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白老町民生常任委員会会議録 
平成１９年 ７月２３日（月曜日）  

  開 会   午前１０時００分  

  閉 会   午前１１時２６分  

 

○議事日程 

＜調査事件＞ 

・所管事務調査 

白老町の廃棄物処理施設等の現状について 

 

○審査又は調査事件  

＜調査事項＞ 

・所管事務調査 

白老町の廃棄物処理施設等の現状について 

 

○出席委員（６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 

  

○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  目 時 廣 行 君  生活環境課参事  荻 原 康 政 君 

生活環境グループ主幹  竹 田 敏 雄 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、民生常任委員会開会いたします。  

 

◎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。  

○事務局主幹（森 隆治君） おはようございます。本日の委員会は所管事務調査としまして、白

老町の廃棄物処理施設等の現状についてということで、事前に資料配布しております。１番目とし

ては、産業廃棄物処理施設設置許可申請について、２番目としては、白老町一般廃棄物管理型最終

処分場についての事務担当者からの説明を予定しております。明日 24 日は午後１時から現地調査

としまして、白老町最終処分場指定株式会社マルトラさんの産業廃棄物処理施設を見ることになっ

ております。それから戻りまして、まとめということの予定をしておりますので、明日定例会が終

わりましたら、行く形になりますので、作業服等については持参していただきたいというふうに考

えております。以上予定しておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。これより、所管事務調査を行います。委員の

皆様にお配りしております資料に基づきまして、白老町の廃棄物処理施設等の現状についての説明

を受けたいと思います。  

 竹田主幹、お願いいたします。  

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） それでは、お配りしました資料。資料１からご説明いたします。  

産業廃棄物処理施設設置許可申請についてでございます。資料の１、１ページになります。申請

者につきましては株式会社ケイホクでございます。その申請書に基づいて上のほうから順次説明し

ていきます。 

その前に、申請書を回したいと思うのですけれども、同じものが２冊あります。 

それでは上のほうから行きます。施設の設置場所です。場所につきましては字竹浦 506 番地の３、

506 番５、６、７、８、９となっております。いずれも会社の所有地でございます。位置図につき

ましては、４ページと５ページのほうに資料を添付してあります。４ページが処分場の建設位置図

です。５ページがそれをちょっと拡大したものでございます。半径 500 メートル以内の記載がされ

ております。民家につきましては半径 500 メートル以内にありません。ただ事業所が２カ所、新栄

砕石のプラントと毛笠コンクリートの工場がございます。 

それをもう少し拡大したものが、今日お渡しした資料でございます。埋め立ての開始から終了ま

での図面が出ております。 

最初に戻らさせてもらいます。 

続きまして埋め立ててる廃棄物の種類でございます。燃え殻から始まりまして、ボディー、それ

から廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴ

ムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふ

ん尿、それから動物の死体、ばいじん、それと廃石綿等です。 
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着工予定年月日につきましては、許可後となっております。現在は道の廃棄物処理施設専門委員

会で質疑が行われておりますので、今の時点ではいつ頃ということは、ちょっとわからない状態で

す。 

次に行きます。処理施設の処理能力です。面積につきましては２万 800 平方メートル、容量につ

きましては９万 8,200 立方メートルです。 

次に、処理施設の処理方法です。埋め立ての方法はセル方式でございます。それから、構造につ

きましては表面遮水工になっております。 

次に、排ガス及び排水についてでございます。排水につきましては、量は１日 100 立方メートル。

ガスの関係につきましては、縦型ガス抜き管による排気となっております。水処理行程につきまし

ては、記載されている工程を経て放流という形になっております。 

それから、下のほうへいきまして、放流水の水質でございます。ＰＨが 5.8～8.6、ＢＯＤ生物化

学的酸素要求量が 1 リットル辺り 50 ミリグラム。ＳＳが浮遊物質ですけれども、1 リットル辺り

10 ミリグラムと。これは予測値として出されております。 

次、２ページ目にいきたいと思います。上のほうからご説明いたします。 

放流水の水質と生活環境の保全のため達成することとした数値とあります。これは申請書の別表

１に取りまとめて記載されています。今、渡したファイルの中の①の別表になります。その表の中

の右側のほうに、環境保全の目標と言うことで記載されております。続きまして放流水の水質と測

定頻度です。ついていないですか。ちょっと待っていただけますか。そこの表の部分だけ、ちょっ

と今準備いたしますので、ここを飛ばしていただけますか。 

 それでは、また戻らせてもらいます。放流水の水質と測定頻度です。表の２段目になります。Ｐ

ＨとかＢＯＤにつきましては１カ月に一回、その他の有害物質については年１回となっています。

これも細かいことは、申請書のファイルの中の④というところにまとめて書かれております。 

 それから次の段にいきまして、維持管理計画書についてでございますけれども、これもファイル

の中に記載されております。維持管理計画書につきましてはファイルの④の中に、必要事項が記載

されております。それから、災害防止のための計画につきましては、緊急時の態勢とかを組み立て

ております。これも同じく維持管理計画書、このファイルの④の後ろのほうについております。  

続きまして、埋め立て処分の計画についてでございます。埋め立て処分の計画書につきましては、

ファイルの②の中に計画が立てられております。②のところに表紙が付いていて、その詳細が６ペ

ージほど載せられております。 

続きまして、搬入及び搬出の時間帯等についてでございます。時間は８時から 17 時まで、８時

間ということになっております。搬入につきましては受入基準に適応しているかどうか等を確認し

た後に搬入するという計画になっております。この搬入方法につきましても、維持管理計画書の中

に細かく記載されております。 

続きまして、３ページには、処分計画書ということで、年間に埋め立てる計画が立てられており

ます。燃え殻から始まりまして、排出業者、それから施錠。右側に 1 年間で埋め立てる量が記載さ

れています。これをトータルしますと、覆土も含めて 1 年間で 9,820 立方メートルの予定がされて
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います。10 年間で９万 8,200。申請書の計画数値になります。この廃棄物の発生場所は、計画書で

はすべて胆振支庁管内ということになっております。以上でケイホクの関係の説明は終わらせても

らいます。 

○委員長（吉田和子君） 1 回閉じていただいて、質疑を受けたほうがいいですね。わからない部

分もたくさんあると思いますので、質疑をしてから次のほうに入っていきたいと思います。 

 前もって資料はいただいておりましたけれども、今日いただいた資料も含めて、今説明をいただ

きました。あとは申請書のほうにかなり入っている部分もありますけれども、お聞きしたいこと、

質疑ありましたら受けたいと思います。はい、宗像委員。  

○委員（宗像 脩君） 胆振支庁に届け出てと言うことは、結局、道の許可ということだと思うの

ですけれども、一番肝心な地域住民だとか、あるいは白老町だとかというそういうところについて

は、そういう手続きといいますか、例えば地域住民の了解をもらうだとか、そういったことを言っ

ているのですけれども、そういったものはどうなのでしょう。必要ないのかどうなのか。現実にし

たのか、しなかったのか。その辺りについて。  

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  ファイルの後ろのほうに、環境影響調査ということで、環境調

査をしています。地域の方に対する説明ということはされておりまして、ただ、民家がございませ

んので、そういう関係はあります。それから町のほうへは、直接、町のほうで許可を与えたりとい

う権限はございませんので、どうこうというのは直接はないですけれども、支庁の方からこういっ

た資料が来て、閲覧させてくださいだとか、そういったことは来ます。  

○委員長（吉田和子君） はい、宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 今回の中越地震で、いわゆる原発施設で、ここ数日の間のことなのですけ

れども、何年か前にそれを建てるときには厳密に調査をしたのかどうか。いわゆる海の下、何 10

キロメートルをどうしたとかというのが話題になっているのですよね。そして、その審査があまか

ったとか、今になって出てきているのです。ですからこういう審査をするのは、基準があると思う

のですよね。だけれども基準が通ったから、それでいいということにはならないなというふうに今

回つくづく地震のことから思っているわけですけれども、あくまでも基準なのだけれども、その基

準に対して、町のほうへ言ってもしようがないのかもわかりませんが、胆振支庁だとか、道のほう

がどの程度、認容度といいますか、基準はここなのだけれども、これのここまできているからいい

という。その辺りについては承知はしていませんか。  

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君）  基準があって、それに対しての許容範囲というのですか。許容範

囲というのは、あくまでも基準があればそれ以下をクリアさせなければならないと。場合によって

は、処理能力はそれ以上クリアしなければならない。そういう考え方をしていかないと、曖昧な規

準になってしまうと思いますので、それはないと思います。 

 それから、先ほど中越沖地震で原発の基準ですね。耐震度の関係の話が出たのですが、これは 200

ガル以下で設計をしていたということは、私としては、建築を携わった経験のある人間としては、
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やはりちょっと問題があったというふうに感じています。まして原発ですから、200 ガル以下で設

定したというのは、根本から間違っている。阪神淡路のあれからいくと 900 以上の数値で拾われて

いるわけですから、どう考えてもおかしいというふうに。たまたま出たものですからそういうふう

に。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 今のことなのですが、基準というのは何でもそうなのですが、基準という

のがあって基準をクリアすればいいというのは、もちろんわかるのですが、問題は果たしてその基

準が一番大事だと思うのです。今、課長がおっしゃるように、200 だとか 900 だとかいろいろ専門

的なものありますけれども、その町としての判断で、この基準については良いというふうにして、

一応了解していると言いますか。専門的に考えてというふうにおさえていいですか。 

○委員長（吉田和子君） 目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君）  基準というのはですね、法律あるいは北海道辺りが運用基準とい

う形で決めておりますので、担当者の考え方とか、個人の判断で決められるものでないというふう

に。いろんなケースがありまして、どっちのほうへ選択するか、そこの難しい部分はあると思うの

ですが、あくまでも基準に添って許可をしていくということが原則になるというふうに考えます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に質問のございます方どうぞ。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今これ、許可申請書を出して道との協議中ということなのだけれども、事

前協議の中で、協議してそれはまだ道からの指導などは、指導事項があればこれから来るというこ

とになりますか。事前協議の中で道が、ここはだめだとかいいよと、ここはこういうふうに直しな

さいだとか指導がありますよね。そういうのはまだ来ていないということですか。  

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  一度きております。それの回答が前回されていまして、追加で

もう一度出ております。そういった状況です。  

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  事前協議者に対する指導、これ道の要綱か何かの中で、関係市町村に対し

ての当該指導内容の通知がきているということですね。それは、僕らがわかるように、どういうと

ころがまずかったかというのはわかるように、必要なところだけわかれば教えて欲しいのですけれ

ども。僕が言っているのはどういう指導がされているかということなのです。 

 僕等がわかるように言ってくれればいいから。このようなのをみてもわからないから、わかるよ

うに言ってくれれば良いですよ。こういうことが問題だと、問題が指摘されたとか。  

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  実はたくさん指摘されているのです。まとめた中で回答したい

と思うのですけれども。  

○委員長（吉田和子君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  なぜそういうことを聞くかというと、やっぱり私が前に、一般質問で何度

も取り上げているのですけれども、きちんとした形でやる。例えば一番最初は、500 メートル以内
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に人家か何かがあった計画だったように聞いておりました。それは実際にどうにかされたときには

違って、そこがかからないようにされたのだと思いますよ、はっきり言って。そういう意味で白老

の業者さんでもないのですね、この方は。以前は白老にいらっしゃいましたけれどもね。 

 砂利採取の、砂利の要綱何かを見ますと、町内業者と町外業者を明らかに意識をして区別をして

いるという要綱をうちの町は以前つくっていました。そういうことから言うと、やはり一番最初の

計画でどれくらいの指摘があったかというは、この産業廃棄物に対する認識がどれくらいあるかと

いうことだと、私はそういう判断をするのですよ。それは勝手だと言えば勝手かもしれないけれど。

だから、一つはそういう意味で聞きたいのです。  

 ですから、当初からの申請について、どれくらいの状況の変化があるのか。これは私が調べた範

囲では、一番最初は小学校の周辺までが入っていた。それでいろいろ動きもあったということは、

事実として知っておりますから、私自身が直接知っておりますから。ですから、そこら辺は道との

協議の要項の中ではそれは引っかかるようにはならないのだけれど、そこら辺をきちんと町側はつ

かまえたうえで、道の許可だからこちらではなかなかいえないだろうけれど、そういうことを討論

していただきたいと思うのだけれども、どれくらいの範囲まで道に意見をいうことができますか。 

 許可は道だから、そのことは良くわかっていて聞いていますから、それはそれでいいのだけれど、

そこら辺が町の意見をどれくらい道で聞いてくれるのかなというのがあるのですよ。そこら辺なか

なか難しいものですか。基準を満たしていればいいということは十分承知しています。その上で。 

○委員長（吉田和子君） はい、竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  道に対する関係ですけれども、町が意見を述べるというのです

か、その中で基準に対することについては、基準がある以上それをはずすということにはならない

と思います。ただ、地域ということを考えていくと、やはり白老の行政区域内にありますので、も

のによりけりだと思うのですけれども、支庁としてもある程度、町側の意見は参考というか、重点

的には考えてくれるものだというふうには考えています。  

 それから、先ほどの質疑事項については、まとめた中で提出させていただければと思います。  

○委員長（吉田和子君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  担当課に聞くのは難しいかもしれませんけれども、飛生の振興策とどう結

びつけるかというのが、私は大きな位置付けだと思うのですよ。飛生をそういう地域にすると。そ

ういう地域というのは、例えば今も現実に家畜の糞尿で飲み水が飲めないという状況で、飛生アー

トコミュニティというものがありながら、今は一番最初から毛笠さん、手塚さんですか。今度は相

当大きなものとしてこういうものがあると。そしてあそこは家畜の糞尿が捨てられているという状

況の中で、飛生の振興策をどういうふうに考えるかという中で、これの許可やそういうものが行わ

れると私は、道にそんなことを言っても無理なのかもしれないけれどもね。  

 白老で、あそこは全部そういう地域になってしまうのかという、許可が出たらそれは道への申請

だからしようがないのだけれども、そういうことというのは道に言っても難しいものなのでしょう

かね。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 
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○生活環境課長（目時廣行君）  何のために総合計画があって、いわゆる申請者が法に基づいて、

基準に基づいて申請されたものについては、どちらかというと許可はスムーズにされるという、こ

ういう現状にあるわけですよね。そうすると、総合計画は何のためにあるのかというそこの矛盾の

部分だと思うのですが、町としての将来像とか、そういうものと現実の部分ですね。ここが全く一

致しないで開発がされていくということは問題だとは思うのですね。  

 この辺をどういうふうに、町が許可権者に対して訴えていくかという町の姿勢が問われているよ

うな感じがしているわけです。これはもっともっと早い時期に、そういった考え方をきちんとして、

飛生地区についてはこういう農業あるいは酪農的な部分で、農業振興を進めていくと。そういうも

のをきちんと考えた基本的な考えを持った上で、産業廃棄物については、最低限この部分は許容で

きるけれども、これ以上はできないだとか、そういう法的な網はかけられないけれども、きちんと

した考え方をやっていくべきだったかなという反省の部分にしかならないのですが。  

 もうちょっとしっかりした計画に基づいた考え方をすべきだったかなと。今大渕委員からそうい

う質問をされて反省をしているという部分しか今のところ言えないのです。  

○委員長（吉田和子君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  具体的に１、２点。例えば、支庁内の産廃だけだよというふうにさっきあ

りましたね。これのチェックなどは具体的にできるのですかね。すごく僕、こういうことは心配な

のですよ。支庁内のものだというチェックをどうやってする。入ってくる業者はそうやって言いま

すよね。だけどそれのチェックが、実際にできるのかどうか。  

 例えばですね、早来で起こったような道外から持ってきたようなものが、どんどんどんどん入れ

られるというようなことが以前にありましたけれども、本州はもう満杯ですからね。ですから、本

当に支庁内だけのもので限定する方法というのがあるのかどうなのか。これはやっぱり僕は極めて

心配な部分です。なぜかというと、すぐ裏は川ですよ。それはもちろん流れないようにはするでし

ょう。水処理もすると書いていますよ。しかし、僕はこういうものというのは極めてデリケートな

ものですから、よほどきちんとしないとこれはチェックできないだろうというふうに思うのと、そ

れから、今ここでやる。例えば動物の糞尿なんか、死体なんかもあるけれども、そういうものが実

際に、たまたま参事が来ていますので、固形燃料にするのは高いか安いか知らないけれど、そっち

に持っていかなくてもいいものは全部固形燃料にすると。そういうことをやっぱり業者ときちんと

つなぐと。 

やっぱり、行政側としての毅然とした態度みたいなものが、そういうことが貫き通せるかどうか。

私は、ここで砂利問題で随分やりましたから、その上に立って私は質問をしているのですよ。そこ

が、今までの体質を含めて考えたときに、私は極めて心配で仕方がないと。一つは支庁内の産廃の

チェックをどうするのか。それから、固形燃料化となるものは全部、固形燃料化にしたほうが良い

のではないかというふうに思うのが二つと。  

 もう一つは、この規模が道内ではどれくらいの規模、大きいほうなのか小さいほうなのか。この

９万 8,000 立方メートルというのは、大きいほうなのか小さいほうなのか。マルトラさんが何立方

メートルかちょっとわからないのだけれど、そういうことで考えたとき、どういう状況にあるか。
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そこら辺分かったら。  

○委員長（吉田和子君） はい、小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君）  埋め立ての容量、町内の分しか抑えていないのですが、アビ―

ロードさんで 13 万 3,703 立方メートルということ。ケイホクさんでいう９万 8,200 立方メートル

にあたるところですね。毛笠コンクリートが４万 7,136 立方メートル。新しくできましたマルトラ

さんで６万 8,332 立方メートルとなっています。  

○委員長（吉田和子君） はい、竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  産廃の受入に対するチェックなのですけれども、産廃につきま

してはマニフェストがつくられた、それの流れがずっと分かるようになっています。道に対して産

廃の受けれに対する報告がなされるはずです。その時点で胆振管内という判断は可能だというふう

にわかります。 

 ただ、そういうことはありえないでしょうが、業者さんがマニフェストなすという状況になれば、

それはわかりませんけれども、通常であれば胆振管内であるということを判断できると思います。

それと胆振管外、道内ものですね。道内ものになるときは新たなものになりますので、当然支庁に

対して、道に対して、こういうものを入れたいという話しにはなると思います。  

 それから道外につきましては、北海道自体が道外ものを禁止していますので｢それはだめですよ｣

と言っていますので、その辺のチェックもされると考えています。 

 町は、そのマニフェストが回ってくるかといいますと、町に対しては回ってこないので、町とし

ては、もし調べたりするとすれば、立ち入りをした中でそれを見せてもらって、検査をするとか。

そういった方法しかないかなというふうには考えています。  

○委員長（吉田和子君） 固形燃料に関してはどうでしょうか。萩原参事。  

○生活環境課参事（萩原康政君）  動物の糞尿ですね。糞尿のほうは、例えば今、うちの町内で家

畜の頭数、特に肉牛の頭数ですか、大体 5,000 ちょっとくらいですかね、確か議会答弁でもありま

したし、バイオマス係数を調べた時もそんな感じで、その他に、馬・豚・鶏ですね。前にもお話し

たとおり鶏は何をしても、燃料にしようが堆肥にしようが何にしても、燃やしても臭素がきついの

で、非常に今の技術ではちょっと鶏糞を、悪臭をある程度緩和させながらやるというのは、技術的

にないと思いますね。乾燥鶏糞とかもやっているのですけれども、よほど臭気が出ないように密閉

した形でやっていかないとなかなか難しいと思いますね。  

そうなってくると、一番燃料として考えやすいのが肉牛の糞尿ですね。乳牛のほうは実は含水率

が非常に高いのですよ。例えば、肉牛のほうは我々も計測しておりますので、大体 70 パーセント

くらいの含水率。いわゆる水分ですよね。そのくらいが燃料にするにはリミットだと思いますね。

多分乳牛は 90 パーセントを越えるでしょう。いわゆるフリーストール状ですよね。ということが

あって、たまたまここの町は、ほとんど肉牛なものですから、それもあって燃料化をしたほうが、

いわゆる硝酸性窒素の問題を含めて、土壌環境の部分を含めてそういう選択をしました。  

 今回、バイオマス燃料化施設でやるものに、糞尿をどれだけ入れるかという話なのですが、うち

のほうで動物の糞尿を予定しているのは、実はホクレンの家畜市場から出る糞尿なのですよ。あれ
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が、一般農家と比べて、実は敷量の形態が違うのですね。一般農家は木くずなのですよ、というか

おが粉なのです。大体それが今の一般農家なのですが、実はホクレンはほとんど稲わらなのですよ

ね。稲わらにおが粉が少し入っているような状態なのですよ。ちょっと性状が違うと。逆に言えば、

あくまでも市場が開かれる前に、牛を係留した時から出る糞尿なものですから、非常に乾燥具合が

いいのですね。扱いやすいのです。ということがあって、あれも 1 回辺り 40 立方メートルくらい

ですから年間にすると 480 立方メートルくらいなのですよ。頭数計算をすると多分 250～260 頭く

らいだろうということで、これは全部安定的に燃料ができます。  

 加えて、どれだけ外の農家さんの分かというと、実際に 1 年間施設を動かしてみて、どのくらい

余力があるかみてみないと、なんともわかりません。ただし、多分想像でするといくら頑張っても

おそらく 50 頭から 60 頭くらいの規模の分量しか入らないと思います。 

 というのはタンク式の圧力釜ですから、容積は決まっているのですよ。それをバッチ式といって、

大体３時間半から４時間で１回回して燃料の原材料になるというやり方になるものですから、それ

を 24 時間回そうと思っています。だけれども、大体６バッチくらいがせいぜいなので、容量が決

まってしまうのですね。外の水産加工残渣とか食品残渣だとか一般家庭系のごみとかというものが、

やっぱりかさばりますので、それにさらに糞尿を入れるとなると、容積が決まってしまうのでやっ

てみても 50 頭から 60 頭くらいだと思います。 

 ですから、糞尿がどのくらいあるかわかりませんけれども、ある程度施設を増設しないと対応で

きないと言うのがありますし、特に今話題になっている大型の農家さんですか、名前は差し控えま

すけれども。そこは、ものすごい量が出ますので、それをどうにかするとなってくるととてもでき

ない状況です。 

 ですから、それを見込んだときに、例えばこれ紙型の最終処分場ですけれども、これの使い道が

どうなってくるのかというのが、考えられる道があるのかなと思います。ただ、計画でいくと年間

１立方メートルしかないので、１立方メートルというと、なんだか知らないけれども何を予定して

いるのかなという状態なのですよね。年に１立方メートルと言ったら、なんだろうという。通常の

コンテナバックに一つですよ。年間そのようなもの、何を一体予定しているのか。すずめの噴火何

かと思ってしまうのだけれども、そのような量なのですね。だから、ちょっとその辺で、この計画

は多分前からおきているのでしょうし、当然新たな大規模農場などの進出の部分との話も、よくわ

からないまま進んできたのかもあるかもしれませんが、ちょっとこれ、処分計画を見せていただく

と、例えば燃え殻だとか、鉱さいだとかという部分があるのですが、燃え殻・鉱さいというのは、

これから循環型社会でどんどん使っていくという世の中の中で、果たしてこれを 1,000 以上の立方

メートル単位で見ているというのは、果たして妥当なのかというのが私としては疑問です。 

 逆に、大渕委員ご指摘のように、動物の糞尿のほうの部分のほうが、入ってくる量が千だとか、

2,000 だとか、下手をしたら万だとかという単位になるのではないのかと言う心配がありますね。

当然入ってくる農家さんについても、堆肥化にしてはけ口をいろいろ探していくのでしょうけれど

も、なにせ北海道は冬がございますので、冬に堆肥まくばか者はいませんから、そういった部分で

の搬入計画というのはきちんとしたほうが良いのかなと個人的には思います。 
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○委員長（吉田和子君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今の説明でわかりました。僕もこの１立方メートルというのは、なぜ立方

メートルなのかわからなかったのだけれども、そういうことを含めて、支庁管内や町内の搬入をど

うチェックするか。ここら辺が僕はかなり大きな、いかんせん１回くらい立ち入り調査などしても、

行くと分かっていればそのようなこといくらでもできるわけですから、はっきり言えば。  

ですから、言われたように肉牛の大規模な農場が同じところにできるわけですから。一体そうな

ったらどういうふうな飛生の振興計画含めて、これとの整合性を取るのかと、これ当然なりますよ。

ですから、ここまで来て、これが支庁管内のものなのかどうなのかということと、この処分計画書

に基づくものがどうチェックできるのかというチェック体制を、公害防止協定等々で、ぎしっとい

かないといけないと思うのですが。どのようなものですか。  

○委員長（吉田和子君） 萩原参事、お願いします。 

○生活環境課参事（萩原康政君）  名前出しましょう。安愚楽さんなのですけれども、安愚楽さん

については処理方法が、農林の担当参事の方からもいろいろ相談も受けていますし、うちのほうも

いろいろ、やはり環境の問題がありますので、うちのほうと連携してやっている中で聞いた部分な

のですが、堆肥化のほかの方法についてはまだ決まっていないはずですね。  

北九州だったか、宮崎だったかで、自燃式で糞尿を処理している方法がある。自然式というのが、

技術的にあまり聞いたことがないのでどのような方法か良くわからないところがあるのですけれ

ども、どうもオンドルといって下から熱を加えて乾燥させて、乾燥したものを陶芸に使う。器を作

ったりしますよね、どうもああいうものに使っているらしいのです。  

ところがどうも良くわからないので、堆肥化のほうは間違いなくするのですけれども、堆肥のほ

うについては、いろいろ胆振管内の酪農家さんとの部分のはけ先の中でいろいろ相談しているそう

です。ただ心配なのは、冬の問題がありますので、冬の問題はどうなのかという部分についても、

当然、無理もわかっていますからそれも含めた方法ということで、たまたま宮崎でやっている自燃

式だかという方法だとか、あとは私が以前受けたのは、例えば外の燃料化のほうでできるかといっ

たら、さっき言ったように容量があるのでやっても 100 頭未満話しになってしまうので、全然追い

つかないという話しになってしまいますね。  

 それで、焼却だとかなんとかと出ていましたけれども、なかなか相当、うちの燃料化施設以上に

お金がかかりますので、今有効な方法をいろいろ模索している段階だというふうに聞いています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に、どうぞ。質疑のあります方。ありませんか。 

２点くらい伺いたいのですが、今の容量の説明の中で、アビ―ロードさんと毛笠さんとマルトラ

さんと、今ケイホクさんという４社目なのですけれども、今白老町の産廃埋立というのは、もしケ

イホクさんが許可されたらこの４ヵ所が今までの中で。 

 もう一つ、料金設定というのがありますよね。こういったものは何か基準があるのか。白老も不

法投棄とかすごくありますよね、そういった面では料金的なものがやっぱり高いということもある

のだろうし、そういうことも含めて料金設定みたいなものが、基準があってやっているのかどうな

のか、かなり高いものになっているのかどうなのか。その点伺いたいということと。  
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 それともう一点は、私、砂利の埋め立てのことからずっと、掘ったあとの処理ですね。これは、

産廃を埋めて、上に土をかけて、またそれをやっていくのではないかと。セル方式といっていまし

たから、この全部終わったあとの処理というのは、きちんとされているのかどうなのか。今までも

アビ―ロードさんとかやっていますよね。ずっと埋め立てていって容量が満タンになったときに、

どういった手法をとられているのか、地盤的なものが全然心配ないのか。砂もドンドン掘っていま

すよね。砂利も掘っていますよね。その上でこういう産廃を埋めて、結局穴を掘って埋めるのです

よね。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） 砂利を掘ったところに産廃を埋めることはできないです。 

○委員長（吉田和子君） そういうふうに今まで、砂利を掘ったところも土砂というか、山から崩

して埋めたりしていますよね。そういう埋めていくということは、地盤的にすごい軟弱になるので

はないかと、そういう思いがずっと、掘っているところを通るたびにあるのです。わりと埋めてい

るところをみるのですけれども、採ったところに同じ容量が埋められるのかどうなのか。私は量的

には違うような気がするのです。がちっとなっているものを取ったあとというのは、すぱっと入る

ような気がするのです。そういう普通の産廃を埋めた後の空間というのがすごくあるような気がす

るのです。そういったものをずっと埋めていって、最終的な処理をきちんとするのでしょうけれど

も、そういった心配というのはないのかどうなのか、その点伺いたいと思うのですけれども。  

 はい、小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君）  まず一点目の施設の数ですが、最数処分場、先ほど日本製紙の

分を言っておりませんけれども、自社の分しか取り扱わないということで、先ほど述べていません

が、最終処分場が７カ所、日本製紙さんで３カ所、それからアビ―ロード、白老町、毛笠コンクリ

ート、マルトラとなっております。 

 それから中間処理施設、これが今稼動中なものが 8 カ所あります。毛笠コンクリートが 2 カ所、

協信建設が２カ所、マルトラが１カ所、アビーロードが２カ所、ケイホクが１カ所となっておりま

す。 

○委員長（吉田和子君） はい、竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  まず、料金の設定のほうからご説明をいたします。単純に言い

ますと、建設費がいくらかかって、それを逆算して受入の金額というのが決まるものです。ですか

ら基準というのは特にございません。その会社ごとで受入金額が違ってきています。例えば、会社

名は控えさせてもらいますが、今毛笠さんが申請している処分場に、例えば瓦れき類を入れるとす

れば、今度トンになってしまいますから、大体トン辺り３万円くらいという値段が出てきています。

ですからこれが、計画に基づいた中の量で計算していって、収支が取れるかどうかということにな

ると思います。 

 それから、埋め立てに関してですけれども、埋め立てが終わった時点で覆土というものをします。

表面に土をかぶせてしまうのですね。当然その前に点圧とかして、ある程度押えて覆土をして、そ

れで埋め立てが終わるという形になります。  

 すぐ廃止ということにはなりませんので、ある程度水処理をしていって、水処理の中で問題がな
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いよといった段階で、廃止届を出して認められるという形になります。そういった手続が必要にな

ってきますので。 

 ただ、砂利のほうなのですけれども、廃棄物の埋立地みたくマニュアルがあって、それに添って

点圧をかけていって覆土して、水処理がどうなのということをしていって、砂利のほうは廃止にな

るかというと、そのこのところは私調べていませんのでわからないのですけれども、埋立地に関し

ては基準があって、それが守られるように指導されたり、それに添った埋め立ての方法をしていま

す。 

 ケイホクさんのほうは、埋め立てが終わった後は緑地にしますよという計画が出されています。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君）  補足で、ケイホクの申請書しか中を見ていないのですが、地質調

査３ヵ所して、柱状図が添付されています。ですから、その埋立処分地の地盤下ですね、そこの支

持層みたいなものも確認しながらやっていますし、当然、シートで雨水を受けて最終処分地へ行っ

ています。当然上にごみというか産廃が入って覆土します。そこへ重量がかかって、下の地盤が強

度がなければ沈下すると。そのときに、あまり沈下量が多くなると、シートが裂けてしまうと。そ

れを防ぐために、ボーリングデータで確認をしているということですから、おそらく砂利採取の跡

地であってもそういったことが確認されますので、まずそっちのほうは大丈夫かなと。しかもシー

トが二重になっていますから、これシートの性能にもよりますけれども、その辺はチェックされる

かなというふうに考えています。  

○委員長（吉田和子君） あともう一つ、さっきチェック機能というのがあったのですが、ここに

示されているもの以外、危険物が混入される可能性というのはないとはいえないと思うのです。そ

ういった点のチェック機能は、受け入れる人がチェックすると思うのですが、そういう受け入れ側

のほうのチェック態勢がきちんとなっているのかというのが一点と。  

 それからもう一つ、捨てていいものとリサイクルできるものはどんどんリサイクルするというリ

サイクルが義務付けられていますけれども、そういった捨てられる時には、そういうものをきちん

と点検されているのか。産廃として持ってきたらトラックごと持ってきたらそのまますっと受け入

れられるものなのか、そういうところはどうなのでしょうか。はい、竹田主幹。  

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） 廃棄物がきた時点で、計量をかけて中身の検査はするはずです。

これは受け入れられますよとか、これはだめですよとか。そういったチェック体制は受入の時点で、

この会社としてやりますというふうに、計画の中ではなっています。  

 それとリサイクルなのですけれども、もし持ってきたものの中にリサイクルできるものがあった

場合は、現実もって帰ってくださいといえるものなのか、積み方によると思うのです。例えば持っ

てくるときに混ぜて持って来ないであれば、これはリサイクルとしては処理したほうが良いのでは

ないですかとか、そういったことはその会社の担当の方が指導する可能性はありますけれども、持

込の方によってはそのまま入る。全く入らないかというと、入る可能性はあるのではないかと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 



 13

○生活環境課長（目時廣行君）  リサイクルの件なのですが、これ市場の価格にも影響してくる可

能性があると思うのですよね。リサイクルして経済的に効果のあるもの。ところがリサイクルする

ことによってお金がかかりすぎて、いわゆる採算性がない場合。そのときには産廃のほうに移行し

ていくということも考えられるのですね。この辺が非常にチェックは、現実的には難しいかなとい

うふうに考えています。  

 市場的に、リサイクルがうまく回転するようであれば、それなりに価格も処分料よりはうまくい

くということになると、リサイクルのほうに回りますし、その辺によって影響が出てくるかなとい

うふうには見ています。  

 それは最悪、処分場のほうへ回ってきたときには非常にチェックは難しい部分はあるのかなとい

うふうには考えております。 

○委員長（吉田和子君） はい、小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君）  リサイクルの廃棄物なのですが、通常中間処理施設のほうへ運

ばれるかと思います。中間処理施設の料金と最終処分場の料金、これ違いますので出すほうのほう

で安いほうのほうへ持ち込まれると思いますので、それは廃棄するときにきちんとわけて廃棄した

ほうが、会社としても利益が上がりますので、きちんとそういう捨て方の区別はなされて出てくる

かと思います。 

○委員長（吉田和子君） 外に質疑ございませんか。西田委員。  

○委員（西田祐子君）  私は、専門的なことは全然わからないのですけれども、今は町内業者の方

が処分場をもっていらっしゃいますけれども、実際に先ほども名前が上がっていたような牧場など

が来た場合は、その業者さんだけで受入が間に合うのか間に合わないのか。もし出したいというふ

うに言われたときに、それを一つお伺いしてみたいなと思っております。  

 もう一つは、水質の汚れだと思うのですけれども、やはりここ、敷生川のところに近いというの

が一つあります。メップ川のところにサケマスふ化場がございますよね。そうすると白老町の場合、

太平洋側の東から西にかけて海流が流れていくものですから、敷生川が汚れてしまうと、メップ川

のほうにあるサケマスふ化場にも影響が出るのではないかなという懸念がありますけれども、これ

では微粒だから大丈夫だというふうには書いていますけれども、実際には白老町であそこの飛生地

区ですか、土壌が汚染されたという過去の経緯がありまして、あそこの近くに住んでいる方々が、

私のところにも来ましたけれども、それから業者の方からも聞きましたけれども、はっきり言って

処分場に対する不信感というのは非常に強いと。不信感というのは、これ以上汚れたらどうしよう

という不安感が非常に強いと聞いているのです。  

 そこの中で、果たして自分たちで双眼鏡を持ってウォッチャーをやっていたりとか、トラックが

今日は何台入っただとか、そんなことまですごく敏感になっているというのですか。そういう中で、

やはりここのところ、道のほうで許可されたとしても、白老町で何も言わなかったのか、何もして

くれなかったのかというような思いが、近所の人たちにあったら私は困るし、私自身もそういうも

のがあまりどうなのかなと思っています。 

 ですから、本当に先ほどおっしゃっていましたけれども、白老町も総合計画の中で、まちづくり
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はどうするのだといったときに、白老町として道のほうなり、胆振支庁のほうへきちんとものをい

うようなものがあってもいいのではないのかと私は感じているのですけれども、その辺はいかがで

しょうか。 

○委員長（吉田和子君） はい、萩原参事。 

○生活環境課参事（萩原康政君）  牧場の件は私のほうから説明しましょう。今のところ３件から

聞いたまでなので、計画どおりであれば年間１万頭ということは、単純計算でいきますと、年間で

その 10 倍の糞尿が出ます。ということは年間 10 万トンの糞尿が間違いなく出ます。それで、含水

率を 70 パーセントで見ると、7 万立方メートルですよね。それは全部が全部はおそらくでないでし

ょうから、例えば堆肥の撒けない時期となってくると約４ヶ月ですよね。そうすると２万 8,000 立

方メートルは考えられます。もし入れるとすればですよ。単純計算するとですよ。そうすると９万

6,000 立方メートルですから、４年くらいでいっぱいになるのではないですかね。だとするとです

よ、仮定ですよ。だから、冬場の時期をどうするかというのは、今いろいろ検討しているでしょう

から、おそらく言ってみれば個人的、個人的でも何でも一般的に言われると思うのですけれども、

肉牛の糞尿というのはリサイクルするのに非常にやりやすいですし、含水率が非常に低いというの

があって、堆肥化などをやる場合については、あれほど使いやすいものは実はないのですね。臭い

もあまり発生しませんし、含水率も 70 パーセントでちょうどいいのですよ。  

 だから、おそらくまともには冬の分がここにはいるというのは考えにくいのですけれども、単純

計算をすると４年ないしは５年くらいでいっぱいになるくらいの量になってしまうのですね。そん

なことにはならないと思いますね。それをしては本当に資源の無駄遣いというか、そう思います。 

○委員長（吉田和子君） 水質の関係で、小林主査。 

○生活環境Ｇ主査（小林繁樹君）  水質について説明をいたします。ケイホク自社でですね、排出

水の定期的な調査、それから地下水、井戸水、そちらも２カ所、確か調査する計画になっておりま

す。  

それから、町独自で飛生地区毎年定期的に調査しております。それによってある程度の把握はし

ていけるのではないかと考えております。 

 町のほうでは、浄化槽設置している井戸については年に４回、設置していない井戸については年

３回調査しております .その他に原水年１回ですか,調査しております . 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君）  総合計画との関係なのですが、産廃については、これからは必要

な施設であることは間違いないのですね。なければ困ると。その辺のバランスを考えていかないと

だめだなと。まだ産廃の安全度というのはきちんと住民の方には、よく思われていない部分がある

のも事実ですし、これは、もしなくなったら産業活動上支障をきたすというそういった全体のバラ

ンスを考えていかなければいけない。あるいは総量的に、何年の間にどの程度必要なのかとか、そ

ういったデータを見ながら、この程度の産業廃棄物の容量は必要だとか、そういう判断の中で考え

ていくべきではないかと。胆振管内であれば総量的に、そのうち白老町はこうだと。これは道の指

導がきちんとそういう部分でされるようになれば、むやみに飛生地区にあれもこれもという形には
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ならないのかなと、そういうことが今度の総合計画でも、そういった部分で活かされればいいのか

なという感じはしています。 

○委員長（吉田和子君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  それともう一つ、先ほど地域住民がいないので、説明会は特にないみたい

なことをおっしゃっていたのですが、それで間違いなかったでしょうか。それとも、その近所の、

別に飛生ばかりではなく、例えば北吉原とか、竹浦地区とか、やはり関係ありますよね。そういう

ような感じでの説明会というのはされないのでしょうか。  

○委員長（吉田和子君） 竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君） 飛生地区に対しての説明は、されていないはずです。それと、

外の地区で、半径 500 メートル以内に入っていうところが、基準上対象になるのですよ。ですから

飛生地区以外の例えば北吉原だとか、そういうところの地区が半径 500 メートル以内に入っていな

ければ、基本的には説明とかはしないでいいということになっています。  

 する気あるかどうかは、確認しておりませんので答えられませんけれども、今までの申請の形を

見てくると、会社として説明するという意味ではないのかなと。  

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） やっぱりそこだと思うのですよね。やはり今、課長がおっしゃったように、

こういう処分場というのは、必ずこれから先も必要不可欠な施設だと思いますし、嫌だから言った

って、それではどこにごみを捨てればいいのと。自分たちはいったいごみをどこに捨てているのと

いうことになってきますから、やはり本当に必要な施設だということはわかってはいるのですけれ

ども、その理解を自分たちでできていない。  

私自身も、やはりこういうものに対しての知識が非常に低いですから、その半径 500 メートル以

内に住んでいる住民はいないから説明しないというのであれば、本当にそれでいいのかな。もうち

ょっと広範囲な形でもってその周りの人たちも対象にした説明会をすることによって、住民の意識、

環境に対する意識、また正しい知識を説明していただければ、いろいろな誤解とか風評とか、そう

いうものもなくなってくるし、白老町はやはり食の安全とか、そういうものも要望して、観光地と

してもやっていきたいと思っている町ですので、その辺のことをきっちりして欲しいなと思うです

けれどもいかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） はい、目時課長。 

○生活環境課長（目時廣行君）  半径 500 メートル以内というのは、北海道あるいは白老町の要項

で、そこに民家があれば説明しなさいと、こういう要項らしいのですね。これは考え方をきちんと

整理しないといけないと思うのですが、ケイホクの場合は住民に対して説明するしないちょっと別

にして、今後何らかの住民に影響があると。半径 500 メートル以内以外ですか、半径 500 メートル

を越えていて、住民の方々に影響があるものについては、なんでもかんでもという話にはなりませ

んが、影響があると町が判断した場合について業者さんに、これについては説明をしてくださいと。

これはあくまでも行政の形になりますけれども、行政的には難しい部分があると思うのですが、そ

ういう形で要請をすることも可能ですし、本当に必要であれば、うちのほうからお願いしていくと、
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こういう形にしたいというふうに思います。  

 今のところはその程度のところしかできないと思うのですけれども。  

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にございませんか。ないようでしたら暫時休憩をい

たします。 

 

休  憩（午前 １１時０８分）  

 

再  開（午前 １１時１７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。  

引き続き、白老町一般廃棄物管理型最終処分場についての説明を受けたいと思います。竹田主幹

お願いいたします。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  それでは、資料の２、町の最終処分場のご説明をしたいと思い

ます。資料 2、6 ページ目になります。  

1.最終処分場の現状と推移についてでございます。 

登別クリンクルセンターで中間処理された後の、焼却灰・破砕後不燃物・資源化処理残渣、これ

を白老町環境衛生センターの管理型最終処分場で現在埋め立て処置をしています。  

この処分場は平成 11 年４月に供用開始され、当初の計画では平成 18 年度で埋め立てが終了する

予定でありましたが、ごみの減量化、バイオマス燃料化施設の稼動、平成 21 年ですけれども、

これにより、平成 28 年度まで埋め立てが延命する見通しでございます。 

 埋め立て終了後の整備につきましては、埋め立てする物がかなり減ってきておりますので、埋め

立て処分場の全面的な整備、これは必要ないというふうに現在考えています。 

それで、方法としましては嵩上げ方式、今使っている埋立地の上に堰堤を組んで処分場を作ると

いう、そういう方式を取りたいというふうに考えています。ただ、水処理施設の改修は必要にな

ってくるのではないかというふうに現在考えています。整備の時期につきましては、平成 27 年

頃を見込んでおります。  

続きまして処分場の概要です。 

 最終処分場は、環境衛生センターの山側のほうにございます。図面を後ろのほうに添付してあり

ます。赤色の蛍光ペンで囲ったところが現在使っている処分場となります。右側のほうが入り口

です。右側のほうから入っていってずっと山側のほうへ行ったところに処分場がございます。こ

れは明日視察がありますので、現地のほうで説明できるかなと思っています。 

 施設の詳細につきましては、字白老 778 番地の 17 ということになります。 

 敷地面積につきましては、これ全体です。13 万 5,700 平方メートル。 

 供用開始が先ほど言いましたように、平成 11 年４月です。 

 埋立対象物は、焼却残渣・破砕後不燃物・資源化処理残渣・道路の清掃ごみとなっています。  

埋立面積につきましては 8,000 平方メートル。 



 17

 埋立容積は２万 3,900 立方メートルでございます。 

 埋立構造につきましては、準好気性埋め立て。 

 遮水方法につきましては、二重遮水シートを使用しています。  

 水処理能力につきましては 21 ? ／1 日 

 調整池の容量につきましては 897 立方メートルです。 

 浸出水処理方法につきましては生物処理という形で運転をしております。 

３．埋立実績と埋立残容量 

 埋め立てる物が左のほうに記載されていまして、平成 13 年から平成 18 年までの数字を載せてあ

ります。量は 1 年間の単位となっております。 

一番右側の平成 18 年につきまして、焼却残渣につきましては 548、不燃物・資源物残渣につきま

しては 448、道路の清掃ごみにつきましては 158、覆度量が 412、これを合計しますと 1,566 とな

ります。18 年度末現在で残されている埋立算容量につきましては、8,887 立方メートルです。こ

れが残されている数字です。 

 注意として３点ほどあげていますけれども、平成 13 年につきましては登別市のほうで処理をし

ていますので、数字的にはゼロとなっています。それから、平成 17、18 年度につきましては、

埋め立てた量ではなくて、測量をかけて残容量を出していますので、差し引きすると合いません

ので、そこはご理解ください。 

 現地につきましては、明日見た中でご質問等があればお願いしたいと思います。  

それと、マルトラさんにつきましては、現地へ行ったときに社長が説明をしたあとに現地を見る

ということに手配しています。以上でございます。  

○委員長（吉田和子君） 一つだけ、平成 27 年度に予定している嵩上げ方式、水処理施設の一部

改修も必要だろうということで、金額的にはどのくらいかかるというふうに予想されていますか。

その点一つだけ。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  約 8,000 万円です。水処理を含んでです。明日行ったら見る時

間があると思うのですけれども、回転円盤で処理しています。それは取り替えたほうがいいかなと

いう積算の中で 8,000 万円という数字です。  

○委員長（吉田和子君） それでは、今の説明をいただきましたけれども、明日の現場も一緒に行

っていただいて、また、わからないところはお聞きすることができると思いますけれども、何か質

疑があれば受けたいと思います。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一つだけ、これ嵩上げ完成したら何年くらいまで持ちますか。 

○委員長（吉田和子君） はい、竹田主幹。 

○生活環境Ｇ主幹（竹田敏雄君）  燃料外施設が稼動してですね、出てくる破砕最終処分場に持っ

ていかなければだめなごみは約 600～700 立方メートルくらいかなと考えているのです。そうする

と、今２万 3,900 くらいありませので、50 パーセント、半分の嵩上げだったとすると。１万 2,000

立方メートルにして、600 くらいにすると 20 年ですか。単純計算ですけれども、それくらいになる

かなとは考えています。  
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○委員長（吉田和子君） 他にお聞きしておきたいことございませんか。それでは、なければ今日

説明を受けましたので、明日現場を見せていただいて、その中でまた質疑を受けていきたいという

ふうに思います。あと他になければ終わりたいともいますけれどもよろしいでしょうか。  

 暫時休憩をいたします。担当課はこれでよろしいですのでありがとうございました。  

 

休  憩（午前 １１時２４分）  

 

再  開（午前 １１時２６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。  

 本日の民生常任委員会は、これで終了いたします。あと、連絡事項がありますので、連絡事項を

受けて終わりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

○事務局主幹（森 隆治君）  明日の予定ですが、定例会が終わりましてから、１時から１時半ま

でが白老最終処分場と考えています。ですから、帰られる時間、もしかしたらないかもしれないの

です。作業服を持参していただいて、終わってから着替えていくような形になろうかなと思います。

作業服を持ってきていただきたいということを考えています。  

 １時から現地を見ますので、大体 10 分くらい見ているものですから、50 分には役場を出たいな

というふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。そのあと、マルトラさん 1 時

45 分から２時 15 分ということで、社長さんのご説明があってから現地のほうへということを言っ

ていましたので、それが終わりましたら、また一旦こちらへ戻っていただいて、まとめていただき

たいというふうに考えて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） 明日の予定はそのようにして行いたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

（午前１１時２６分）  


