
     

◎議案第１号 平成１９年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第７、議案第１号 平成 19 年度白老町一般会計補正予算(第１

号)を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 議案第１号 平成 19 年度白老町一般会計補正予算(第１号)。

平成 19 年度白老町の一般会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,368 万 5,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 91 億 8,468 万 5,000 円とする。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

地方債の補正。第２条、既定の地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。平成 19 年

５月 24 日提出、白老町長。 

次のページをお開きください。３ページ目、第１表 歳入歳出予算補正。１歳入及び次のペ

ージの２歳出につきましては、記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきた

いと思います。 

 次に、５ページをお開きください。第２表 地方債補正であります。起債の目的及び限度額

であります。バイオマス燃料化施設整備事業。限度額 1,220 万円。起債の方法、普通貸借又は

証券発行。利率、5.0％以内。ただし書きにつきましては記載のとおりでございます。それと、

償還の方法も記載のとおりでございます。 

 続きまして、６ページ、歳入歳出事項別明細書でございますけれども、歳出からご説明いた

します。８ページをお開きください。 

２歳出、４款環境衛生費、３項２目塵芥処理費。補正額 2,456 万 4,000 円の増額でございま

す。これにつきましては、バイオマス燃料化施設整備事業に係ります費用の計上でございます。

内容につきましては、旅費等事務経費並びに調査、設計等に係る委託料でございます。 

次に、10 款教育費、３項２目教育振興費。補正額 72 万 3,000 円の追加でございます。これ

は、白老中学校で実施されております、習熟度学習の嘱託職員３名のうち、１名を臨時職員と

いたしまして、必要経費の一部を北海道に支出していただき、不足分を賃金として計上するも

のでございます。 

 次に、13 款給与費。次のページになりますが、１項１目給与費。補正額 160 万 2,000 円の減

額でございます。これは、今説明したとおり、白老中学校の習熟度学習教諭であります嘱託職

員１名分を臨時職員に振り替えた措置によるものであります。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、６ページにお戻りください。 

１歳入、15 款国庫支出金、２項７目環境衛生費国庫補助金。これは、バイオマス燃料化施設

の建設を、農林水産省の地域バイオマス利活用交付金事業により行うため、その補助率２分の



１相当分を経常したものでございます。 

次に、19 款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金。補正額 79 万 7,000 円の減額でございま

す。これは、先ほど歳出で説明した、嘱託職員を臨時職員に振り替えたことによる差額を減額

補正したものであります。 

次に、22 款町債。１項３目環境衛生費。補正額 1,220 万円の追加でございます。これは、バ

イオマス燃料化施設事業の特定財源に充当する起債であります。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長(堀部登志雄君) 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 はい。７番、西田祐子議員。 

○７番(西田裕子君) はい。バイオマスの燃料化施設整備事業について、お伺いいたします。 

 今回の補正予算が、設計管理等委託料ということで、約 2,400 万円ちょっとですか、出てお

りますけれども、やはり今回ここで補正予算をですね、組まれる以上はですね、一度ですね、

事業の総体的な大きさとか、またその事業に対してどのような年次計画、またどのような形で

ですね、効果があるのかということですね。ある程度ちょっと説明していただきたいなって思

います。 

 それとですね、このバイオマス燃料化施設整備事業の中のですね、委託料として 1,193 万

9,000 円が出ていますけれども、この設計の委託料が、なぜこれだけ高いのかということなん

かも含めてですね、ご説明していただければと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい。それでは、煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 申し訳ありません。私の方からご説明させていただきたいと思いま

す。 

 実はこれから、具体的に全員協議会の中でお話する機会はいただいておりますけれども、た

だ全体的な大きな町の方のこれからのスケジュール、それから目的、それからどういう貢献度

があるかということについてをですね、私どもの方としては今まで一般質問、代表質問の中で

も若干お話をさせていただいております。 

それから、委員会の方でもですね、お話をさせていただいております。さらに、詳細につき

ましてはですね、いろいろな登別さんとの調整だとか、それから技術的な面についてもですね、

詳細な面がですね、どうしても今までかかってしまったということで、詳細の部分についてお

話できる機会はなかったのですけれども、それが今回の全員協議会の中で詳細についてはお話

したいなというふうには思っておりまして、大枠の中ではですね、ご説明したという考え方で

おります。 

それでよろしいでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 全体的な計画はどうなっているかということを質問されていると思

うのですね。概略をだから。概略をご説明願えれば。 

 はい。萩原生活環境課参事。 



○生活環境課グリーンビジネス担当参事（萩原康政君） 私の方からご対応いたします。 

 まず、全体計画でございますけれども、この事業につきましてはまず、２年計画で計画して

ございます。 

 １年目は、今ご審議いただいている、いわゆる施設の整備に関わる調査関係でございます。 

 それで、その調査の方も基本設計の作成と、それから地質ですとか、あるいはボーリングの

調査ですとか。あるいは生活環境の調査。これ、一般廃棄物届出施設になりますので、これに

ついては廃棄物処理法の中で生活環境調査をすることになっておりますので、それに関わる経

費を今回経常させていただいております。 

 それで２年目、来年でございますけれども、これについては建設事業という形で予定をして

おります。 

 従いまして、全体的にはこの２カ年事業の中で施設整備、21 年の３月 31 日で施設を建設す

るような形で進めていきたいというふうに考えております。 

 それから、２点目のですね、まず委託料。基本設計の委託料 1,193 万 9,000 円の部分が、高

いのではないかというご質問でございますけれども、実は先ほど申しましたとおり、これにつ

きましては燃料を製造する施設でございますけれども、廃棄物処理場では、処理法上はあくま

でも廃棄物の処理施設になります。 

 従いまして、廃棄物の処理施設というのは、非常に複雑な建設工程をとります。 

 それで、まず機械の整備ですとか、それから建屋の整備。それから水処理施設ということで、

技術的に大変複雑でございまして、やはりこれを総体的に町として発注するのに、いわゆるそ

ういったことの知識のあるですね、これは一般的にはコンサルタント会社といいますけれども、

そういったところの部分に町の発注支援をしていただこうというのが今回の委託料、基本設計

の作成を含めてですね、考えております。 

 従いまして、基本設計そのものの作成料と、それから町がいわゆる発注支援をやる業務、こ

ちらの方を支援している部分。こういったものを含めましてですね、積算したところ、この額

になったということでございます。ご理解願いたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) よろしいですか。 

はい。７番、西田祐子議員。 

○７番(西田裕子君) はい。ただ今説明をいただきまして、ありがとうございます。 

 ここのところでちょっと質問させていただきましたのはですね、つい最近もですけども、新

聞紙上にも書いておりますけれども、地球温暖化ということで、各自治体のＣＯ２削減目標が

出ていないというふうに出ておりまして、先ほど効果はどうなのですかって伺いましたけれど

も、白老町としてもそういうようなことがあって、なおかつ強力にこの事業を進めているのか、

それともそれと全く関係ないのか。その辺ちょっと私分からなかったものですから、その辺な

んかもお伺いしたいなと思っています。 

○議長（堀部登志雄君） はい。萩原生活環境課参事。 

○生活環境課グリーンビジネス担当参事（萩原康政君） お答えをいたします。 



 まずもって、今ご質問にありましたとおり、この施設の建設に伴いましてですね、直接効果

と言っていいと思います。施設の建設に伴いましては、直接効果と間接効果が考えられるので

すが、議員のご質問につきましては直接効果という形でお答えさせていただきます。 

 それで、この施設の建設によりましてですね、いわゆるバイオマス燃料を町として供給して

いくというものにつきましては、地球温暖化の一つの原因物質である二酸化炭素の削減がまず

もって期待できます。 

 それにつきましては、後ほど全員協議会の中でも数値を申し上げる予定でございましたけれ

ども、これについては１万 1,000 トンのバイオマス燃料を供給することによりましてですね、

約２万 5,000 トンの、炭素換算でございますけれども、そういった二酸化炭素の削減が見込ま

れます。 

 そういうことで、いわゆるこの建設によりましてですね、二酸化炭素の削減、いわゆる直接

効果としてですね、見込めるということでございます。以上でございます。 

○議長(堀部登志雄君) はい。３番、山本浩平議員。 

○３番(山本浩平君) ３番、山本でございます。 

 先ほど、副町長の方からですね、答弁の中でいろいろ定例会等でも、いろいろ質疑もあった

というお話もございましたけれども、いわゆる大まかなことはですね、その中でだいたいこの

ような方向になっていくのだろうなというようなことは、そういう中でも私も認識しておりま

す。 

 今日午後からまた、全員協議会という中でいろいろ説明をいただくことになるとは思います

けれども、率直に申し上げまして、私自身この事業に関しましてですね、不安な部分もかなり、

個人的にはもっております。 

 海のものになるのか、山のものになるのか。失礼な言い方かもしれませんけど、そのぐらい

の不安を、まだ私は思っているところでございます。 

 それで、お尋ねしたいところがですね、第３セクターに恐らくなっていくのかなというふう

に思うのですけれども、この町で、この今の設計料の半分をみると。持ち出しになるという形

になりますですね。その関係での第３セクターとのその関わり合いはどのようになっていくの

か。 

 それでまた、その第３セクターっていうのが、どういうようなもので作られていくのか。 

そしてその、債務補償等もですね、これから行っていかなければならないと思うのですよ。

その点につきまして、答えられる、お答えできる範囲で結構でございますので、お答えいただ

ければと思います。 

 あともう１点ですけども、約 14 億円ぐらいの総事業費ということで伺っておりましたけれど

も、当然ですね、これどのぐらい町が負担になるかということで変わっていくかと思いますが、

他のですね、町の政策に政策転換を余儀なくされている部分。影響を受ける部分って、必ず出

てくるのではないのかなというふうに、認識しておるのですけども、そういったことに対して

の影響とですね、あるいは今回やろうとしていることの、逆にこれはこういうことだから、多



少の影響はあってもこちらの方が非常にいろいろな町の財政的にも、あるいは白老の経済的な

面においてもですね、プラスなのだというような、そんなようなことがあれば、お話していた

だければ、この今回の設計で関わる補正予算でございますけれども、賛否の参考にもなると思

いますので、お尋ねしたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい。目時生活環境課長。 

○生活環境課長(目時廣行君) お答えをしたいと思います。まず、不安な部分があるというこ

とで、まずこの施設の管理・運営については第３セクターになるのかというようなご質問でご

ざいますが、施設はですね、町で整備しまして、委託の形で今のところ考えております。でき

れば町内業者の方をですね、公募した中で管理をお願いしたいと、このように考えております。 

 それから、この事業によってですね、他の事業に影響を及ぼすのかと、こういった不安のご

質問でございますが、この事業を進めることによってですね、現在ごみ処理にかかった経費、

これらを節減しながらですね、進めていくことができる。こういった試算をしております。 

 後ほど全員協議会の中で、こういった内容についてですね、説明をしたいと、このように考

えておりました。 

 また、さらにですね、最終処分地が計画どおりですね、進めていくと、平成 18 年度で満杯に

なる予定だったのですが、最近ごみ処理の残廃がですね、少なくなって、現在のところ平成 23

年。平成 23 年ぐらいまで何とか使える状況と。 

 平成 22 年にはですね、新しい最終処分場の設計をして、だいたい新設するのに 11 億円ぐら

いの事業費がかかると。 

 それで、この燃料化施設をすることによってですね、この 23 年のものが 28 年まで延命化す

ると。こういった効果もありますし、またさらに長い先のことを考えますと、現在の最終処分

地をですね、かさ上げすることによって、それをさらに延命化する効果があると。そのかさ上

げの事業費はですね、新設する 11 億円から 8,000 万円の事業費で済むと。こういった事業効果

があるということをですね、試算をしております。 

 詳しくはまた、全員協議会の中でですね、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。 

○議長(堀部登志雄君) はい。３番、山本浩平議員。 

○３番(山本浩平君) 他の政策に、政策転換に影響はないのかということについてのお答えで

はちょっとないと思いますので、もうちょっと具体的に申し上げますと、例えばこれをやるこ

とによってですね、それ相応の町の当然経費が、経費というか、費用が相当かかると思います。 

 それによって、例えばいろいろな福祉の政策もございますでしょう。あるいは、第３商港区

の共用開始早期実現を目指して、議会の方もですね、議長中心となって町と足並みをそろえて、

１年でも早く、第３商港区の共用開始を目指して、運動展開したいわけでございます。 

 そういったようないろいろな面での、政策のことへの影響がないのかということをお尋ねし

ておりますので、その点についてお答え願いたいと思うのが１点であります。 

 そしてもう１点は、先ほど不安があると申し上げましたけども、確かに町のですね、一般の



ごみがかなり減量化されて、そういう面での町の財政的な面でも非常に助かる部分というのは

あると思います。 

 しかしながらその、燃料として使っていただくのはですね、民間の企業だと思うのです。企

業ですよね。具体的に言えば。そういうところが、例えば世の中の情勢の変化によってですね、

もっと違うものが出てきたからこっちにしますと。この方が、経営効率上いいと。そのような

形に、例えばなったときどうなるのかという、そういう不安もあるわけなのですよ。 

 ですから、その辺をですね、当然協議を何度も行われていると思いますし、これからもその

協議をされていくと思いますけれども、その第３セクターなら第３セクターの中に、そういう

使っていただくところも協力していただけるのかどうなのか。その辺も含めてですね、これ率

直な私、疑問というか不安なのですね。 

 その辺について。いかがですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） お答えしたいと思います。確かに今山本議員が言われるように、こ

の事業をやることによって、厳しい行政財政の中でこの事業をやることについてということに

なりますと、非常に財政を圧迫することは、これは事実でございます。 

 ただ、今私どもが今進めなければならない行政の一つの役割として、やはり地球の温暖化。

それから環境の問題。それからごみの問題。そういうものもですね、やはり大きな役割だとい

うふうに思っています。 

 そういう意味で、国・北海道についてもこのバイオマスについての事業を積極的に支援して

いるというのも事実です。 

 そういう意味で、やはりこれからの財政状況も勘案した中でですね、交付税の削減等を勘案

した中で、やはり少しでもスリム化にするために、やはりこの一般廃棄物を燃料化にすること

によって、経費の削減を図って、やはりスリム化に取り組んでいくというのも一つのこれ、私

たちが今やらなければならないことだというような、そういう背景の中で取り組んでおります。 

 それで、これから詳細についてですね、どれだけの削減効果というのを具体的な数字の中で

削減効果っていうのをお示しすることになると思いますけども、やはり大枠で言いますと、や

はり今循環社会だとかそういう面で、我々が取り組まなければならない、そういう背景である

ということも大きな理由でございます。 

 それからもう一つ、民間企業、今の予定では町内の企業さんの敷地の中に、施設を建設する

ということで、調整を図りながらやっておりますけども、今言われましたように、民間企業と

の今後の推移によってはですね、いろいろな問題が発生するだろうということは、当然私ども

も懸念しております。 

 その面につきましてはやはり、これから具体的に民間企業さん、つまり白老町で言いますと

日本製紙さんの方ともですね、やはり固形燃料が搬入されるわけですから、その辺の含めた中

の契約書の中で、しっかりと謳ってまいりたいというふうに、今のところは考えております。

以上であります。 



○議長（堀部登志雄君） はい。飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 今、副町長の方から説明があったのですが、要するにですね、最終処

分場が、あと３年で満杯になりますと。それを建設するには、当時は 13 億円、14 億円だった

のですが、職員がシビアに計算したら 11 億円台で済むと。まず、それが目の前にあったという

ことですね。 

 それで、一方ではそのバイオの計画があったと。これは 13 億円かかります。 

 どちらを選択するかということなのです。どちらにしても 10 何億円かかるわけですね。 

 それで、そこでこのままごみをただ燃やすだけで、登別にお願いしてですね、燃やすだけで

毎年４億 4,000 万円ほどごみ政策にかかっています。 

 それを、そのまま継続してやるのか、一方ではそのごみを燃料化にして有償でプラントを作

って地元の企業さんに売るのかという、どちらかの選択だったのですよ。 

 その中で、今西田議員も言われましたように、環境対策としてまずどうなのだと。これは環

境対策には大きな貢献をまずします。 

 財政上はどうなのだといったら、財政上も、今登別に搬入して燃やすよりも、財政上は 7,100

万円毎年 26 年まで払いますけど、それを差っ引いても財政上は貢献があると。 

 ですから、１億円程度あるわけですね。毎年、ごみ政策の中で。毎年出てきます。財源の、

コスト削減の効果が出てくると。その他、日本製紙の受入側についても、要するに燃料のコス

ト削減になると。 

 我々は地元企業に、どんどん儲けていただいて設備投資して、人を使っていただくのが我々

の考え方ですから、その２者どちらかをとるのだということになったわけですね。そうなった

ときに、北海道大学、日本製紙、白老町、北海道。この４者で産官学で何回も試験、実証実験

をやりました。 

 間違いなくできますという確証が得られて、このバイオマス事業をやりましょうということ

になったのですね。 

 ですから、山本議員、想定するとおりですね、確かに今現在、他の会計だとか一般会計に負

担はありますが、１年で約１億円程度、企業でも燃料で１億円程度違うということであれば、

３年、４年、５年、10 年のスパンで考えると、町としては地域振興面ではかなり大きな効果が

あるということから、私が職員と議論しながら決断したという中身でございますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい。３番、山本浩平議員。 

○３番(山本浩平君) 最後でございますけれども、今の町長の説明の中で、だいたい町にとっ

てはですね、大きな政策でもあるけれども、非常に白老町にとっても非常にプラスになる、大

きな政策なのだということも理解できたのですけども、ちょっとしつこいかもしれませんが、

民間企業っていうのは本当に営利企業でございますのでね。それは、町が一生懸命そういうの

をやって、地球温暖化だとかそういったことも今謳われているし、民間の企業もそういったこ

とを非常にテーマというか、重要にしているのは事実だと思うのです。 



 しかしながら、やはりコストと申しますか、営利っていうのがやっぱり民間企業でございま

すのでね、この建設しましたその費用は町が負担します。ですけども、僕本当に述べさせてい

ただきましたけれども、いろいろな社会情勢や事情が変わって、あるいはトップの考え方です

ね。社長が例えば変わるとか。そういった段階において、この建設したけれども、それは何年

か前に建設したでしょうと。私の考え方はそうではないよと。もっと今違うところのこういっ

たことができてきたからと。 

 あるいはもっと、世界的な形の中でこういったものが今発明されたから、これを燃料として

使いましょうとならないのかという心配です。 

 ですから、そういった面での建設した費用が回収できるぐらいまでの約束というか、担保と

れるのですかということなのですよ。 

 ３本目なので、これだけ最後にします。 

○議長（堀部登志雄君） はい。飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 担保はとれると判断してやっているわけです。 

 確かにですね、不確実な部分があります。それは、港も同じでございます。そのある一定の

事実を踏まえてですね、私が判断するわけです。 

 例えば港は、日本製紙でいうとですね、旭化成さんも皆さん第３商港区に対して期待してい

ます。 

 例えば日本製紙でもですね、室蘭にチップを降ろして、白老で紙を作って、苫小牧から出し

ているわけですね。こういう事実がある。この、よその港に依存して、お願いしている荷物を

白老港に集めたらどうなるかと。 

 まず、今の現実の事実論として判断した場合に、道内でも何番目か。10 番以内。６番、７番

になるでしょう。重要港湾を入れても。それだけの荷物がある港ですよと。 

 ただ、今ですね、山本議員がおっしゃったように、これ世界の不景気になって、日本が大変

なことになったら、それは分からないです。そこまでですね、私は実は最悪の場合もある程度

想定しながら、実はこのバイオマスを進めているということなのですね。 

 それは、これ地方としてはですね、これ一つの使命でもあるのですね。ただ、今のままです

ね、要するに省力化と言いますか、ごみをただ燃やすだけで、お金をその政策の全体に４億

4,000 万円毎年かけていきますよというのとですね、１億円でも、何千万円でも減らしましょ

うと。これを燃料化にして、供給しますよという仕事とは、かなり差があると思います。 

 ただ、ここでそこのですね、勇気がいる話なのです。そういう、100 分の１の確立でそうい

うことがあるかもしれないと。最終処分場に11億円かけて、今までどおり４億4,000万円ずつ、

燃やすだけで税金を使いましょうという考え方もあると思います。 

 そこは、要するにどれだけ皆さん調査してですね、どれだけ確実なものかという議論をした

結果ですね、いろいろ調査しました。その結果、やりましょうということになったわけでござ

いますので、確かに財政的には影響があります。 

ただ、これをやらなくても最終処分場を作らなければならないという、同程度の金額でまた、



金がかかると。どちらを選択したかということでございますので、これをやるに当たってはで

すね、職員と何十回も議論をしながら、北大も何十回も実証実験をやりながら、絶対いけると。

日本製紙も実験しております。 

そこで、判断した話ですので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい。他。 

９番、吉田正利議員。 

○９番(吉田正利君) ９番、吉田でございます。今回の予算を見てみますと、設計段階の予算

化しております。 

 設計も、これは実施に近い設計ではないか、先ほどの参事のスケジュールを聞きますと、そ

のように考えるわけです。 

 今回のこの設計の発注に対しまして、一つ考え方なのでございますけれども、旧来までの説

明は机上プランで、町内のバイオマス関係その他についてのいろいろなデータ出ておりました。 

 それは、私どもの産業建設常任委員会でも、最近でございますが、調査いたしました。 

 今回の場合は実設計ということで、事実的にプラントに入っていくわけです。それで、この

今回のバイオマスを使ったプラントの設計というのは、やはり非常にこれから問題としてとら

えるところが多く出るのではないかと。 

 例えば、全国の各市町村でもいろいろと実施してございます。しかし、それに基づいて、事

故も多発しているということも、承知していると思います。 

 そういうふうな意味で、先般の説明を受けますと、これらの流れを判断して今回の固形燃料

化システムというものを、実施段階に移すに当たっては、元来机上プランから技術的な面での

プラント設計に入るわけでございまして、一つここで問題として捉えるのは、白老町で今の組

織の中で、この技術的な問題をはっきりと解消して、そして設計を発注するに当たって、それ

を完備するだけの組織体制になっているかどうか。非常に疑問がございます。 

 もう１点は、今回のこの発注に対しまして、部署で設計のスペックが明確にできているのか

どうか。これは、先ほどの説明で午後からの全員協議会における説明も関連いたしますので、

その場所で説明を受けられば結構でございます。 

 これらについて、一つ現況の内容と今後の技術的な判断についての質問をさせていただきま

す。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい。萩原生活環境課参事。 

○生活環境課グリーンビジネス担当参事（萩原康政君） お答えいたします。まず、技術的な

その部分で、今まで机上の部分というご指摘なのですが、机上ではありません。 

それで、いわゆる元を正してちょっとお話をさせていただきますとですね、今まで確かに議

員ご指摘のとおり、各自治体ですね、いろいろな固形燃料の制度をやっております。 

 それで、ご指摘のとおり、ほとんど皆失敗しております。失敗しているどころか、火災事故

も起きています。これは何かというと、技術が未熟だからなのです。というのは、あくまでも

一般廃棄物でございますので、生ごみで燃料化をやるときの一つの技術として、いわゆるその



生ごみを 600 度だとか、あるいは消石灰を入れて乾燥させただけの燃料だったものですから、

水分調整が満足でないと。 

 水分調整が満足でないと、そこでいわゆる嫌気性の発酵を起こすのですね。だから、ガスが

出るわけです。そのガスに、例えば何かしら物が引火してですね、火災事故が起きたり、そう

いう形で実は技術的には今までの技術というのは、だいたい 1990 年ぐらいに起きてきているの

ですね。 

 それがこう、10 年なり何なりのスパンの中でですね、やられてきたわけですけれども、ほと

んどうまくいっていないと。 

 それで、今回この白老町の方の技術でやるというのは、全くそれと違う方法を採用しており

ます。というのは、まずもって固形燃料をやるときには、いわゆるその水分調整っていうのは

非常に重要でございます。 

 従いまして、皆さんのご家庭をちょっと考えたらよろしいのですけれども、結局燃えるごみ

の中っていうのは、生ごみみたいに水分の高いものと、それからプラスチック、あるいは紙み

たいな水分の低いものがごちゃ混ぜになっているのですね。これを、何かしら石灰を混ぜてみ

たりとかですね、そういう中でやってくると、必ず他で起きているような結果になってしまう

のです。 

 ですからそれを、一緒くたの水分調整の中でやる技術っていうのが、言ってみればこれ化学

的に分子を分解するわけですけれども、そういう技術を採用したというのが一つあります。 

 ですから、そういったその技術の中で出てきたものを、きちんとですね、データをとって、

やってきたものでございますので、またその実証プラント、実験プラントでございますけれど

も、これはいわゆる堆肥をやってきた施設でございます。同じプラントでですね。 

 それで、その中で特に事故もなく、あるいは機械そのものの、いわゆるその老朽化も少ない

という中でのものを、もろもろ判断しましてですね、やってきた部分でございます。 

 それと、設計に当たってのご質問なのですけれども、今段階ではいわゆる技術的なものはあ

くまでも実証実験をやってきたわけでございますので、その実証実験で使ったプラントの部分

で、概略設計を組んでおります。 

 その概略設計を組んだ中で、今回まず一つの全体事業という形で、先ほどご質問があったと

思いますけれども、約 14 億円という数字を出しているわけでございまして、その中で全体のも

のをこう整理をしながらですね、やってきております。 

 それで、それをいわゆるその町の体制として、それをきちんと保管できるかというご質問な

のですが、それについてはやはり、技術的にはなかなか今の化学技術の部分がございますので、

そういったものをきちんと保管できると言いますかですね。いわゆるそれは、廃棄物の知識も

一部関連するものがございますので、そういうものに慣れているコンサルに、我々の業務を支

援していただきながらですね、きちんと物事を進めていきたいと。このように考えているわけ

でございます。以上でございます。 

○９番(吉田正利君) 設計のスペックは完成しているかということについて、お尋ねします。 



○生活環境課グリーンビジネス担当参事（萩原康政君） 全体部分についてはまだ、きちんと

まだ、詳細のものについてはまだできておりません。 

 従いまして、これから、あくまでも今回の部分については基本の設計でございますので。 

 ですから、この後実施設計という形で動いてまいりますので、その中できちんとしたものは

出来上がる。このように考えております。 

○議長（堀部登志雄君） はい。９番、吉田正利議員。 

○９番(吉田正利君) ありがとうございました。 

 いろいろと実証実験をしておられるということでございますので、それについては了解いた

しました。 

 先ほど参事が話しておられましたけれども、全国の市町村で、旧来のこの固形燃料について、

自主的なプラントで随分失敗が多いと。これは、そのとおりなのでございます。 

 つい、2003 年も大きな事故を起こしております。続いて事故が発生しております。 

 今回、いろいろと技術的な面で、それを網羅して解決されているという意味なのですが、私

は、例えば今この実証実験を含めて、設計の発注に当たってはそれらを総合した中で、ただ単

に発注するということではなくて、やはりきちっとしたやっぱり仕様書を作ってですね、その

中で事前に打ち合わせをしてから発注するのが筋ではないかと思うのでございます。 

 やはり、プラントそのものは、旧来の実証実験とは違いまして、それがスタートラインにな

っていくわけでございます。全国の市町村の失敗事例を見ますと、スタートラインが意外とい

いかげんな面が非常に多いという観点から、実際事故が発生してからそれについていろいろと

見当を始めるというような事例が非常に多いわけでございます。 

 そういうふうなことで、私は最小限安全性とか、今おっしゃいました水調整の部分とか、あ

るいは高温高圧のタンクの問題とかいろいろとあると思うのでございますけれども、それらに

ついてですね、やはり懸念される事項については、十分事前から打ち合わせをして、それをベ

ースにしてですね、やり取りをしていかないと、後々大きな問題が発生するのではないかと。 

 今お話の中で、スペックができていないというのは私、どうも納得できないのでございます。

やはり、設計を発注するということは、基本的に町の技術的な問題、総体的な問題を含めて、

原点が仕様でございますから、その取引きを明確にしないでスタートするということは、非常

に問題があると思うのでございます。 

 もう一度一つ、それについて考え方を伺います。 

○議長(堀部登志雄君) はい。目時生活環境課長。 

○生活環境課長(目時廣行君) まず、仕様書の関係につきましてはですね、今コンサルタント

に委託するためにですね、十分検討しながら作成をしております。建物の規模とかですね、そ

れから設備の内容等についても、まだ確定の段階ではございませんので、この辺ですね、十分

精査したうえで仕様書を作っていくと。そういう意味で、参事の方からですね、スペックにつ

いてはまだちょっとというようなお答えになったかと思います。 

 この辺十分、施設のですね、内容等について、検討を十分加えたうえでですね、さらにその



安全性はどうなのか。後、敷地に対してどの程度の面積が必要だとかですね、こういった部分

についてはですね、設計事務所を決める前に、町としてのある程度の必要性。これらを把握し

てですね、十分仕様書に反映した中で進めていきたいなと。このように考えております。 

 それから、発注形式ですね。コンサルを決める、発注形式につきましては、そのコンサルの

ノウハウがいろいろありますので、その入札の、落札の多寡でコンサルを決めるのではなくて

ですね、プロポーザル方式と言いますか、総合的に評価したうえでですね、コンサルタントを

決めていきたいと。このように考えております。 

○議長（堀部登志雄君） はい。９番、吉田正利議員。 

○９番(吉田正利君) 最後でございます。詳しく後ほどの協議会で、説明を受けたいと思いま

すけれども、今回の発注につきましては、技術的に。今言ったいろいろな問題があると思いま

すけれども、これはコンペ方式をとられるのか、あるいは特定の業者に、今までの実証試験等

をやってこられた業者に発注されるのか。その点だけ伺いたいです。 

○議長(堀部登志雄君) はい。目時生活環境課長。 

○生活環境課長(目時廣行君) コンサルタントの選定につきましてはですね、道内に相当のノ

ウハウのある設計事務所がだいたい５社程度あると。それで、その５社に対してですね、指名

をしてですね、その中でそのノウハウを評価して、それと入札ですね。総合的に評価して、選

定したいと。このように考えております。 

 また、本体工事につきましては、プラントメーカーを選定するわけですが、これは総合評価

落札方式という形で公募で考えております。以上です。 

○議長(堀部登志雄君) はい。煤孫副町長。 

○副町長(煤孫正美君) 私の方からちょっと、ご説明いたしたいと思います。 

 この事業については、ご承知のようになかなか他にある案件ではございません。 

 そういう面で、やはりこれからの発注だとか、建設事業についてもですね、今までのような

形の中で発注するというような形には、これはならないと思います。そういう関係で今、課長

の方から言いました、プロポーザル方式だとかですね。 

 それからやはり、実際のプラント建設の段階においては、当然今作った図面が、やはりプラ

ントメーカーさんの方から見ると、やはり不都合があるということであればですね、その中で

どんどん修正が出てくると、そういう形になろうと思います。 

ただ、そのやり方としましては、やはりその専門的な技術も含めましてですね、その中には

要するに、大学の先生だとか、学識経験者も入っていただいて、その中で工法等についてはで

すね、選定をしていきたいというふうに思っております。 

それともう一つ、やはりご心配な点が一つあると思うのですけども、実際プラントが立ち上

がって、運営していくときに、果たしてどこがですね、技術的にこの運営ができるかというこ

とになりますと、やはりその、今私どもの想定をしているのはやはり、建設をしたプラントメ

ーカーさんに、ある程度の期間はですね、機能保証と言いますか、そういうものを確約すると

いうか。そういう形の新しい方式をですね、取り入れなければ、これは運営がなかなか難しい



のではないかと。そういうことも、今いろいろ検討しておりますけども。 

いずれにしても、これから設計、それからプロポーザルの関係の中でですね、そういう面も

含めた中で、取り決めていきたいと思いますけど、大まかに言いますと、だいたいそのような

形で取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。議案第１号 平成 19 年度白老町一般会計補正予算(第１号)、原案のとおり

決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 


