子君） 各商店にどれくらいの割合で、協会でも調べたのだけど、ちょっと

頭に入っていない、７％ぐらいいっているような、いっていないような話ししていたのですけ

ど、１割はいっていないような、まだ。そんなのを調査したり、それからレジの通る所にイオ

ンなんかはありますけど、マイバックご利用の方は、こちらのかごを利用してくださいとか、

持っていないことが心にぐっと来るようなことを書いてあるのですね。そういったことも啓発

の１つとしてやっていくのも良いのかなと、ちょっと思っていたのですけど。ほかに質問がご

ざいます方。 

１つ、気になっていることがあって、この全体の中で、家庭系のごみが増えました。これは

いろんな説明がありました。資源ごみは減っています、出すのが。その中で、集団回収の古紙。

古紙の関係なのですが、16 年度からみると 18 年度増えています。だけど、平成 15 年度は、16

年度に変ったのであれなのですけど、平成 15 年度は 1,235 トン集まっているのです。200 団体

なのです、回収をしていたのが。それが地元の企業が回収しなくなったということで、半分以

下に減っているという。前に聞いたことがあるのですが、半分に減ったものがごみに出ている

のだろうかと言ったら、そうでもないということなのです。民間の回収業者が、かなり入って

いるのではないだろうかということなのですが、本当に半分減った分は、民間でやっていって

いるのかどうなのか、その辺のことをきちっと捉えているかどうかということが１点と、もう

１点は各団体がやっているのは、やっている団体の運営資金ということもあるのですね。そう

いった中で、地元業者に回収してもらうと、単価が半分になってしまうということがあって、

できれば回収して運びたいということがあるのですけど、高齢化と車の関係でなかなかできな

いということなのですが、ごみであまり出ていないということでは、町としては、この状態で

維持していく以外ないというふうに考えられているのかどうなのか、その点が１点と、昨日か

おとといの新聞をちょっと見ましたら、ごみの収集を、週１回にするという所があったのです

ね。それを見て、１回で大丈夫なのかなと思いながら、町の状況というのはわからないですか

ら、ステーションの問題、いつも出てくるのですが、いつも計画の中にステーションは考えて

いくということであるのですけれども、白老町としては有料化になったときに、有料化にして

ステーションが遠くなるのは申し訳ないということで、今の状況で維持していくということだ

ったのですが、今後やっぱりそういう考えは変えないのかどうなのか、それと戸別回収という

ことも出てきていた、前ちょっとそんなことも出てきていたこともあったのですね。戸別回収

をしている所がどんどん出てきているのですよね。そういったことも含めて、今後どのように

ステーションの、ごみ収集の関係なんかはどのように考えていくのか、ちょっと伺いたいなと

思ったのですが。竹田主幹。 
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○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） まず最初に、古紙の関係でございます。平成 17 年にうち

の方で１回調査をしておりまして、システムが変ったことに対する調査しているのです。変更

後も回収していますよという団体さんが 71 団体ありまして、110 の団体から回答得まして、71

団体なので、約 70％は引き続きしていますと。変更があったので止めましたという団体が５団

体ありまして、最初から実施していませんでしたという団体が 24 団体あります。それで、そう

いう中で、基本計画に上がってこない数字の所というのは、リサイクル推進協議会を通さない

で、直に民間の所に行っている数字になるのですけれども、それも調べたことは調べたのです

けども、調べた数字を足しても、前の 1,200 という数字には、実はいかなかったのですよ。じ

ゃあ、それ以外どうなっているのかというのは、一番末端まで調べていないのですけれども、

今の現在の形の中では、町内に古紙の受け入れるということができる場所、人とかそういうも

のが無い状況なのですね。今の時点では難しいかなというふうに考えています。それから、ス

テーションの関係なのですけども、ステーション今後増やしていくかという考え方でいいので

しょうか。 

○委員長（吉田和子君） あり方というのか、世帯に対してはごみステーションは多いという

ことですよね。７世帯で。少ない世帯で使っているということは多いということなのです。も

ちろん、地域的なことは何回も伺っているのでわかるのですけど、今後いつもごみステーショ

ンのあり方については、検討課題としていつものっいるものですから。竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） ステーションに関しましては、最近次々と新しいものが来

るかといったら、そういう状況ではないのです。今後増えないということではないですけども、

あまり大幅に変ってはこないのではないのかなというふうに考えています。ステーション、新

しい所付けてくださいという要望が上がってきたときには、町内会全体見た中で、もし直せる

所というのですか、ここ無くなってこういうふうにすれば良いのではないかという、受けた担

当が町内会長さんとお話しした中で、できるだけ場所は少ない方が早く回れるので。こうしな

さいということは言ってはいませんけども、協力いただけるとこに関しては、場所を変えても

っと増やすと。世帯数を増やすとか、そういった方法は取っております。今後も極端に増える

とは思ってはいませんので、現状維持という形で行こうかなというふうには考えています。 

○委員長（吉田和子君） 現状維持でいくということで考えるということですね。あと、ほか

に。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） ただ今、委員長の質問の中で出ていたステーションの問題なのです

けど、近隣の市町村見ても非常に多いですよね、数が。多いということは収集経費にも少なか

らず影響する部分があると思うのです。そうした中で、先ほどから非常に金がかかっているか

かっているというようなのもあるのですから、方向としては先ほど現状維持というようなこと

をおっしゃられましたけども、できればこれを町民の方に協力いただいて、少しでも少なくし

て、バイオマスの関係やっても、収集運搬費というのはかかるはずですから、そういう面では

町民の方に協力してもらうような形で、できるだけ効率の良い形で、進めるようにやった方が、

僕は良いのではないかなと思う。離れているお年寄りのいる方というのはケースバイケースで、
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何でもかんでもみんな少なくするというのではなく、できるだけそういう方向にした方が各町

村の市あたりは人口が密集しているというか、それだからこういう数字になるというのは理解

するのだけども、そういうような方向で進んでいったらいいのではないかなと思うのですけど、

その辺はどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 萩原参事。 

○生活課環境課参事（萩原康政君） 収集運搬経費については確実に落ちます。今、町内で集

めたものを登別まで走っていますので、その距離が無くなりますので、それにか関わる時間数

と含めた人件費単位は間違いなく落ちますので、これについては、試算はしてはおりませんけ

れども、間違いなくこの分は落ちますので、そういう形で収集運搬経費の軽減も図れるという

ふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 個数については、先ほど議長さんが言われたとおり、人口密

度の関係です。世帯が１ヘクタールあたりの世帯数によって個数が、あまりごみ袋を運ぶ距離

の問題が出てきているのですね、当然白老町については、１個あたり７戸程度と、理想的には

20 戸程度に 1 ヶ所とか、20 戸はちょっと多いかもしれませんけれども、平均的に考えるとその

ぐらいが理想的なのですけども、なかなか地域によって非常に距離が長くなってしまうと、い

ろんなまた高齢化社会でありますので、その辺考えていかないと、あまり数を極端に減らすこ

とは難しいと考えております。増やしてくださいという所は、全体でなるべく距離を考えなが

ら、増やさないで調整してくださいと、こういうお願いはしていくようにして参りたいという

ふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 歩く距離数というのは、あまり変らないと言われたのですよ。降り

たり載ったりする回数がちょっと多くなるだけで、距離感というのは変らないと聞いたのです。

ただ、登別へ行くのに、ごみ収集車は確か大きくしたというような記憶があるのです。時間が

かかるようになったということで、台数を増やすのではなくて、積載量を増やしたという記憶

があるのですけど、そのことで距離が短くなることで、それを利点に今度反対になるのかなと、

利点にならないか、同じか、あまり変らないかな、どんなものでしょう。目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） どの程度大きくしているか、私も確認していないのですが、

午前中１回で、午後１回という２回ですね、行ったり来たりしているという。地区によっては

１回で終わる場合があるのですが、平均的には１台で２回です。往復している状況です。その

ことが、距離が半分くらいになってしまいますので、相当その部分の費用が節減できるという

ふうに期待はしています。細かい計算はこれからしなければいけない部分ですけれども。 

○委員長（吉田和子君） 委託料というのは、これだけのごみを何台の車で、何人の人を使っ

ていくらですということで、確か委託しているというような気がしたのですよ。だから、距離

数が減るということは、当然その分は人件費も含めて落ちるのかなというふうに、単純に考え

てですよ。ごみは同じだけど、距離間が半分になるということですから、そういった部分では

考えていっていいということになりますよね。 
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○生活環境課長（目時廣行君） そうですね。 

○委員長（吉田和子君） それがどれくらいになるかは、これからの試算ですね。 

○生活環境課長（目時廣行君） だからと言って半分とは。 

○委員長（吉田和子君） そんなことにはならないですよね。それはわかります。 

○生活環境課長（目時廣行君）  距離が半分で半分ということにはならない。 

○委員長（吉田和子君） あと、どうでしょうか。 

○生活環境課長（目時廣行君） もし無ければ、ちょっとし尿処理場の関係でお話しをさせて

いただきたいなと思いますけど。 

○委員長（吉田和子君） 休憩をしてから１時間以上になるのですけど、続けていいですか。

そんなにかからないですか。では、竹田主幹、お願いします。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） 先ほど、環境基本計画の中でお話ししようと思ったのです

けども、今お話しさせてください。環境基本計画の中に、し尿処理施設の更新というのがござ

います。このし尿処理施設、昭和 44 年に使われ始めまして、もう既に 35 年近く経過して、か

なり老朽化が激しいという施設でございます。平成 13 年と 15 年に整備の検討は実はしている

のですけども、その事業費が 14 億円近くかかるということで、整備には至っていなくて、今日

まで修繕を繰り返しながらきている状況なのです。それで、消化タンクというのがありまして、

それがいつ壊れるかわからない状況でないかということなのですけども、この度、上下水道の、

うちの方で連携取りながら、14 億というのはちょっと。補助金もらった事業でも総事業費 14

億で、補助が例えば２分の１付いたとしても、かなりの負担額になってしまいますので、単費

にはなるのですけども、別な方法でもっと安くできないかということで、上下水道と今協議し

ております。その中で、整備方法を検討しているのですけど、消化タンク等が実はいつ壊れる

かというのがはっきりわからないのです。それを診断してもらうということが最初に必要にな

ってくるのですけども、それを診断するのに 400 万近くかかるのではないかというふうに言わ

れているのです。予算が付くかどうかは別問題にしましても、生活環境の方として、そういっ

た 400 万の診断料を予算要求していく中で、し尿処理施設の更新というのですか、そういった

ものの方向性を出したいなというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 今説明があったのですが、このことに対して質問がありますか。 

目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） し尿処理場の消化槽というのですか、あれ丁度私が役所に入

った昭和 43、44 年に担当したものなのです。あれを調査するためには、全部抜かなければなら

ないのです。抜いて水洗いして? 体がどうであるかというのを調べなければいけない。消化槽

というのは二つあるのです。外から調べるとすると、外側全部軽量ブロックで被覆されている

のです。それを、部分的に外すことができるのかどうなのか。もの入っていますから、変には

つるとか、そういうことはちょっと危険なのでので、やはり中を抜かなければならない。これ

にお金がかかるのです。中はコンクリートの厚さが約 30 センチの厚さなのですけれども、どう

いった亀裂が入っているのか、こういう調査をかけなければいけない。それにまず 400 万。図
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面関係はあるのですけれども、実際の? 体の状態がきちっと確認されていないので、何とも言

えないと。それを、調査をかけるのに 400 万。これは、補助は付かない。何かの地震のときに、

中が噴出すとやっぱりちょっと大変になるかなという心配はあります。 

○委員長（吉田和子君） たまっているということは次から次、はいってくるという意味なの

ですか。抜けていくとことは何もないのですか。 

○生活環境課長（目時廣行君） そこに一時ためて、それを処理していくのですね。 

○議長（堀部登志雄君） そんなのが破裂して出てしまったら。 

○生活環境課長（目時廣行君） どういうふうに 破裂するかまでは、ちょっと想像できない。 

○議長（堀部登志雄君） 漏れたらこれまたえらい始末。 

○生活環境課長（目時廣行君） そうですね、ものがものですから。 

○委員長（吉田和子君） 診断は必要だということですね、早急に。 

○生活環境課長（目時廣行君） ちょっとそういう問題がありますので、事前に報告という形

でさせていただきました。 

○委員長（吉田和子君） じゃあ後、質問が無いようでしたらまとめをしたいと思いますので、

暫時休憩をして、担当課の方々にはお帰りいただくというふうに思います。 

本日は、大変にありがとうございました。 

休憩 午後 ３時３４分 

  

再開 午後 ３時４０分 

○委員長（吉田和子君） 時間になりましたので、休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

一応、最初に申し上げておきますけど、明日もう一日委員会を予定しておりましたけれども、

医療改革の方は町長が一定の方向性を具体的に出てくればそちらの方の関係もやりたいと思っ

て、所管事務調査に入れていたのですが、まだはっきりした具体的なものが出てきていません

ので、明日はできないということになります。今日が時間かかれば、また明日もと思っていま

したけれども、今日まとめができる所まできましたので、明日は、一応委員会は無しというこ

とになります。それでは、まとめに入りたいと思います。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっといいですか。そうであれば、医療の方はやらないということ

ですか、今回。それとも、６月の定例会までにやるということですか。 

○委員長（吉田和子君） 何か出てくればということになります。ただ、10 月から、病棟を２

病棟１つにしてとかって、看護体制を変えましたけれども、それくらいしかないので、行って

またやるということはどうでしょうか。そういうことだけでも勉強してきますか。 

○委員（大渕紀夫君） 僕が思ったのは、事務長変ったから細かいこと聞くというわけにはい

かないから、だから一定限度の時間が動いていて、新たな方向は出るということはないと思う

のですよ。だから、行財政対策室、あそこのメンバーだとか、病院だとか個別に１回呼んで、

その後の状況だけは確認しておいた方がいいのではないかと。なぜかというと、病院の問題が

集中的に議論されたときはされるのだけれど、この問題も今の問題もそうなのだけど、終わっ
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てしまったら、なんだか関係なくなっているから、町民の皆さん方はそう思っていないのです

よ。たまたま今日マスコミ入っていませんけれども、やっぱりマスコミに載せた方が僕は良い

と思っているのです、そういうこと。良い悪い別として。ですから、所管事務調査に取り上げ

たのであれば、そういう所までだけでも半日で結構ですから、やっぱりきちっと現状認識を我々

が議会のメンバーとしてするということが、私は必要だと思うのですが、いかがなものでしょ

うか。 

○委員長（吉田和子君） それで、明日はちょっと厳しいので５月中に、６月入ったら定例会

に報告をしなければなりませんので、報告できるような内容なのかわかりません。ただ所管と

して、一応やっておいて、継続になるかどうかその辺も踏まえながら、１日予定をしたいと思

います。担当課にちょっとお話しをして、日程を設定していただきまして、事務局とも日程的

にをやり取りして１日設けたいというふうに考えていきたいと思います。それで、よろしいで

しょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） それでは、そういうことで、医療改革について、１日設けたいとい

うふうに思っております。 

それでは、今日の委員会の環境基本計画とごみ処理基本計画に関してのまとめを行いたいと

思います。皆さんからご意見を伺いたいと思いますが。これだけはと言うこと等ありましたら。

どうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） バイオマスの関係ですけど、これは皆さん思っているからいいのです

けども、ただ早く進めるために皆さん多分同じだと思うのだけど、評価はきちっとすべきだと

思います。92.9％リサイクル率、これが文書として出ているわけですから、さっきマスコミの

人たちに言ったのはそういう意味だったのですけども。やはりこういうことを含めて、二酸化

炭素の抑制の問題、こういう視点から、そんなくどくど書く必要はないですけど、ここは評価

すべきだと。ただ、先ほどどなたか言っていましたけども、懸念材料がゼロかと言えばそうで

はないと、僕は思います。担当はあれぐらいの自信が無かったらやってはいけないと僕は思い

ますけれども、あの自信は、あれはあれで良いと思うのですけど、やはりより慎重な精査をす

べきだと。何かというものは、僕は指摘できませんけれども、しかし 14 億のお金というのは、

補助金が入ろうと、起債が 90％だろうと、交付税処置が 50％あろうと、白老町にとって 14 億

というのは、失敗は絶対許されない金額ですから、そういう意味で言えば慎重な取り進め方を、

より慎重な取り進め方を望むというあたりにしかならないのかなと思っていました。 

○委員長（吉田和子君） あと、どうでしょうか。やるべきことと、間を置くものだとか、担

当課にきちっとお任せするとか、もっと配偶をきちっとするという、そのためには検討会議、

ある意味検討会議が必要でしょうし、基本的なものをきちっともう１回、その辺を厳しく書か

なければいけないというふうに思っています。計画はできたけれどもということで、もう１年

以上経ったわけですから、その中で、私たち委員会で評価をして、本当にこれはすごいことだ

と評価をしたものでしたから、なおかつ議会でも報告して評価をしたわけですから、それが全
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然進められていないということは、私もちょっとショックでしたし、そういうことではきちっ

と言っていきたいなというふうには思っています。これから頑張ってもらうという意味でもこ

れはやっぱり白老町のためにも大変なことだと思うのです。そういうことではきちっと言って

いくべきだというふうに思っています。熊谷副委員長。 

○副委委員長（熊谷雅史君） ごみ処理の基本計画については、確かに実行する部分の所と数

値の所の理解はできるのだけれども、イメージというかソフト面、大渕委員が言っていました

ソフト面の取組みを考えなくてはいけないだろうと、イメージで。宗像委員からも出ていまし

たけども、マイバックの取組みというのが一番先の環境に対する入り口かなと。そういう所も

やっぱり担当課で関係する消費者団体だとか、販売店にやはりそういう部分の啓発も含めて、

ということになると環境基本計画の所にいってしまう。業者の役割だとか、町民の役割だとか、

行政の役割になってしまうと。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員の言われた思想的な部分の定義というのは、白老はある程

度分別が早く進んで有料化もできて、すごい滑り出しが良くて、順調にいっているような気が

していたのですけど、今回数字的なものを出していただいて、全部増えていっていると。増え

てほしいものは減っていると。そういったものの分析がまだ十分できていないという所がある

と思うのです。それを十分にしてなぜ増えたのか、じゃあ増えたのならやっぱり減らす方法は

ないのかということを明確にきちっと、ごみ処理計画ですから、だから処理計画がきちっとな

らないと駄目だと思うし、その辺をきちっと明確にやってもらいたいなと思ったのです。何か、

ちょっと上向きになっているとは良いことで、もちろんさっき言ったように、人口が減っても

世帯数は減らないのだけども、じゃあそのためには家にごみを持ち込まない方法は何かないの

かと。さっき言ったように、企業が、お店がパックをなるべくしないようにするとか、そうい

った方法ももちろん基本に帰って、最初そういうことを言っていたのですよ。だけど、すごく

ずれていってというか、順調にきていたから、そういう細かい部分の指摘があまりなかった。

コンポストもそうですし、そういう基本的なものにもう１回立ち返って、もう１回見直しして、

原因をきちっと究明して、ごみがまた減っていくような方向性で努力してもらいたいというこ

とは言わなければいけないというふうには思ってはいたのですけど。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それを書くとき、原因と方向をきちっと調査しなさいというように書

くと。そして、そこの中で具体的なものを１点なら１点でいいからちょっと書くと。その方が

長く書けばいい、今までの長いというわけではない、長く書かないでその方がいい。２点目の

ことも委員長言われたように厳しく書いた方がいいです。言葉も。やっていないのだから。議

会に約束したことをやっていないのだから。ただ、あの計画はやっぱり多すぎます。基本的な

委員会をやっていないということと、町民会議を立ち上げる、これは約束していることですか

ら、教育もそうですよね。だから、そういうことを具体的にきちっと指摘をすると。それはそ

れでやっぱりやった方がいい。議会の立場というのは、そういう立場ですから、その方がいい

のではないかと思うのですよ。 

○委員長（吉田和子君） もう一度計画を立てようと思っているものも、もう一度見直しをし
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て、必要なもの、急ぐもの、明確にして絶対全部いらないということではないから、あとに回

すものは回すという、きちっと縦分けをするということですね。ほかにどうでしょうか。それ

ではあとは副委員長に応援をしていただいて、まとめてまた皆さんにお配りをして、それを修

正しながら報告をしたいというふうに思っております。病院の方は後ほど日程を組んで、また

皆さんの方に連絡をしたいと思います。それから、今日の委員会に先立ちまして、事務局主幹

の方から今日の資料について持ってくるもの、ごみ処理基本計画と環境基本計画は今日の資料

になりますので、お持ちくださいということで、連絡がファックスで行っているはずですので、

今日忘れた方もいると思いますけれども、委員会として所管がせっかくいろんなこと調べて、

攻めるのは攻めるのですけど、こちら側もやることきちっとやらないと駄目だというふうに思

いますので、今後またそういうことも出てくると思いますので、しっかり意識を持ってやって

いただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは、以上で

民生常任委員会を終わりたいと思います。どうも、ご苦労さまでした。 

（午後 ３時５３分） 


