
 

◎議案第２号 工事請負契約の締結について 

       （白老町バイオマス燃料化施設建設工事） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第１３、議案第２号 工事請負契約の締結についてを議題に供

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） それでは議案第２号をご説明いたします。 

議案第２号 工事請負契約の締結について。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定に基づき、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。

平成 19 年 11 月 12 日提出、白老町長。 

１、契約の目的、白老町バイオマス燃料化施設建設工事。２、契約の方法、総合評価落札方

式一般競争入札。３、契約の金額、13 億 5,975 万円。４、契約の相手方、札幌市中央区北三条

西３丁目１番地 44、クボタ環境サービス株式会社北海道支店、支店長 来本博俊。５、契約保

証金、契約の金額の 10 分の１以上の額。 

続きまして議案説明でございます。１、工事場所、白老郡白老町字北吉原 647 番地１。２、

完成期限、平成 21 年３月 31 日。３、工事概要でございます。白老町内から発生する可燃ごみ

とバイオマスを併せて燃料化し、ボイラー用の燃料として供給することにより、循環型社会形

成に向けた体制を整備することを目的としてバイオマス燃料化施設の建設を行うものでござい

ます。なお、詳細は、契約業者が発注仕様書に基づき実施設計を行い、白老町の承認を受けて、

平成 20 年４月以降工事着工する予定となっております。 

４、工事範囲でございますが、（1）土木建築工事。ア建築工事でございます。（処理棟（管理

棟を含む。）、その他の付属施設）。イ土木工事（土地造成工事、外構工事）でございます。ウ建

築整備工事。エ建築電気説比せ工事。オ測量及び土質調査（発注仕様書に添付する調査結果で

不足と考える場合、必要に応じ実施する。）。（2）機会設備工事。ア受入供給設備。イ高温高圧

反応設備。ウ生成物選別設備。エ減溶成型設備。オ貯留・搬出設備。カ破砕設備。キ給水設備。

ク排水処理設備。（3）電気・計装設備工事。ア電気設備。イ計装制御設備。ウ雑設備。（4）そ

の他工事といたしまして、ア試運転。イ説明用調度品及び説明用パンフレットでございます。 

次に添付図面のご説明でございます。今回これらの添付しております図面につきましてはで

すね、技術提案資料として提出されたものを参考として今回添付をされておりますので、ご了

承いただきたいと思います。 

１枚目の全体の配置図でございますが、中央部の斜線で表示しております部分が、計画の建

物でございます。上側が町道石山大通り、下側が日本製紙の工場となっております。 

次に図２でございますが、主要機器配置図でございます。 

次に図３、フローシートでございます。 

図４は立面図となっております。 



続きまして補足説明でございます。初めに総合評価落札方式一般競争入札の説明について、

ご説明をさせていただきたいと思います。総合評価方式とは、地方自治法施行令に新しく設け

られました規定により、価格だけで評価しておりました従来の落札方式と異なりまして、品質

を高めるための新しい技術やノウハウなど、価格と価格以外の要素を含めて、総合的に評価す

る落札方式のことでございます。 

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、価格と新しい施工方法や、施工上の

工夫など、技術提案などの進出を数値化いたしまして、その評価値が最も高いものを落札者と

するものでございます。 

続きまして、入札の経過でございますが、去る８月 13 日に総合評価落札方式一般競争入札の

公告を行いまして、30 日間の検討期間を確保した上で、９月 26 日を提出期限といたしたとこ

ろでございます。その結果、５社から入札説明書及び発注仕様書等の配布申し込みがあったと

ころでございますが、結果的にクボタ環境サービス株式会社１社のみの参加表明でございまし

た。技術提案書及び見積設計書図書等の受付を行ったところでございます。 

この参加表明を受けまして、９月 28 日に大学で専門分野の教授を中心といたします学識経験

者や有識者で構成いたします、白老町総合評価審査委員会を開催いたしまして、最終評価を行

ったところでございます。 

さらに、15 日に契約等審議委員会において評価結果を報告して、承認されたことから翌日の

16 日に入札を行ってございます。 

落札率でございますが、予定価格 13 億 6,585 万 2,000 円に対しまして、落札額が 13 億 5,975

万円でございます。落札率は 99.5％となってございます。 

その翌日でございますが、入札結果につきまして、総合評価審査委員会に意見聴取をいたし

ましてご承認されたことから、落札を決定いたしたところでございます。以上で説明を終わら

せていただきます。 

○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、12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） はい、12 番、松田です。ただ今の白老バイオマス燃料化施設建設工

事の議案の説明を受けまして、私はこのバイオマスのこの工事に対しましてはですね、白老の

町が考える地球環境に対する環境、それからごみを資源化してですね、有効に使う。このこと

は、私は大変大切なことだし、良いことだなと思います。 

 何点か質問があるのですが、私はこの、今日の臨時議会はですね、町長も再選とはいえ、新

しい町長です。それから、議会はですね、私も含めた新人が３人おります。 

 それで、13 億 5,975 万円。こういう大きな金額でありながらですね、説明も受けていないこ

の今いる議員がですね、どう判断するのか。私はそういうことから言って、私は判断できませ

ん。言うなれば、いきなり今日配布されてですね 13 億 5,975 万円のこの大きな金額。それから

白老の今、財政状況。大変厳しい財政状況の中でですね、やや分からないけれども手を挙げて



きたよ、こういうことには私はなりません。 

 そういうことから言ってですね、まず１点目は、この議案はですね、新しい議員にきちっと

説明した後に出すべきではないのかなと。まずこれが、まず１点です。 

 私はバイオマス計画を新聞で知ったのがだいたい５月の 20 何日だったかな。25 日かな。北

海道新聞で。そのとき初めて知りました、町民の一人として。その前に知り得たのは日本製紙

がボイラーを替えるのだと。石炭７割のごみ３割のボイラーが付け替えるのだと。こういうお

話を聞いておりました。 

 しかしながらまさかですね、白老のこのごみがですね、あそこでバイオの工場としてですね、

運転されるとは、まだ夢にも思っていなかったのです。 

 そして、この事業にはですね、様々なあれがありますね。まず、日本製紙はですね、こう言

っていますね、新聞紙上なのですけれども、石油が高騰して、それからチップや古紙も随分値

段が上がってきたと。経営的にもですね、大変厳しくなってきたのだね。この新しい石炭とで

すね、それからごみとやるボイラーを付け替えるのは。 

 そうやって、経営の安定を図ると。これが日本製紙の、これも北海道新聞なのですが、昨年

の５月頃ですね、日本製紙工場長の倉田さんが新聞で言っております。それは、その頃は日本

製紙白老のごみを焼くとか焼かないの問題ではありません。 

 そういう改善をしないと、今の業界は生き残れないのだと。これが１点ありました。 

 それから、もう１点はですね、登別市ですね。登別市はですね、この今白老のごみを受け入

れていただいているのですが、登別市はこれは、白老がダイオキシン問題でですね、困ってい

る。どうにもならない。そんなことでですね、北海道が中に入って、そして白老のごみを何と

か頼むよと。ちょうど登別市はですね、大気汚染法を平成９年、大気汚染法がですね、新大気

汚染法が変わって、14 年の２月からはですね、新しい大気汚染法、言うなればダイオキシンを

0.1ng 以下にする施設でなければ、それから 100ｔ以上のですね、炉の施設でなければ補助金は

出さない。それから 0.1ng 以下にしないと補助金は出さない。この法律が大気汚染法が９年に

できて、14 年の 12 月からそうでなければだめだよと。 

こういうこともあってですね、白老町は 80ng 以下の施設であったものですから、これはダイ

オキシンのこの大気汚染法に合わないということでですね、これが私は、私も副議長をやって

おりましたが、これが登別市の受け入れた、お願いした経過なのですね。こういうことが一つ

ある。 

 それからもう一つはですね、わが町の白老。これはただ今言った地球環境の問題もあるし、

それから財政事情の問題もあった。この三者三様のですね、思いがつながったからこの施設が

できたのかなと思うのですが、その辺の白老町のですね、本当のこの施設を何のためにつくっ

たのか。このことをお聞きしたいわけなのです。 

 それからですね、大きく分けてそういう３点があるのですが、白老のごみはですね、日 30ｔ

ぐらい出ているわけなのですね。それで、今日本製紙の工場に、今登別市から移し変えるとい

うのですが、私はこの日本製紙の他人の敷地内にですね、なぜ白老町があそこに工場を作るの



か。しかも、14 億円余りの金を投入してですね、なぜ作るのか。 

このことが私は町民の一人として、それからもう一つは、そのことによってですね、我々の

日本製紙の煙突の下で、北吉原の住民は住んでおります。その方々にですね、煤煙の問題もあ

ったのですが、なぜその説明責任をきちっとですね、住民に周知されないのか。 

 確かに、説明はいっぱいしました。これはですね、私が６月 30 日に三國谷副町長にお電話し

ましたよね。こういう問題が、新聞で見たけど説明してくださいと。それで、三國谷副町長は

すぐしますよと言ったけども、長引いて長引いて説明がなくて、私は町の生活環境課に説明を

求めたら、８月の 27 日には北吉原地区で説明があったのです。 

 その程度の説明があっただけでですね、この施設のですね、この環境問題。この辺の説明と

ですね、もう１回きちっとこの場でしてもらいたいと思う。まだ３問あるから、今もうちょっ

と整理してお話しますけど。まずこれまで。 

○議長（堀部登志雄君） はい、煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） お答えいたします。言われるとおり、選挙が終わりまして、新議員

さんに対しては初めてのというような期間になるわけでございますけども、町の方としてはで

すね、この案件につきましては、去年からですね、具体的にこの事業について、議会の方にも

ご説明申し上げ、それから各地域の中のいろいろな環境のフォーラムだとか、懇談会の中にも

ですね、このような町の取り組みを説明しております。 

 また、広報についてもですね、やはり特集を組んで、このバイオマスの関係についてご説明

をしていたということで、それなりのですね、やはり大きな事案でございますので、町民の方

に説明をするということで取り組んできたということでございます。 

 そういう中で、やはり最終的には議会の方の予算付けとか何かの中でもですね、説明をして、

新議員さんたちは当然入っていませんでしたけども、前議員さんの中ではですね、ご説明を申

し上げて、理解をいただいて、そして予算措置についても理解をしていただいたということで

進んでおります。 

 ただ、今言われますように、改めてその新しい新議員さんたちがですね、この内容について

もう少し把握したいということであればですね、当然こちらの方もそのような形で持っていき

たいと。 

 ただ、今までの流れの中で、町の方である程度十分な、というところまでいきませんけども、

ある程度のところまで、この説明をして、理解をいただいたというふうに思っております。 

 そして、その辺のことからですね、やはりある程度具体的になってきましたので、地域に対

しての説明会というふうに持っていきまして、８月の 27 日ですか、北吉原地区で説明会を開い

たと。その中で、私どもの方で説明した中で、今これからこの事業については実証実験もあり

まして、具体的な数字等もこれから出てきます。そういう面で、やはりそれが出てきた２月、

３月ぐらいにですね、もう１回その具体的な数字を持って、地域の方に出向いていきまして、

地域の皆様にご説明をしたいというような考えで、今のところはおりますので。やはり、地域

の皆様のご理解をいただいた中で、進めていきたいという基本的な考え方については変わって



おりません。 

 まず１点目はそのことでございます。 

 それから、２点目の日本製紙の石炭油の関係で、ご説明、ボイラーの関係ですね。高圧ボイ

ラーの関係でご質問がありましたけれども、町の方のこの計画というのは、その日本製紙の高

圧ボイラーよりも以前に計画を立案しております。たまたま高圧ボイラーが、ちょうどその時

期的にびたっと合ったということで、町の方ではですね、この計画の案については固形燃料を

やって、有効的に活用してきて、それからごみの処分量も少なくなってということで、取り組

み始めたものでありましてですね、当初は日本製紙の方との関わりの中で始まったものではな

いということで、ご説明申し上げたいと思います。 

 それから、日本製紙の敷地に作ることについてのご質問でございます。これから、内容的に

はですね、質問の中でもお答えしたいと思うのですけども、この事業の中身と言いますのは、

やはりその固形燃料にするために、電気だとか、水蒸気だとか、蒸気だとか、そういうものが

必要になってきます。そういう面で、この施設をですね、やはり安定的に運営していくために

は少しでもそのコストを下げるということを、やっぱり私どもの方としては念頭に置きまして、

それであればどういう形がいいかということになりまして、十分なエネルギーを確保されて、

安定価格等も含めてですね、運営の安定が図れるのは日本製紙構内の中に置いてやるというよ

うなことの発想の下で行った話でありまして、もしそうでなければ、そのエネルギーだとか電

気だとかいうものも、新たに設備として設けなければこのバイオマスのエネルギーの施設とい

うのは非常に膨大な金になります。 

 そういう面で有利だと判断しまして、そのような形で事業化をしてい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、12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） はい、12 番、松田です。先ほど私が言ったのはね、後から説明する

しないの問題ではないのだよね。我々今ね、ここで、言うなれば賛否を問われるわけだよね。

いいですか、悪いですかって。この判断はできないといっているのですよ、私は。できない。 

 だから、できないというのは分からないからそうしたらね。賛否をしないで帰りましたでは

通りません。私は議員ですから。やっぱりきちっとした議案は、自分の判断できちっと持ち帰

ってですね、やっぱり町民にきちっと、13 億 5,975 万円、こういう大きな金額ですから。そん

なあやふやのね、話で町民に伝えるわけにはいきませんから。もう１回ですね、この議案をま

ず、私はこれ議案に賛成しているのではないのですよ。きちんとした説明もできないで、どう

して判断できるのですかって、こう言っているのですよ。 

 ですから、後から説明するとか、そんな問題ではないのですよ。もうちょっとそこ、お聞か

せ願いたいと思います。 

 それから、日本製紙のこの工場の中になぜ建てたのかって。私は、今説明を受けてですね、

電気の問題や熱量の問題でそうしたのだというお話でありました。そのことは分かるのですが、

だけど最初はね、先ほど副町長の言ったのは、日本製紙が求めたのではないのだと。町がまず



考えたのだって言いましたよね。考えたときからそれでは、日本製紙の敷地内に建てるって決

めていたのですか。私の聞きたいのは。先ほどそう言いましたよね。だけど、ここのところの

部分ももう少ししっかりとお聞きしたいと思います。 

 それから、私はですね、このバイオマスの計画をちょっとしか見ていないのですが、15 年の

計画の中で８億円余り財政効果があると。こう言っています。私は本当にあるかどうか、これ

は分かりませんが、私だったらですね、工場もですね、それから管理も、それからもちろん働

く人もですね、すべて日本製紙に任せて、ごみだけを供給してやる。そしてですね、今のまま

でいくと、公害問題がまず出たらですね、これから出たら、どちらの責任になるのですか。こ

れがまず１点。 

 それから、私であればですね、この先ほど言ったごみだけ供給して、管理も施設もみんな建

ててもらったところに、そして契約するとかね、町の考えることではないかなと。日本製紙は

ですね、このバイオマスと石炭とやることによってですよ、これは新聞なのですけど、１年間

に 20 億円ぐらいの経済効果があるといっていますよね。新聞に書いています。北海道新聞の

12 月何日かの新聞に書いてあります。それから、釜石かどこかはもう、すでにやって 10 億円

ぐらいの効果は１年であるのだと。 

 そうであればですね、どうしてその 10 年間で８億円とかって言わないでですね、供給して１

億円ぐらいずつお金をもらいながらですね、日本製紙と、そしてこの地域の住んでいる町民と

ですね、譲ったり譲られたりね、助け合いながらしてこの環境問題も含めて考えていくのが、

私は筋ではないのかなと思うのですが。その辺の考え方はどうですか。 

 それからもう１点。先ほど言った登別市。登別市の市長さんはですね、上野市長さんは、こ

の白老町の広域ごみ処理するときにですね、大変悩んでですね、これから白老のためならって

やった。しかしながら今、この間新聞を見ると一方的に上野さんはですね、いやいや白老の財

政事情とはいえ、困ったものだと、こう言っていますね。 

 ですから、登別市はこれからあの施設をですね、単独でやっていかなければならないという

大きな悩みがあるようでありますが、その辺のお話し合いは十分にですね、なされているので

すか。私は心配するのは、来年市長選挙があって、上野さんは出ないと言っています。それで、

こうなったときにですね、登別市の私の知っている市議会議員何人かおりますけど、白老のご

みなんか絶対受けないって言っていますよ、これ公式の場ではないけれども。こういうことも

懸念されるのでね、やっぱりこの後処理、前処理。このことはですね、きちっとやっぱり責任

のある者と話し合ってですね、決めておかなければ大変なことになるのだと。私はこういう心

配があるものですから、こういう質問をしているのですよ。その辺の考え方を一つお聞きした

いと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） １点目の、初めてこの議案書を見て、この判断はできないというご

質問の内容だというふうに思いますけども、その件につきましては当然物理的に私の方から言

うのもおかしいのですけども、それはできないかなというふうに思っております。 



 ただ、行政としましてはですね、その継続性と言いますか、そういう形の中で従来よりもず

っとそのことについてはですね、議論をさせていただきまして、そしてようやくこの場面に来

て進むということになりましたので、そういう面では手続き上はですね、しっかりと踏んでい

るというふうに考え方を持っています。 

 ただ、もう１点はやはり、そういうふうに十分理解できない、分からない、内容が深く読め

ないということであれば、やっぱりそういう場面を持つ必要があるかなというふうには思って

おります。 

〔「ちょっと待ってよ。今議案を下げなければならないぐらいでしょう。 

それだったら。説明終わるまで、今日、今判断できるのかといっている 

のだから。私はできませんと言っているのだから。できるようにしてく 

ださいと言っているのだから。議員の一人として。判断できませんと言 

うの」と呼ぶ者あり〕 

○副町長（煤孫正美君） 町の方としてはですね、行政の継続性と言いますか、今まで従来の

中でご説明申し上げておりますので、その内容については議会の中で理解をいただいたという

ことでございますので、そういう意味では判断できるというような考え方で、今のところはお

ります。議会として判断できるのではないかなというふうに思っております。 

〔「先ほどから言っているのですよ。新人議員って言っているでしょう。 

新しい私たちが判断できないって、何回も聞いていないから言っている。 

議会のことを言っているのではないですよ。そうでしょう」と呼ぶ者あり〕 

○副町長（煤孫正美君） そういう意味では議員一人ひとりというよりも、議会としてのです

ね、説明の責任は私ども…。 

〔「我々は分からなくても、それはどうでもいいということですか」 

と呼ぶ者あり〕 

○副町長（煤孫正美君） いいえ。そういうことではないです。 

○議長（堀部登志雄君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時４６分 

 

再開 午後 ３時１１分 

○議長（堀部登志雄君） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） ただ今の議案第２号でございますが、本日の２号については撤回させ

ていただきます。 

なお、早い機会に議員になられた方に対してですね、ご説明いたしまして、そしてまた議案

として再提出という考え方でおります。 

 また、ちょっと登別の関係が出たのですが、隣の町の関係ですのでそのことについてだけ、

ちょっとご説明しておきたいと思います。 



 まず、副町長段階で何度か市の方に説明に行っております。そして私も市長さんに直接です

ね、１時間ほど説明の機会をいただきまして、ご理解をいただきました。 

また、その後、登別市議会と白老町議会がこう、交互にこうやっていますね。あれがたまた

ま白老町の方に議員の皆さんが、登別市議会が白老町に来る年度でございましたので、私の方

から、これ町の方の財政事情もあるのだということを、まずご説明申し上げまして、その他こ

の関係については市長なり副市長さんに直接、議会としても議論があるでしょうけど、うちの

事情は私が責任者でございますということから、もしご理解できないこと、聞きたいことがあ

るのであれば、どうぞ私のところに来ていただきたいと。私の方からまた詳しく説明しますと

いうことと、その後担当の方から今回のバイオマスの関係について、登別の市議会に説明申し

上げております。 

 登別の関係については、財政のこともございますので、そういう説明をさせていただきまし

た。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい。ただ今町長の方から前段の部分で撤回のお話がありました。 

 これについて、議会として了承することでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、説明をいただいたうえでまた再度議案としてあげていた

だくということにしたいと思います。 

 


