
 

◎議案第１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３、議案第１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１号をご説明いたします。 

議案第１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 26 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、契約の

保証金、契約の金額の 10 分の１以上の額。 

次に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、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。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もの

であります。 

４、工事範囲でございます。（1）土木建築工事。ア建築工事（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

建築電気設備工事。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、

必要に応じて実施する。）。（2）機械設備工事。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・計装設備でございます。ア電気設備。イ計装制御設備。ウ雑設備。（4）その他工事

でございますが、ア試運転。イといたしまして、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が、これらの図面につきましては、技術提案資料として

提出されたものを参考として添付しておりますので、あらかじめご了承願いたいと思います。 

１枚目の図１でございますが、全体配置図でございます。中央部の斜線部分で表示しており

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

てございます。 

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でございますが、フローシートでございます。 



次に図４が立面図となってございます。 

以上で図面の説明を終わらせていただきます。 

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い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、技術提案などの品質を数値化し、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

公告を行っております。30 日間の検討期間を確保した上で、９月の 26 日を提出期限といたし

ましたところ、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て、技術提案

書及び見積設計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する学識経験者や有

識者で構成する、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いたしまして、承認されたことか

ら翌日の 16 日入札を行ったところでございます。 

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

万円でございますので、落札率につきましては 99.5％となってございます。 

翌日、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、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ２番、前田です。ただ今議運の委員長から報告がありましたように、

私は 19 日、町から事業内容について概要を説明していただきました。まずはありがとうござい

ました。 

本件事業はですね、資源循環社会の構築という時代の趨勢から見てですね、政策的に私も理

解するものではあります。 

しかし、今町の危機的な財政状況下にあってですね、膨大な資金、すなわち税金を投入する

ことからもですね、事業が成功するためにも、また将来町の財政負担の足かせにならないため

にもですね、採算の収支試算が精度の高いものでなければならないと、私は考えております。 

そこで、９月の第３回定例会で引退しました吉田正利議員がですね、本件についても的確で



内容のある質問をされておりました。私は議事録を読ませていただきました。 

そう答弁の中で町長も、担当副町長もですね、この事業に対して不確定要素がまだあると、

こういうふうに答弁されておりました。 

私も説明を受けてですね、本来すべて理解すべきだったのですが、まだ理解されない部分が

ありますので、ここで何点か質問をさせていただきます。 

まず一つとして、ごみ処理事業の採算試算では 15 年間で約８億円強の効果があると強調され

ております。内容を見てみますと、これは登別市のクリンクルセンターで処理されているごみ

処理を、白老町がバイオマス燃料化施設で、自前でごみの処理をするという変換分としての経

費の差額分を主な効果額としているように見えますが、まずそれでよろしいかと。 

２点目、平成 21 年度からバイオマス燃料化施設が運営するとしておりますけれども、経営の

基本をなす工事敷地の賃貸料、電気、蒸気等のエネルギーの供給費、そして製品の引き取り価

格などが日本製紙の間でいまだに決定されていないと説明を受けました。 

これも９月の定例会で、吉田正利議員から指摘されておりますけれども、２カ月が過ぎても

いまだに決まっておりません。 

そこで一つとして、本来は燃料化施設建設事業の今日議案が上がりましたが、この提出され

る前に、今指摘しましたエネルギー供給コスト等がですね、日本製紙との間で決まっているの

が筋であり、事業の進め方と思われますが、その辺についての見解をお願いします。 

また、採算の試算を説明時にお聞きしましたが、それらについては提示されておりません。

たぶん価格が決まっていないからだと思います。このような状況下においてではですね、この

事業の成否の見通しについて私は判断できませんが、その点の見解についてお聞きします。 

３点目、公害の発生と公害協定についてでありますが、一つとして公害は発生しないのか。

ないと聞いておりますけれども、改めてお聞きします。 

発生が予測される場合は、その原因と対策、そして公害協定はいつ締結する予定になってい

るのか、この部分についてをお聞きします。 

○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） ご質問にお答えをいたします。まず、

ご質問は４点あったと思います。１点ずつお答えしたいと思います。 

 まず、登別市、ランニングコストではなくてイニシャルコストの部分のご質問だったと思い

ます。登別市の方に行っている部分を自前で、白老町でやるという一つの前提かどうかという

お話ですけれども、その通り、いわゆる可燃ごみ、燃えるごみについては白老町で自前でやる

という中でのいわゆるイニシャルコストとの差を算出したものでございます。まずこれが１点

目でございます。 

 それから、電気、蒸気等々のその部分でございますけれども、議案提出前確かにこれ、本年

３定議会でご質問いただきまして、それに答弁したとおりの部分からまだ変わっておりません。 

 それで、ランニングコストにつきましてはともかくイニシャルコストの中で 15 年間８億円と

いう部分、ご提示させていただいています。それを確保するためにも、ランニングコストのや



はり部分が重要でございますので、誠に申し訳ございませんけれども、単価につきましてです

ね、私どもが想定していたよりも日本製紙から提示されたのが高かったものですから、まだ調

整している部分でございます。 

 加えて、先週の 21 日に私の方で日本製紙の本社に行きまして、価格の面で実はまだ課題があ

ると、工場との開きがあるというご説明をしてございます。この中で、15 年間８億円を何とか

きちっといくようにですね、今計算している最中でございますので、ご理解をいただきたいと

思っております。これも採算性の部分、同じような答えになるかと思いますけれども、よろし

いでしょうか。 

 それで、４点目の公害防止協定の部分でございますけれども、これにつきましても、３定議

会の方でご答弁をさせていただきましたけれども、これにつきましては施設の稼動前に、きち

んと白老町と、それから施設の部分で特に関係があります日本製紙白老工場の間で、公害防止

協定の方を締結する予定でございます。 

 ともかく、公害防止協定の方につきましても、項目的にはまず大気の部分でございますね。

煤煙の問題、それから臭気の問題、これ悪臭でございます。それから、騒音、振動といった項

目につきましてですね、それぞれ環境基準がございますので、それを元に必ずその以下で施設

を運転すると。こういう項目の中でですね、締結をしたいと思います。 

 また、当然ながら施設が稼動している間に、いわゆるいろいろな不都合、事故等も当然懸念

されます。そういったものについての連絡体制ですとか、対処につきましても、その公害防止

協定の中でですね、きちんと整理をして、両者の間で協定を締結したいと考えております。以

上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ２番、前田です。２問目質問いたします。 

 ただ今答弁いただきました、15 年間で８億円ということでは、ペースで流すと年間 5,300 万

円程度の効果があると、こう試算されています。そこで、小さな具体的な項目については私述

べませんけれども、今後の展開によっては削減効果額が危険水域になる可能性も多分に予測さ

れると、私はそう思っています。 

 そこでですね、1 点としてですね、ごみ収集経費の委託業者の新規参入等も視野に入れた委

託費のコストや効率化についてまず検討したかと。 

 二つ目としては、一般廃棄物最終処分場の施設一辺倒でなくてですね、現時点では困難性も

ありますけれども、白老に多くの民間の処分場がありますけれども、これらをですね、利活用

する法的運用の検討かつ民間処分場を利用するためのコスト計算、比較などをしてですね、総

合的にごみ処理経費の削減をするための政策的な議論はされていたのかということでございま

す。 

 次に、今参事の方からですね、コストのことについてお話がありましたけれども、若干コス

トが高いので調整していると、こうお話されました。これはですね、エネルギー供給コストな

どの解決は、もう担当者レベルではないのですよ。すでに政治的にかつ経済的な行為として決



着、解決されていなければならないのです。ここまで長引いている要因。これについてですね、

実質の最高責任者である副町長の答弁を求めます。 

 今聞きますと 11 月 21 日、担当者が日本製紙を訪問していると言っていますけれども、たぶ

ん日程を見たら町長も行っているかと思いますけども、これは町長が行って話せる問題ではな

いのですよ。やっぱり副町長の段階でですね、整理されていなければならない問題なのです。 

 先ほど私も言ったように、政策的ではもう私も理解していますし、町長はそういう指示の中

でやっていると思いますけれども、２カ月も過ぎてですね、政治的な決着がされていない。あ

るいは経済行為としてこれから事業をしなければいけない部分がですね、いまだに決まってい

ないということはどういうことかということをお聞きします。 

 それと、今コストが決まっていないということになるとですね、今後の協議の推移や将来の

経済や経営環境、そして日本製紙の都合によってですね、固定燃料の原価割れが生じて、赤字

が予想されると思いますけれども、そのときの損益分岐点としての単価をいくらに設定してい

るのか。赤字が出た場合は、これは町費がまるまる補填するのか。まずその辺をお聞きします。

２点目はそれだけです。 

○議長（堀部登志雄君） はい、煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 私の方からお答えいたしたいと思います。１点目、２点目、３点目

と、委託費の関係と、それから民間処分場の関係と、それから日本製紙との交渉過程について

長引いていること、この３点にだというふうに思っています。 

 私の方からちょっと前段でお話します。確かにこのバイオマス燃料は、このバイオマス燃料

化施設を作ることによって、安定的な運営をするというようなことというのは、非常に最も大

事だというふうに思っております。 

 ただ、この事業の初めの考え方としてはやはり、環境の循環社会の形成だとか、それから白

老町の環境基本条例に基づいて、白老町の行政としての役割、民間としての役割、そういうも

のをトータル的に考えた中で始まった話であって、その中において安定経営っていうのは、そ

れは大事なことだというふうに思っております。 

 そういう大きい面からこの事業は出発したということで、まずご理解いただきたいと思いま

す。 

 この１点目のですね、バイオマス燃料化に伴ってごみの収集関係につきましては、当然これ

はそのことによってですね、これから見直しをかけていかなければならないだろうというふう

に思っております。 

 それからもう一つは、民間処分場のことについての検討についてのご質問でございますけれ

ども、これはやはり、ごみというのは住民生活に非常に密着しております。そういう面でです

ね、やはり絶対的に安定的なごみ処理という処分の仕方というのを、行政としてももっていな

ければならないと、それが義務ということでございます。 

 ただ、私が知っている範囲でお聞きしているのは、民間処分場の方はですね、やはり白老町

の全体のごみの処分量を考えたような建設条件ということにはなっておりません。当然、民間



企業で営業利益も当然考えなければならない状況ですので、当然その白老町以外のところも入

ってきますので、経済の状況によってはですね、大量に入ってくる可能性もあると。そういう

中で、やはり白老町としては白老町の住民生活を安定的に保つということになれば、やはり民

間企業にあまり頼らないで、白老町のごみ処理の計画の中で、このバイオマス施設を建設する

というのは、筋ではないかなというふうに、そういうふうに基本的には考えております。 

 それから、日本製紙の方との長引いている交渉につきましてはですね、先ほど山本参事もち

ょっとお話しましたけども、このバイオマス燃料化施設の建設工事というのは、先ほど説明し

ましたけども、総合評価方式という形になっています。 

ですから、今現在その施設そのものについてはですね、請け負ったクボタ環境サービスが、

自分たちのこの目的のためにですね、その効果を出すためにいろいろな図面等も作成している

という中で、そういう中でですね、ある程度の方向性が出た中で日本製紙と交渉すると。 

 ただ、事前に私も日本製紙の方に行っておりますけども、そういう中でですね、大まかな数

字の中では日本製紙とお話しておりますけども、そういうクボタ環境サービスの施設計画が明

確になった時点で、それらのことはしっかりと日本製紙と打ち合わせをして、協定を結んでい

きたいと。そういうふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

 今ちょっとお話しましたけども、黒字赤字ということにつきましてはですね、今言ったよう

に、クボタ環境サービスの方の建設の状況等、それから日本製紙のこれからの中でですね、打

ち合わせしていく中で、日本製紙さんもいろいろ幅を持っていただいております。そういう中

で、これから決めていきたいと思いますので、赤字割れを今この時点で起こすとか起こさない

とかっていうのは、ちょっと明確にお答えできませんので、もしそういう形になればですね、

さらに日本製紙さんとも内容について、決めていきたいということで、いろいろなそれは策が

あるというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ２番、前田です。３問目ですので、答弁簡潔にお願いします。 

 それで、今のですね、私イニシャルコスト、ランニングコストの件でお話をしましたけども、

クボタの建設状況と、何か調整、関係があるという言い方をしていますけども、これはあくま

でも経営上の問題で単価が決まってくる話であって、なぜクボタと関連があるのか、ちょっと

その辺僕は理解できないのですよ。 

 それともう１点、民間の最終処分場を使うという安定性。これは当然必要だと思います。私

はそういう発想ではなくてですね、視点を変えて、同じ処分場にかける金が今後出るというこ

とであればですね、民間がこれだけあるのですから、白老町の経済の活性化、民間活用すると

いう形の中でですね、もう少し視点を変えてですね、一歩踏み込んだ考え方を持っていただき

たいなと、こう思っています。 

 それとですね、それぞれ今の質問について、個々に正していけばですね、時間がありません

し、私も今日初めての質問ですので、これでそれ以上質問しませんけども、そういう部分一つ。 

それで最後にですね、私はこの説明を受けた後に、10 人ほどの町民の方とこの問題について懇



談会を開きました。来ていただきまして。そうすると、個々にこの事業についてですね、いろ

いろ考え、あるいは分からないというような事項をですね、具体的にお話された方もたくさん

おります。だけど、ここでは私はそれをいちいち挙げる問題ではないと思いますので、総体的

に言うとですね、町民の方はあまり理解しておりません。 

 そこで、財政危機の中でですね、これだけの大型プロジェクト事業であり、町としての説明

責任は私はあると思います。先ほど、吉田議員の答弁の中でもですね、地域から説明が求めら

れれば説明に行くということで答弁していますけれども、本来町長の姿勢はですね、情報の積

極的な開示と情報の共有による町づくりを標榜しております。その姿勢は変わっていないと思

います。 

 やはり、これだけの大型事業ですので、町が主体となってですね、町民説明会を開いて理解

を得てですね、これだけの効果のある、町民に還元される、あるいは環境に対応できる良い事

業なのだということをですね、やはりすべての方は理解されませんけれども、多くの方にです

ね、説明をし、理解を求めるのが行政の姿勢だと私は思います。 

 そこで、この問題をですね、町長がここで答弁する問題ではなくて、担当副町長としてね、

その仕事の進め方においてどういう考えを持っているのか。今後するのかしないのか、その辺

について答弁願います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） ご質問３点あったかと思うのですけども、そのバイオマス事業との

コストの関係で、クボタとの関連について、ちょっと理解をできないということと、それと民

間の処分場の考え方についてと。それから、今後の町民に対しての説明の方法と言いますか、

その考え方についてということで、３点だというふうに思っております。 

 クボタ環境サービスとの関係の中で、コストの関係なのですけども、先ほども若干言いまし

たけども、この発注の請負の仕方というのは総合評価方式でございますので、従来の公共事業

と違いまして、こちらの方が図面を書いて、これでやってくださいというような事業ではない

ということで、クボタさんの方は今その日本製紙の裏側の土地でですね、やはり自分たちのこ

のバイオマスの関係のより運営が安定して、コストを削減できるというようなことの、図面を

策定中でございますので、当然それが出来上がった時点で、具体的なコストの問題が出てくる

のではないかなと思うのです。 

 ただ、そんな大幅には出てこないと思いますけども、想定される範囲というのは先ほど図面

で出しました、技術提案の中ででていますけども、これで大幅には変わってこないと思います

けども、ただ変更は当然ありますということでございますので、そういう中で決まってくるも

のだというふうに思っております。 

 それからもう一つ、２点目の民間の考え方ですけども、これは先ほど言われましたように、

行政としてはですね、やはりこのごみの問題というのは大きな問題でございますので、責任を

持った中で対応すべきだという考え方でございます。 

 それともう一つ、やはりこれは民間企業がどうのこうのというわけではありませんけども、



やはり民間企業さんの方で、処分場でこう処分をしていくことによって、当然満杯になったと

きはですね、新たな造成になるのか、それから築堤のかさ上げになるのか、やはりそれ相当の

お金というのはかかるというふうに思っています。 

 そうなりますと、その中に町の方のごみが入るということになればですね、その都度やはり

そういうことで町の方は、財政的な負担も伴うことも予想されますので、それはどのような形

になるかというのは、ちょっと皆目見当がつきませんので、やはりその辺は、行政が責任を持

ってやるべきではないかなというふうに考えております。 

 それと、３点目の町民に対しての情報の説明の仕方でございますけども、これは地域の方に

はですね、改めてまたクボタ環境サービスさんの方向性が出たらもう一度２月ごろに説明をし

たいというふうに考えておりますけども、そういうお声があるということであればですね、や

はりこれから広報等を通して、それから町内会連合会ともちょっとご相談しましてですね、住

民の周知については考えてまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 前田議員の方からですね、質問があった件でございますが、まず私の

方も実は、21 日私も本社の方へ出向いて行ってまいりました。 

 その際にですね、私の方から言ったのはまず、今回のコストの関係でもございましたが、電

気、ボイラーについては限りなくですね、無償に近いような形で供給していただけないかとい

うお話をしてきてございます。 

 日本製紙の方も、この事業についてはかなり重く受け止めていただいておりまして、何しろ

我々もそうですが、全国で初めての方法でですね、固形燃料化するわけでございます。これが、

白老町が全国で初めてやって、紙パの工場がやりましたよと。当然環境というのはこれ、自治

体においても、企業においても大命題でございますので、企業としても積極的に協力したいし、

取り組みたいということでございます。 

 その中で、私が考えたのはですね、今回の事業では北海道大学、室蘭工業大学、北海道庁、

日本製紙、白老町、５者の産学官の連携によってですね、なされたものでありますが、これを、

実は一方では白老発信、北海道発信として出したいなと思っています。 

 ただ、その前提にはですね、前田議員がおっしゃるようにですね、コストが合わなければ、

これは当然ですね、出発できないものでございます。ですから、そのコストの部分については

限りなくですね、とにかく今以上に 15 年間で８億円以上に何とか出せないかという、実は考え

方で進めております。ですから、今のところは 15 年間で８億円と。 

私は、こういう事業はですね、日本製紙にもメリットがある。白老町にも、両方にメリット

があって初めて進むべきものだと思っております。 

 町というのは、働いている人が実は支えているというのはこれ、当然皆さんご承知でござい

ますが、先ほど大変な財政の状況と。財政にも貢献すると。そして、企業に設備投資していた

だいて、また、これによって企業がまた利益を上げたらまた、そこで雇用増も期待できるとい

う、これ町が成り立つ基本的なメカニズムと言いますか、その辺も当然考えながら、実は進め



ております。 

 いろいろですね、100％まだ納得できるような状況にはなっておりません。確かにですね。 

 ただ、これ相手方との交渉もございますが、今のところですね、今のところ 15 年間で８億円

の要するに財政効果を生み出すと。日本製紙もそれなりにですね、効果があるというのと、環

境に対して積極的に取り組んでいる企業というイメージも定着されます。 

 ですから、コストも良くなり、企業も良くなって、今の社会の大問題であります環境ＣＯ２

の削減の効果にもなるというねらいでございます。ですから、これからまだ日本製紙とのです

ね、議論の余地はだいぶございますが、その点については私が積極的にですね、工場の方と折

衝しながら、皆さんの納得いくような形でですね、進めたいと思っていますので、何とかご理

解いただきたいと思っています。 

○議長（堀部登志雄君） はい、他ございませんか。 

 はい、６番、鈴木宏征議員。 

○６番（鈴木宏征君） ２点ぐらい、ちょっと質問させていただきたいのですが、今担当者の

方の説明でですね、９月の 26 日までに５社の資料の申し込みがあって、最終的にはクボタさん

が１社、この出してこられたという説明なのですが、その出されたものを審査委員会ですか、

そこにかけて、そういう計画に対してですね、オーケーが出たのだと思うのですが、その後、

その１社に対して入札をした結果、99.5％という落札率で落札したという結果なのですが、こ

の５社の方がですね、資料を提出して、最終的には１社なのですが、この１社だけがですね、

最終的には参加されたというその結果なのですが、この結果をですね、どのように受け止めて

いるかということを一つ聞きたいなと思うのです。というのは、やっぱり今日本でも初めてと

いうのですか、そういう仕事ですので、なかなかそういうところに算入というのですか、今ま

でのノウハウを持って参入される会社というのはですね、なかなか今ないのかなということと

かですね、そういうことをどういうふうに考えて、含めてですね。どのようにその結果を受け

止めているかということと、前にも何回か入札制度のことで質問させていただいているのです

が、今白老の場合は事前にですね、入札金額ですね、提示しますよね。 

 それで、参加していただくという形なのですが、この入札の方法がですね、本当にどうなの

かという話をさせていただいて、いろいろ入札の方法があるので、その一番いい方法と言った

らおかしいのですが、それについてですね、これをやりながら今後考えていくという、検討し

ていくという話も受けておりました。 

 これ、何でそういうことを言うかといいますと、金額が大きくなればなるほどですね、その

0.1％と言ったって 13 億 5,000 万円の 0.1％って言いますと一千何百万円の差ですよね、この

落札率が 0.1％上がるか下がるかによって、そのぐらいの差が出てくるわけですよ。 

 今そのボールペン１本をですね、節約しながら仕事をしている中でですね、やっぱり競争の

原理っていうのですか、そういうものの中でやっぱり、町としては少しでも安く仕事をしてい

ただくという、そういう考え方がどうしてもなってしまいまして、そういう制度としてね、少

しでもそういう競争の原理を働かせてもらって、安い価格でですね、良いものをというのが、



どうしても思うものですから、そういう考え方の中で、今回の 99.5％っていう結果とですね、

今後そういう入札制度をですね、やっぱり検討していくという、検討しているのか、それとも

検討していくという考え方があるのかどうかということも、その二つちょっと、お聞きしたい

なと思うのですが。 

○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、私の方、

１点目のその５社、いわゆる発注仕様書を取りに来てですね、それで結果的に１社だったとい

うところの部分での感想と言いますかですね、私の方の受け止め方でございますけれども。 

まず、町の方で出したのが８月の 12 日の方で発注仕様書の部分ですとか、それから審査基準

の大まかな考え方ですとか、それから総合評価落札方式の考え方を示させてもらっております。

これは、掲示もいたしましたし、またホームページ上にも掲示をいたしました。 

 それで、その結果、発注仕様書等々の資料を取りに来たのは５社だった部分でございます。

その５社につきましてもですね、町としてやはりこの工事、特にバイオマス燃料化工事ってい

うのは、非常に複雑な形態をとります。ということは、化学反応をするような機械がございま

すし、それから従来のその廃棄物を固めたり、あるいは破砕したりという方法もとります。そ

れで水処理もあったり、これ悪臭対策で水処理もやるのですけれども、そういった複雑な機器

関係の分野もございますものですから、今回総合評価の部分をとりましたし、また、入札の参

加資格も３点ほど決めております。 

 それは、やはり清掃設備の工事業を持っている。それから、水道設備工事業を持っている。

それから、機械設備工事業を持っているという、この３点の条件を付けました。 

 それで５社、結局その発注仕様を取りに来たのですけれども、３点すべてについて要件を満

たしたのが４社だった部分でございます。従って、１社だけはその、確か水道設備だったと思

いますけれども、それがたまたま持っていなかったという部分があります。 

 言ってみれば、５社のうち４社はですね、技術提案はできたわけでございます。それで結果

として、たまたま今回の部分というのは、全国に先駆けたその高温化反応装置の中で、廃棄物

を改質するという部分も条件を設定してございます。それで、それに応えられたのが、たまた

まこの１社、クボタ環境だけだったというふうに考えております。 

 従いまして、５社のうち４社は間違いなく技術提案できた部分だろうと思っています。その

中で、役場というか白老町ですね、提示をした技術をできたのがこの１社だったという部分で

ございますので、その１社の中で、それは従来の最低価格の落札方式と違いますので、やはり

技術提案をきちっと見て、しかも予定価格の範囲だったということを確認いたして、それで審

査委員会の方でこういった結論が出たというふうに考えております。 

 従って、後は評価点につきましても、８割以上の得点をした部分でございます。評価の部分

についても、かなり細かい項目も、50 項目以上の項目について審査をいたしました。その中で

先生方の方からも、町議会の議員さんの方、あるいは町民の方の方にご説明しても、恥ずかし

いものではないという意見をもらいましたので、こういう形で決定をしたのだろうというふう



に考えております。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、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） 入札制度の関係でございますが、この事

前公表なのですが、予定価格の事前公表、130 万円以上の工事については、指名一般競争につ

いて行っております。 

 これにつきましてはですね、１社ということで随意契約でございまして、事前公表はしてお

りません。そういうふうな中で進めておりましてですね、こういうふうな 99.5％という結果に

なったということです。 

 ただ、今までの入札の状況を見ますとですね、事前公表をしたから落札率が高いかというこ

と、決してそういうことはありません。個々に下がるのもありますけど、全体的を見ますと、

要するに事前公表しない方が落札率は高いです。過去の例から言ってもですね、過去は 97 とか

98 だとかっていう落札率でございましたけど、要するに事前公表した後につきましては、数％、

96 だとか 97 に、現に下がっております。 

 そして、今現在は 94 ぐらいでだいたいこう推移しているのかなという形でございますので、

事前公表したから落札率が高いのだということは、そういうふうにはなりませんので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、６番、鈴木宏征議員。 

○６番（鈴木宏征君） 説明よく分かりました。 

 ただ、今の２点目のね、入札制度のことなのですが、今いろいろ入札制度も電子機器ですか、

そういうものを利用してですね、入札するとか、いろいろな方法がとられているところがあっ

て、そういう結果としてですね、かなり落札率が下がったという、そういう結果を得ているい

ろいろな町も、話も聞いております。 

 ぜひですね、ここ、今以前よりも下がったという、落札率が今回提示してですね、下がった

ということはよく分かるのですが、今分かりましたが、もっともっとですね、何か。だからい

いという話ではなくて、今後ですね、そういう部分については勉強していただいてですね、や

っぱりどれがいいという話がなかなかないのかもしれませんけども、やっぱり全国でもいろい

ろやっぱりこのことについてはですね、どこの町でもやっぱりひとつ大きな問題として抱えて

いる部分でございますので、ぜひそういう情報をとりながらですね、白老町も、今結果として

そういう結果になっているかもしれませんが、もっといい方法として何かあるものがあればで

すね、そういうものを導入するような検討をしていただきたいなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） これから検討してまいりたいと思います。 

 ただ一つですね、私の方からちょっとお答えしたいのは、ただこの入札金額の公示というこ

とはですね、ご承知のようにあまり地方とはですね、問題のないような、つまり中央官庁の中

でですね、談合問題だとか、それから入札に伴う問題だとか、そういうものから始まった話で

ありまして、だからといってですね、地方においてこの入札の予定価格を公示するというのは、



当初から私どもの方としてもですね、ちょっと問題が違うのではないかなというふうには思っ

ておりました。 

 そういう中でですね、国の方は先ほど説明しました総合評価落札方式なんていう新たな手法

をとりましてですね、金額ばかりではなくて、やはり技術面についてもですね、十分配慮した

中でこの公共事業の入札制度っていうのは作り上げなければならないだろうというふうに、方

針が出まして今こういうふうに進んでいるわけですけども、今後についてもですね、やはりこ

の方向性っていうのは強まるものであろうというふうに思っております。 

 ただ、私ども地方自治体にとってはですね、やはり地元産業の育成というものの大きな役目

もありますので、やはりその辺を見極めた中でですね、これから対処していきたいというふう

に考えておりますので、ご理解いただければというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今、同僚議員が質問されましたね、１点目のなぜ

１社なのかっていう部分なのですけど、その価格なのか、それとも技術なのか、それともまだ

今技術が動いている、初めてですからね。全国で。ですから、技術がまだ動いている、そうい

うことで入札に参加しなかったのか。 

 何か、１社っていうのは、非常にこう、一般的に受け止めた場合はね、すごくこう何と言う

のかな、何で１社なのだろうと。これだけの金額のものの仕事でね。何で１社しか参加しなか

ったのだろうっていう。 

 そういうところが残るのですけどね。そこら辺は、価格のなのか、技術なのか、技術が動い

ているからなのか。そういう点はどういうふうに捉えていますか。 

○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。その出してこ

なかったところに個別に聞いたわけではございませんけれども、思うに両方だろうと思います。

価格の面もあろうし、それから技術の面もあると思います。 

 それで、技術の面につきましては、おっしゃられるとおり、と言うか前からの議会の方にご

答弁させていただいておりますけれども、技術的にやはり、別に新しいわけではないのですけ

れども、たまたまこの施設自体はですね、５年、もう６年になりましょうかね。６年前からス

ーパーの方から出る生ごみ等々をですね、この機械で処理してございますので、現用処理して

おりますのでね。 

 別に機械としては新しくないわけでございますけれども、たまたま固形燃料に持ってきたと。

これ燃料に使ったというところがございますので、そういった部分を含めでですね、いろいろ

恐らくメーカー側の方で、応えられるものができるかどうかっていう部分も斟酌したうえでで

すね、技術面では多分なかなか難しいだろうという判断をしてでしょうし、あるいは価格って

言いますかですね、こちらで示している予定価格内でやるというのが、なかなか難しいという

ふうに考えたのだろうというふうに、想像はしております。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 



○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。多分そうだとは思うのです。 

 ただ、私が言っているのは、なぜそうなったのかっていう辺りが、例えば価格が低すぎるっ

ていうのかな。この価格では低すぎると。そして、技術的にはなかなかこう、クリアできない

部分があると。 

 それで、それがクリアできるのがクボタさんというところが１社だと。他のところはクリア

できないのだっていう辺りがね、どうしてそうなるのかっていう辺りが、それはもちろんその

町で聞いているわけではないから、分からないかもしれませんけれども。 

 そうなるとね、例えばその、白老のような仕組みで今後行っていくっていうようなところが

全国的にあるのかどうかというようなことが一つと、もう一つ、仕組みとしてまだ、仕組みっ

ていうか技術的な仕組みとして動いていく可能性があるのかどうか。もっと例えば発展してい

く可能性があるのかどうか。 

 そうなると、技術的に進歩していくとしたら、それとの対応を町としてはどのように考えて

いるかね。この契約の上でだよ。 

 ですから、そういうことがきちっとしていないと、その１社ということに対しての、何と言

うのかな、我々の不安も残るわけよ。何かこう、本当に技術的にこう浸透しているものなのか

どうか、全国的にね。それが本当に大丈夫なのかっていうようなところで、もちろん今までず

っと議論してきましたからね、中身としては私分かっていないわけではないのですよ。 

 それから、社会的に貢献できるっていう意味で言えばもう、ものすごく貢献できるわけです

から。そういう意味で言えば、ごみのその、最終的にどれだけ利用できるかというようなこと

を含めて二酸化炭素の削減率を含めて、ものすごく貢献できるっていうことは十分承知してい

ますよ。 

 ただ、そこら辺りが、１社っていうのがね、そこしかできないのかなってこう、思ってしま

うのですよ。そうすると、今後の中での技術的な発展があったときの対応はどうするのかなっ

ていうふうに思うのだけど。その点どうですか。 

○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。まずその技術

的に、言ってみればこの白老方式と簡単に呼ばさせていただきますけれども、これはいわゆる

全国の方で定着できるかどうかという部分については、間違いなく定着すると思います。 

 それで、今道内の市町村からもたくさん照会が来ておりますし、先日は千葉のある議員さん

も来られていますし、結構全国からも照会が来ております。 

 技術的には結局、ご説明をしておりますけれども、一般ごみ。特に一般の可燃ごみを燃料化

するという方式については、私はいろいろな意味で、廃棄物の減量化、それから処分場の延命

化という部分については、非常に効果的な技術だと思っております。 

 ところが、ご承知のとおり、今までは技術がいろいろな部分で未熟だった部分がありまして

ですね、事故があったと。それで 10 数年その部分については後退してきたわけでございます。

そういうところを比べて、この方式でいけばですね、白老町の方式でいけば、技術的には当然



いろいろな部分はクリアしてございますので、これは言ってみれば施設が稼動してですね、安

定的にできるということが分かれば、これは全国で当然定着はすると思います。 

 それで、似たような方式も実はあります。あるのですけれども、結局その温度体と、いわゆ

るその反応する温度の部分と、圧力の部分が全く違う部分でございます。それで考えられるの

は、500℃、600℃、いわゆる我々は、白老町の方は、炭素化と呼んでいますけれども、500℃、

600℃でやる方式もあります。これは炭化となります。 

 それで炭化の部分につきましては、いわゆる白老で入れる部分の機械は、亜臨界という機械

でございますけれども、500℃、600℃は超臨界になります。超臨界になってきますと、施設に

莫大にかかってしまいます。 

 それで、13 億円と今、今回こういった形での価格になってございますけれども、間違いなく

100 億円、150 億円いくと思います。 

 それで、方法としては考えられるものがありますけれども、イニシャルコストにも 10 倍ぐら

いの莫大なお金がかかってしまいますので、これについては普及はなかなか難しい部分でござ

います。 

 そういったものを含めて、こういった亜臨界のですね、反応領域でやっていく方式について

は、間違いなく普及すると思います。 

 言葉だけで大変申し訳ないのですけれども、私の方で当然調査しながらやってございます。

今までのその議会議論の中でもご説明はさせていただいておりますけれども、この技術につい

ては間違いなくいろいろなところで普及していくだろうというふうに感じております。以上で

ございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。そこまで分かりました。 

例えば、これからもうちょっと、この技術が進歩すると。進歩していくという部分が、今の

現時点で考えられるかどうか。 

 例えば、百何十億円もかけるという意味ではないですよ。僕が言っているのは。技術的に進

歩がしていくかどうか。そして、その仕組みとしてまだ動いて進歩していく状況であれば、そ

の技術的な、進んでいく進歩との差を、今作ろうとしているうちの施設でその差を、例えば改

善なり、組み入れなりができる状況になるのかどうかね。発展していく、まだまだこう技術的

に進んでいくとしたら、そこの部分で取り入れられるような仕組みの作り方なのかどうか。こ

の機械自体が。今回出ているものが。その点どうでしょうか。 

○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。技術的に、例

えば改善というのでしょうかね。そういったことにもつながると思いますけれども、それにつ

いてはある程度、例えば今私ども町の方で白老工場の方に、敷地に持っていったっていうのは、

やっぱりランニングコストの部分がやっぱり非常に重要だった部分でございます。 

 当然ながら、電気を例えば北電から買うと。それから、蒸気についても例えば重油で炊くと。



あるいは灯油で炊くという部分になってくると、当然ながら価格的に高いものになってしまう。

また、蒸気についてもやはり、ＣＯ２の削減という部分も一つありましてですね、できるだけ

自分のところで出した燃料で蒸気を得ていけば、エネルギーコストは当然変わってくるだろう

という部分も考えております。 

 従いまして、この技術的な部分でいけば、この今から導入する機械というのは非常に良いも

のだと思っていますので、さらにもっと改善できると言いますかね。進歩する部分というのは、

やはりその蒸気を作るための燃料ですね。そのコストを抑える方法を少し考えていきたいと思

っております。というのは、逆に今できた燃料については、日本製紙に出すわけでございます

けれども、白老町としては、それが目的でございますからやっていけばいい。 

 ただ、他の町村でもし導入するような部分がありましたらですね、できた製品を、例えば一

部は売るけれども、一部はそのボイラー用に使うとかですね。そういったその、進歩の形態っ

ていうのは考えられるものはあります。 

 そういうことで、先ほど言った超臨界と亜臨界の技術の差というのは、これはもう埋められ

るものではありません。 

 それで、当然ながら逆に、今までいわゆる超臨界っていうのは昔からあったのですけれども、

その事故例の多いですね、ＲＤＦ、いわゆる可燃ごみを使った燃料の部分。その真ん中と言い

ますかですね、そこのところで固形燃料という一つの方式を進める方式では多分これが一番良

いと思ってやっております。 

 それで、これをさらに進化させる部分というのは、今言ったようにランニングコストを抑え

る方式というのが、申し訳ないですけど、私の頭の中ではありますけれども、後廃棄物処理法

の問題もございますので、その辺も含めてですね、今後少し関係当局の方ともですね、詰めて

いきたいなと思っております。 

 それによって逆に言えば、私ども白老町がやる施設についてもですね、さらにコストが削減

できるような方法ができるだろうと思っています。 

 ただ、環境省の部分というのは、何か協議しても２年は間違いなくかかりますので、今すぐ

っていうのは分かりませんけれども、その辺の進化の過程、さらにこの施設の進化の過程とい

う部分については、そんなことが考えられると思っております。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 番です。このバイオマスのこの工事についてはですね、議

会委員会で随分、十分にお話されてきたと思いますし、今日もいろいろなお話の中でお聞きし

ました。 

 私はこのバイオマスのこの事業は大変良いことだなと思うし、それから今地球環境のＣＯ２

の問題。それから日本製紙はこのことでですね、経営がより安定するっていう考え方。それか

ら白老町がですね、投資的効果と言いますか、15 年で８億円余りの効果がある。こういう、先

ほど町長からもご説明がありました。 

 それで、私は先日この３人の新人がご説明を聞いたわけなのですが、この中でですね、ラン



ニングコストの問題、先ほどからお話されておりますし、前田議員からの先ほどの関連にもな

るかと思いますが、白老町は 15 年で８億円の投資的効果、財政効果があるってこう言いました。 

 しかしながら、先日の説明を聞きますとですね、人的投資ですね。人が働く分の、このコス

トがかかっていない。ランニングコストが。含まれていないって、こういう説明でした。 

 私はこのことで、よく考えてみますとですね、この間も質問したのですが、このマシンをで

すね、三交代で動かすのだと。そうして一交代がだいたい４人ぐらいだろうと。そうすると 12

人いりますね。予備の人も入れると 14 人ぐらいになるかもしれません。 

 例えですね、安く計算して一人 400 万円に計算しても、14 人なら 5,000 万円以上かかる。そ

れから 600 万円で計算するとですね、これはもう年間 8,000 万円ぐらいかかる。それで 15 年に

かけるとですね、600 万円なら十何億円かかるのですね。12 億円ぐらいかかる。このランニン

グコストのこの賃金分ですよ。それから 400 万円にしてもですね、７億円、８億円近くかかる。 

 そうすると、先ほどですね、町長が言っていたこの 15 年でですね、投資効果が８億円ぐらい

あるのだっていうことは、入っていないですからこれで消えてしまうわけですね。消えてしま

します。 

 町民にはですね、この計画書の中で 15 年で８億円ぐらいの効果がありますよと。このように

町民に周知していますね。それで、私たちに説明したのは、この人間の分、人の働く分は入っ

ていない。こうなるとですね、先ほど言ったランニングコストにこれ加えるとですね、収支ゼ

ロではないですか。言うなれば。８億円はなおかかるのですよね。人の分は入っていないわけ

ですから。 

 こういうやっぱり、私はこの計画のですね、一番大事な部分が欠けているのではないかなと。

これが１点。これをどう説明するのか。 

 それからもう一つはですね、北吉原地区の住民にですね、環境影響評価調査っていうのがで

すね、まだやっていないっていう話ですね。 

 我々はですね、大昭和製紙から今日本製紙なのですけども、先ほど公害協定のお話もありま

したけれどもですね、我々が一番心配するのはですね、この投資効果ももちろん大事です。そ

れからＣＯ２のことももちろん大事です。 

 しかしながら、我々はですね、あの高い煙突のそばでですね、風向きによっては毎日ですね、

目で確認しながら、鼻で確認しながらですね、そしてその大気汚染の空気を吸っている、我々

住民なのですよ。 

 その住民にですね、きちっとしたこの環境影響評価調査っていうのをですね、事前にきちっ

とやってからですね、やっぱりこういう計画は成り立つのではないかなと思うのですが、その

辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

○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） １点目ですけれども、15 年で８億円と。その中には人件費関

係が含まれていないと。こういったご質問でございます。 

 まず、15 年で８億円の経費削減につきましてはですね、これは一般財源で８億円という形で



説明をさせていただきました。 

 それで、この人件費等につきましてはですね、指定管理者、あるいは委託をした中で約 9,000

万円、その業者の方に委託をします。この委託の金額はですね…。 

〔「年に 9,000 万円」と呼ぶ者あり〕 

○生活環境課長（目時廣行君） はい、年 9,000 万円です。約ですね。これにつきましては、

あくまでも可燃ごみを処理するための委託費用でございます。それ以外に、いろいろと収入が

ありますのでね、固形燃料を売却した収入と、これは委託あるいは指定管理者の業者の方にお

金が入ってきますので、その中で人件費あるいは処理費が含まれてくると。 

 こういう施設の収支計算についてはですね、今日本製紙のエネルギー、電気それから蒸気、

こういった単価がですね、どのぐらいになるのか。今調整をしている段階ですし、固形燃料に

ついても、どういった単価になるのか。これがきちっと決まった段階で全体のですね、収支が

出てくると。 

 これは今の見通しですが、赤字にならないように今計算を進めているところでございます。 

 それから、北吉原の住民に対してですね、事前にその環境影響調査をやってですね、知らせ

るべきだと。これについては、日本上下水道に委託を６月ですか、かけて、今現在ちょっと遅

れている段階で、今資料を収集している段階です。 

 これが集まりましたらですね、当然クボタ環境サービスの設計も併せて、住民の方々に説明

をする考えでおります。その辺ご理解をいただきたいと、このように思います。 

○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 番です。そうしたら、ランニングコストの中に人件費はこ

れ含まれているっていうことなのですか。ランニングコストの中に。 

 私が言っているのはですね、今ごみ処理４億 4,000 万円かかって、それから皆さんからいた

だくお金を除くと３億 6,600 万円だよね。だいたい１年にかかる。 

 それでこのバイオマス、この候補でやると、15 年でそれをやっていくとね、出入りしていく

とだいたい８億円が財政投資、投資的効果だね、まずあるのだと。 

 この間、先日の説明でね、私質問したのですけども、人件費は含まれているのかいってこう、

質問しましたよね。それであの時含まれていませんって言いましたよね。今の説明とそうした

ら、ちょっと合わないのではないのかな。先日は含まれていないって言うから、私はそのこと

で今質問したのだし、今は含まれているっていう言い方ですよね。そして、できだけ赤字にな

らないようにするっていう答弁だったのですが、この間の説明と随分違うなと思って私今再質

問したのです。 

 私は先ほどから言っているようにね、こういうＣＯ２の問題、それから日本製紙がいくら儲

けてもいいのですよ、このことでごみの付加価値を高めてやること。こんなんことに異論はな

いのです。 

 ただ、やっぱり投資的効果は８億円あるっていうのであればやっぱり町民に、やっぱり町民

はですね、北吉原で住民の説明会をしたときも、町民が最後にですね、頭に残るのは結局は公



害が出ませんよ、それから地球環境にもいいですよ、それから少し儲けますよと。日本製紙は

儲けますよと。こういうことで帰るわけですよね。理解して。 

 それで良かった良かったって言うのが町民なのですけども、しかしながらこの間の説明で聞

いたときに、ランニングコストの中の人件費は入っていないって言うものですから、それでは

今言った私の計算からこう言ったのですが、今目時課長に言うと年間 9,000 万円、そうすると

15 年であるといくらですか、13 億 5,000 万円ですか。だいたいこのぐらいの人件費がかかるわ

けですよね。この分は入っているのかって私聞いたのですよ。入っているようだけども、本当

なのですか、それ。 

○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） お答えいたします。先ほど説明を申したとおりですね、15 年

間で８億円というのはですね、一般会計で８億円削減できるということで、人件費の分は入っ

ていないという説明をいたしました。 

 それで、施設のですね、収支計算については別途資料がですね、添付されていなかったもの

ですから、ちょっと勘違いされたかというふうに思います。 

 なぜ資料が添付されなかったかというのはですね、何回も申し上げますけども、日本製紙と

の交渉、微調整の段階でございますので、その辺の資料は添付されておりませんでした。 

 それで、その資料の中にですね、当然人件費あるいはメンテナンスの費用、そういったもの、

それから収入ですね。そういうものを差っ引きして、どれだけの黒字が出るか、そういった計

算書をですね、日本製紙と交渉が決まり次第議員の皆さんに提示させていただくと。こういう

説明をしたかというふうに思います。 

 従いまして、何回も繰り返しますが、15 年間の８億円に対しては、あくまでも白老町がその

燃料化施設の指定管理者、あるいは委託を受けた業者の方に委託料として支払う分が九千何百

万円と。今登別市に１億 6,000 万円ぐらい支払いをしております。不燃ごみあるいは大型ごみ、

それと資源ごみですね。こういったものを外していきますと、約 4,900 万円年間。その分が節

減できます。 

こういったことを 15 年間でやりますと、約７億円ちょっと経費節減。それと、３年ごとにダ

イオキシンが 3,000 万円余分にかかってきます。それをトータルすると、約８億円が節減でき

ると。こういうようなことで説明をさせていただいておりますので、そんなことでですね、ち

ょっとこちらの説明の仕方がちょっと悪かったのかもしれませんが、今説明申し上げたとおり

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） 十分に分かりました。要はですね、私が言っているのは、トータル

の話を言っているのですね。投資的効果ってトータルの話なのです。今３億 6,600 万円かかっ

ている。それで、この今のこのバイオマスの施設をね、運転したときに１年間３億 6,600 万円

以下で終われば、それ以下で終わった残りが投資的効果ですから。 

 私はそのことを先ほどから言っているのです。 



 ですから、今の白老町の財政状況、それから約 14 億円ですね、大きなこのこういうときにで

すね、投資するわけですから、できればですね、今より支出を減らしてですね、そして安定的

なごみの処理のですね、事業ができれば私はこんな良いことはないと思いますし、それから萩

原さんがですね、わざわざ北海道からですね、この白老町に来て、この白老のごみ処理のため

に、このバイオのためにですね、本当に全神経を集中してですね、やっていることには非常に

感謝をしているのですが、いずれにしても、全国で初めて、北海道で初めて。こういう事業で

ありますから、できればですね、北海道からですね、もう少しお金を持ってくるぐらいですね、

やるべきではないかなと。国は２分の１ですから、北海道がですね、もう少しやっぱり白老の

この環境のためにですね、日本の環境のためですからこれ。このためにですね、北海道がもう

少しお金を出してもいいのではないかなってこう、私はこの計画を聞いたときから思っている

のですが、これは要望にいたします。できるだけそのようにしていただきたいなってこう、私

は思います。以上で終わります。 

○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、工事請負契約の締結について、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。 

                  〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 


