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平成１９年白老町産業建設常任委員会会議録 

 
平成１９年 ２月５日（月曜日）  

  開 会   午前１０時０５分  

  閉 会   午後 ０時３５分  

 

○所管事務調査 

 ・次世代型グリーンビジネスについて  

 

 

○出席委員（６名）  

 委員長     小 西 秀 延 君     副委員長    玉 井 昭 一 君 

 委 員     吉 田 正 利 君             氏 家 裕 治 君 

         斎 藤 征 信 君     議  長    堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（１名） 

委 員     中 出   正 君 

       

○説明の為出席した者の職氏名  

助  役    煤 孫 正 美 君    政策推進室長   二 瓶   充 君 

政策推進室参事 荻 原 康 政 君 

 

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局長   上坊寺 博 之 君      書   記   久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 
○委員長（小西秀延君） ただ今より、産業建設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ございませんか。  

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（小西秀延君） 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。  

 

◎所管事務調査 
○委員長（小西秀延君） 次に、本日の委員会の日程について事務局長から説明いたします。  

○事務局長（上坊寺博之君）  ご苦労様です。本日の産業建設常任委員会、所管事務調査といたし

まして次世代型グリーンビジネスについて、政策推進室になります。白老町バイオマスタウン構想

につきましての資料を事前に配布させてもらっておりますのでよろしく願いいたします。以上であ

ります。 

○委員長（小西秀延君） それでは、町側からの説明を求めます。二瓶室長。  

○政策推進室長（二瓶 充君） おはようございます。バイオマスタウン構想という部分、資料お

手元にいっていると思います。これまで政策推進室のほうの所管ですが、ごみ処理関係についての

経費が非常にかかっていると、皆さんもご存知のとおり４億円ちょっとかかっている部分がありま

す。これにつきまして、特に現在焼却処分だけしている部分のものにつきましても２億４～５千万

円かかっているという形の中で、白老町のバイオマスを利用した形の中で、新しい減量化の方法が

取組めないのかということで、道の職員を派遣してきている中でいろいろと取組んでまいりました。 

 これにつきましては課題もありまして、技術的なもの、資金的なもの、それから関係機関との関

係とかいろいろあります。そういう中で、一つ一つつぶしてきているというな状況です。現在のと

ころ、資金的な部分も含めた中でバイオマスタウン構想という部分を、農水省のほうへ提出いたし

ました。その関係の中で具体的な部分につきましては動き出していますので、その辺を特に中心に、

今日の委員会につきましてはご説明したいなというふうに考えています。  

 担当の萩原参事の方から説明差し上げます。よろしいでしょうか。  

○委員長（小西秀延君） 萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） それではお手元の資料、白老町バイオマスタウン構想について

ということでご説明をいたします。先般、１月 26 日に白老町産業連携地域活性化検討会の第３回

の総会があったわけでございますが、その際に町議会議員の方々も若干名ご出席されていた部分で

ございまして、それと内容的にはほとんど変わらないご説明になると思います。  

 もしそこにご出席された議員の方につきましては、同じ説明になるかと思いますが、その時にお

話したスライドを資料としてまとめたものであります。これに添いましてご説明いたします。  

 なお、１月 31 日に農林水産省のホームページの中に、１月 31 日分のバイオマスタウン構想の公

表分ということで、北海道からは白老町と帯広市がバイオマスタウン構想を策定して、これがイン
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ターネット上に載ってございます。  

 内容的には、農林水産省も各市町村から出されたもののフォーマットを決めてございまして、例

えばまちの概況ですとか、言ってみれば１次産業、２次産業の概況ですね。それから、いわゆるバ

イオマスをどんなものがあって、どのような目標数値を持って、どうやって利活用していくかとい

う農林水産省が決めたフォーマットがございます。これに添ってまとめたものがネット上に公表さ

れておりますけれども、今回委員の皆さんにご説明する資料と同一のものではございませんけれど

も、あくまでも今ご説明するものを元にしまして、農林水産省が決めたフォーマットに従って整理

したものでございます。  

 ですから、これからご説明するものが白老町のバイオマスタウン構想の基本的な考え方でござい

ます。それではご説明いたします。  

 資料は裏表になってございますので順次ご説明いたします。１ページ目でございます。下のほう

に白老町の特徴ということで、これは私が言うまでもなく委員の皆さんご承知だと思うのですけれ

ども、白老町につきましては本道の南西部、胆振支庁管内のほぼ中央に位置してございまして、南

北 26.4km、東西 28ｋｍ、海岸線 27.3ｋｍにわたり行政区域の面積は 425.75Ｋ㎡の広さを有して

ございます。総面積の約７割が森林、ほとんど国有林でございます。豊な森林を源とする大小の河

川が太平洋にいくつも注ぎ、その流域に市街地を形成しておると。本道の中では比較的緩やかな海

洋性気候でございまして、道内でも最も降雪量の少ない地域のひとつでございます。  

 こういった地域の中で、昭和 30 年代以降大企業の誘致、これは大昭和製紙でございますね。あ

るいは工業団地の造成、石山工業団地でございます。による企業誘致を進めながら地域産業の育成

に努めてきた結果、製紙産業・食品産業・農畜産業・水産業・観光産業・木材業・窯業・骨材採取

業等の一次・二次産業を有する特色ある成長を遂げてきた地域でございます。言ってみれば北海道

の縮図のような地域であると、こういうことがいえる白老町でございます。  

 続きまして、裏の２ページでございます。  

 白老町の中で廃棄物を取り巻く状況でございます。  

一般廃棄物 

・ 家庭系・事業系一般廃棄物は、隣町で中間処理された後、焼却灰・破砕後の不燃物・資源化処

理残渣を町内の一般廃棄物処分場で処理。 

・ ごみ処理経費は年々増加し、平成 17 年度はごみ 1 トン当たり約 48,000 円、年間４億円を超え

る経費が必要であり、財政的に大変厳しい状況にある。 

・ 町内の一般廃棄物処分場は平成 22 年頃に埋立終了予定となり、今後、新たな最終処分場の建設

が必要となる。 

産業廃棄物 

・ 各企業から排出される有用な副産物や既存施設の潜在能力に関する情報が共有されていない 

・ 各企業間における生産条件の変化を踏まえた環境面・経済面での効率的な連携が不足。  

下にいきまして環境面の動きでございます。  

白老町の取組み 
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 国は循環型社会の構築に向けた基本的枠組み法である循環型社会形成推進基本法や、個別の品目

につきましては、食品リサイクル法ですとか、個別リサイクル法、容器包装リサイクル法もそうで

すし、建設リサイクル法もそうです。そういった個別リサイクル法が整備されてきております。  

・ 平成１６年 ９月 白老町環境基本条例を制定  

・ 平成１６年１０月 しらおい環境のまち宣言  

・ 平成１８年 １月 白老町環境基本計画を策定（原計画：平成１０年１０月） 

・ 平成１８年 ３月 白老町ごみ処理基本計画を改訂（前計画：平成１１年１２月）  

とこういった、白老町における環境の取組があるということでございます。  

町内事業者の取組み 

 １月 26 日に第３回の総会を開きました白老町産業連携地域活性化検討会が平成 16 年 12 月に設

置されてございます。  

 設立の趣旨につきましては、町内に立地する異業種間のネットワークを軸として、製紙業界や建

設資材製造業者等の技術、優れた人材を活用し、地域のゼロエミッション化をコアとした地域経済

の継続的活性化を目指すと、こういった趣旨で設立されてございます。  

 次に３ページ目でございます。  

組織体制の整備 

 いろんな環境の動きを受けまして、白老町のほうでは平成 17 年５月に政策推進室を設置してご

ざいます。その中で、本テーマでございます環境と産業の連携（次世代型グリーンビジネスの政策

化）を重要施策テーマに位置付けた。  

 これの契機は、環境の取組に関する町民意識の高まり、町内事業者の自主的な組織的な取組とい

うところでございます。  

白老町の位置付け 

・ 国の位置付け 

北海道グリーンビジネス振興プログラム（北海道経済産業局）の「次世代型グリーンビジネス

道央ベルト構想」の地域拠点 

・ 道の位置付け 

北海道バイオマスネットワーク会議のモデル地域  

・ 産・学・官連携の位置付け 

去年の８月くらいに制定されたものですが、北大が提案したサスティナビリティ・ガバナンス・

プロジェクト（ＳＧＰ）のモデル地域  

プロジェクトの全体は、東京大学が核になってございます。東京大学が国内の国立大学にサステ

ィナビリティという観点からどんなプロジェクトがあるかを提案させたようでございまして、その

中で北海道大学はサスティナビリティ・ガバナンス・プロジェクト（ＳＧＰ）を提案したところ採

択されたという動きがございます。そこで、現在北海道内では、白老町と富良野市がモデル地域に

なっているということでございます。  

利活用に当たっての視点と課題でございます。  
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白老町の多様な産業構造は、バイオマス資源が豊富に腑存するため、バイオマスの利活用が地域

の特性を生かすことにつながるのではないかと考えております。  

・ 製紙産業：製紙スラッジ、木くず（チップダスト）  

・ 農畜産業：家畜排泄物  

・ 食品産業：食品加工廃棄物 

・ 水産業 ：水産加工廃棄物  

・ 木材業 ：木くず（バーク、おが粉）など 

こういったものが排出されまして、こういったバイオマスが多く賦存するということが言えます。 

利活用に当たっての課題というものがあるわけでありまして、どんな課題があるかということな

のですが、バイオマスの利活用というのは、堆肥化というのが一般的なのですね。  

つい最近新聞にも出ていましたが、石狩湾新港の地域の中で、国内最大級の堆肥化施設ができる

というような記事が出ておりましたけれども、それもやはりバイオマスなのですね。バイオマスと

いうのは利活用堆肥化というのが一般的でございまして、ほとんど他に技術的なものがないという

部分でございます。 

白老町でバイオマスを利活用するに当たりまして、ここの地域を考えた場合に、耕主農家ですと

か採草地が非常に少ないということがございます。ということは地域内利活用に限界が生じます。

当然、これ堆肥の場合につきましては、堆肥の製容量の制限値というのがございます。大体反当り

5 トン、最大で 5 トンでございます。そうなってくると１町大体 50 トンなのですね。それもあくま

でも最大値でございますから、そこの土壌条件、当然地層部が多いという地域になってくると２ト

ンとか３トンとかという形に減ってきます。また、いわゆる作物によって、２トン、３トンとかと

いう形で規定されているものもございますので、そうなると耕主農家は少ない。採草地がすくない。

ますます堆肥化では、地域内活用に限界が生じるということでございます。  

それと町の一般廃棄物処分場でございますけれども、残余年数が後５年程度というふうにいわれ

ております。当然、いろんな形で中間処理をしていくわけでございますけれども、その際に残渣量

というのは必ず出ます。どんな技術でも必ず残渣というのは出ます。そういったものを最小限にす

る必要性がある。残渣が出てしまうと当然最終処分場に持っていくわけですから、残余年数もない

ところにどんどん入れる訳にはいきませんので、やはり利活用に当たっては残渣量を最小限にする

必要があるのではないかということが言えます。  

家庭系・事業系一般廃棄物でございますけれども、バイオマス資源を組み合わせた新たな技術手

法の導入が必要であると。これやはり堆肥化ではなかなかうまくいかない地域ですから、何か新た

技術手法の導入が必要であるということでございます。 

続きまして４ページでございます。  

先ほどバイオマスの腑存量がたくさんあるというふうに申し上げましたけれども、どのくらいあ

るかというところを整理したものでございます。単位は t で表してございます。この部分につきま

しては現在農林水産省のバイオマスタウン構想の中にこの数字が出ております。  

まず、利活用できる廃棄物でございます。いわゆる廃棄物系バイオマスというものでございまし
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て、これは家畜排泄物が上げられる。賦存量どのくらいかというとバイオマス係数と言いまして、

牛・馬・豚、このへんをいわゆるバイオマス係数、どのくらいの糞尿が出るかというときに係数が

必要でございまして、そういったものを町にいる数に掛けていくと 12 万 5,813 トンという形にな

ります。12 万トン代まで賦存量、家畜糞尿が出るということでございまして、ある程度リサイクル

に廻っているのが 11 万 9,522 トンくらいだろうと。95％くらいは堆肥として廻っているだろうと

いうことが言えます。そうすると利用可能量は 6,291 トンくらいあるのではないだろうかとそんな

ふうに想定できます。  

水産系廃棄物、これは大体 325 トン出ております。これは登別で燃やしておりますので利活用は

されていないと。 

それから食品廃棄物 1,500 トンでございます。これも水産系と同じ理由で利活用がされていない

のではないかと考えております。  

生ごみ（一般廃棄物）これが 2,179 トン、これは白老町のほうで平成 16 年の夏ごろに、一般廃

棄物のごみの組成分析というのをやってございます。これは重量の部分と容積の部分でやっておる

のですが、その時の重量の部分で比率をかけたものでございまして、これでいくと 2,179 トンある

だろうと。ご存知の通りこれも焼却処理されておりますので、リサイクルという部分では入ってこ

ないというふうに思います。 

下水道汚泥でございます。これが 1,000 トン年間出ております。これも私が知る限りでは、苫小

牧のほうに集荷焼却処理しているということがございますので、この辺もそういうことがいえるの

かなというふうに思います。 

有機汚泥でございます。これについては日本製紙から出る製紙スラッジとそれから下水道の処理

施設から出る有機汚泥を足しこんだもので 9,580 トンでございます。製紙スラッジはとりあえず日

本製紙のほうでは電気事業法の燃料として届け出をされておりますので、これについては燃料に廻

っている分は 94％くらいあるだろうと。残り 580 トンは焼却処理されているので利活用可能な廃

棄物ではないかなと思っております。  

廃棄紙（産業廃棄物）でございます。これ 130 トン、産業廃棄物系の紙くずでございますね。こ

れもございます。 

一般廃棄物系の紙くず、これにつきましても 716 トン。これは町の組成分析から按分したもので

ございます。 

製材工場等残材、木材業から出る部分でございます。また日本製紙から出るチップダストも加え

ております。これは年間で 2 万 5,997 トンございます。これはそのうち家畜飼料とか堆肥に廻って

いるのが 2 万 5,396 トンございますので、601 トンくらいの可能量があるだろうと。 

建設発生木材、いわゆる建設系廃棄物というものでございます。これで大体 2,404 トンあると。

そのうち破砕されて家畜飼料に廻っているのが 1,060 トン、そうすると 1,344 トンくらいは可能だ

ろうというふうに思っております。  

木くず、これは一般系の廃棄物。家庭の庭木ですとかそういったところを剪定したときに出てく

る部分でございます。155 トンでございます。 
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あと、純粋にはバイオマスとはいえないのですけれども廃プラスチックですね。これが一般系で

1,300 トン、産業廃棄物で 1,000 トンという形のものもございます。  

未利用系廃棄物でございます。１点目が林地残材、山に行って除間伐とか行った場合に出る剪定

の枝でございます。これは、一般的には今までの風習・慣習、あるいは山の肥料というのでしょう

か、そういったもので山のほうへ放置というのは言葉が悪いのですが、置いてきているという部分

がございます。これで大体 1,771 トンございます。それから街路樹。これを剪定した際に出てくる

枝等ですね、360 トン。これについては 100％家畜飼料として廻っているというふうに聞いており

ます。このくらい町内にはバイオマスが賦存してございます。  

それでは、それぞれバイオマスの賦存料を踏まえた利活用のシステムでございますが、まず、こ

れだけ確かに出てございますので、  

・ 各種バイオマスの分布や賦存量を踏まえ、マテリアル利用技術の組み合わせによりシステムを

構築する。 

・ 利活用目標 

利活用できる資源は、全量利活用することを目標とする。  

システムの３つの柱 

第１：石炭代替燃料の製造・供給  

  全国的にも例のない技術を活用して日本製紙（株）白老工場に供給する石炭代替用固形燃料

を製造する。 

第２：有機質堆肥の製造、有機農園事業  

  家畜排泄物及び製紙スラッジを主体として有機質堆肥を製造し、農作物や花弁を栽培・収穫

する。 

第３：経由代替燃料の製造  

  使用済みてんぷら油をろ過精製し、ごみ収集車等の燃料に再利用する。  

こういった３つの柱を掲げております。  

続いて５ページでございます。そのうちの石炭代替燃料の製造・供給でございます。  

利活用技術導入の着眼点  

・ 中間処理するためのごみの分別を必要としないこと。  

理由：これあくまでも燃えるごみを対象としていますので、家庭から出る青い燃えるごみの袋

でございますけれども、それを回収したあとに、できるだけ更に分別することがないというこ

とが重要であろうと。その際に、分別なんかしますとそれに関わる人件費がかかると。それか

ら分別した際に、そこで残渣が出てしまうという問題があります。 

・ 家庭系・事業系一般廃棄物を燃料に変換するため、特に、塩素成分の処理は可能であること 

理由：議会でもお話してございますが、ボイラーの燃料とした場合、ボイラーの腐食となる老

朽化を早めるという問題があります。  

・ 中間処理後の残渣量が極めて少ないこと  

理由：一般廃棄物最終処分場の残余年数が 5 年程度であり、延命化が喫緊の課題となっている 
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・ ボイラー用燃料として資質が確保されていること  

理由：燃料を作って、これ店頭販売してはいけないと思っておりますので、あくまでも引き取

っていただけるところの基準に合わせて作らないと、物がきちんと廻っていきません。在庫量

ばかり増えてしまって、後で不法投棄などになると困りますので、出し先のほうの基準に合っ

た形で品質が確保されていることということでございます。  

炭素成分が維持されていなければ高位発熱量が確保できない。  

・ 中間処理技術の用途拡大が可能であること 

理由：利活用できるための機器整備をします。その時には燃料だけで機器整備をしますと、あ

とから堆肥にしたいとかほかのものに使いたいといったときに、また整備をしなければいけな

いということで、整備に係る費用が雪だるま式に膨らんでいるということが事実だということ

があります。ですから、１台機械を入れるといろんなものに用途拡大できないといい施設とは

いえないと思っておりますので、そういった利用拡大が十分可能であることということが重要

であると考えています。  

 6 ページ目でございます。 

利活用技術の検討 

 プラントの現地視察や各種文献・資料から利活用技術を選択した 

 選択した利活用技術  

・ 高温高圧（ＭＡＸ：235℃、30 気圧）でバイオマスを炭素化処理できる  

・ 生成物の乾燥も同一装置で行うことができる  

・ 回収したごみの分別を要せず反応装置に投入できる  

・ 処理中の排水処理及び臭気対策がシステムに組み込まれている  

バイオマス系を使った場合に、当然堆肥も水分が抜けますから当然水も出る。臭いもするという

部分でございますので、どんなバイオマス系につても同じことが言えます。そういった部分がきち

んと器機のシステムの中に組み込まれていると。システムの全容がちゃんと見えるということが重

要でございまして、そういったものを技術面からのメリットで考えますと、235℃、30 気圧、実は

水熱反応なんですけれども亜臨界という水熱反応でございます。亜臨界を越えていくと超臨界とい

うのがあるのですけれども、実は 374℃が亜臨界と超臨界の境目でございます。374℃までいかな

いでその範囲の下の場合が亜臨界、374℃を超えてくると超臨界と、科学的には言われている分野

でございます。 

技術面からのメリット  

・ 反応条件が亜臨界のため炭素分が保持されている  

あまり高い温度で、圧をかけたりしていきますと、ほとんど灰に近い状態になってしまうのです

ね。灰になってしまうと次に燃料として持っていくだけの熱量がありません。そういったこともご

ざいますので、235℃という温度は、きちんと燃料として製品ができるために適切な温度ではない

かということでございます。 

・ 生成物を乾燥するための施設等に要するコストが削減できる  
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・ 回収ごみの分別に要するコストが削減できる  

・ 反応装置本体及び周辺施設の全体像が確認できる  

という部分から、この施設はメリットがあるのではないかと考えております。 

実証試験の確認 

実証試験により生成物の成分分析を実施（平成１８年６月～７月） 

確認のポイント 

・ 生成物の成分がバイオマス燃料の受入基準値に適合するかどうか  

項目：高位発熱量、塩素、水分、灰分、窒素、硫黄など 

・ 反応後の残渣量がどの程度になるか  

試験結果 

・ 塩素以外受入基準地に適合すること  

塩素処理：塩素の含有割合を受入基準値に適合させるためには、固形成型する段階でさらに「木

くず」や「廃プラ類」の添加が必要であること  

・ 残渣率は２％程度であるが、さらに削減が可能であること  

残渣物：燃えないごみ（針金ハンガー、空き缶、電池）の混入がほとんどであり、炭素化物と

いうのは黒い粉上のものになって出てくるのですが、その中にそういった燃えないごみが入っ

てきていることが分かっています。さらに反応の機械から出てきた中で、例えばゴム系（ 長靴、

スニーカー、サンダルはここの町では燃えるごみとして処理されている）はそこのゴムに部分

が薄い形で残って出てきます。これが本当の意味での残渣といえると思います。ゴム系をどう

するかという問題なのですが、破砕すると燃料として使えます。出てきた反応できないゴム系

のものについては細かく破砕し、燃料の中に組み込んでいくと燃料として引き取ってもらうこ

とができますので、燃えるごみ、燃えないごみこれは町が定めているごみの分別にしたがって

きちんと分別してもらって、それからこの機械できちんと処理をして残ったゴムについて破砕

してさらに燃料として固形成型段階で添加するほとんど残渣というのは出ないのではないかと

いうふうに思っております。 

先ほど２％と申し上げましたが、きちんとリターンをかけてやるとほとんど出ないということ

が言えると考えております。 

７ページ目でございます。写真を交えてご説明をしたいと思います。  

７ページの上のほうですが、実証試験の概要でございます。  

左のほうでは、機械に投入した原材料のものを写真で現してございます。水産加工残渣、これは

町内の水産加工会社から出たものでございまして、発泡スチロールの箱の中に入っているのですが、

よく見てみるとアンコウでした。アンコウの肝ですとか内臓がこの発泡スチロールの箱の中に入っ

ていました。身の部分だけそいで、外側が残って、内蔵も残っていたという非常にもったいない使

い方をしていました。それを発泡スチロールの箱に入ったまま持ってきました。  

それから食品製造廃棄物ですけれども、これについてはダイエットクックから出ている野菜のく

ずでございます。芋だとかたまねぎだとか、ピーマンですとかそういったものが多かったですね。
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そういった野菜のくずと、それからライラックフーズから出てきた卵の殻と、ゆで卵みたいなもの

ですね。そういったものも集めてきております。  

それから家畜排泄物、牛糞でございます。和牛の糞でございます。 

それから家庭系一般廃棄物、これにつては美園団地のごみステーションからそのまま回収してき

たものでございます。そういったほかに製紙スラッジですとか、紙くず、木くず、おが粉でござい

ます。それから廃プラスチック類、こういったものを適量混ぜまして、右のほうに原材料投入とい

うことで、装置の中にも袋ごとどんどん投入していたという部分でございます。  

特に水産加工の廃棄物、さっき言ったアンコウの部分については、札幌から小樽まで運んじゃっ

たものですから、箱のままですと漏れてえらいことになってしまいますので、これを 40 リットル

の袋に中に入れ縛りまして、水が漏れないようにして、それをそのまま機械の中に投入してござい

ます。一切分別させてございません。また、家庭からの廃棄物についても、一切分別はしませんで

した。 

その原材料投入の写真の下に、黒い粉状になっていますがこういう形で反応物が出てきます。残

渣物でございます。残渣物も先ほどゴム系のものが多いといった部分でございますけれども、そこ

に見える長いベタッとしたものは、実はよく見るとサンダルのゴムの部分が薄く残っていると。こ

ういった形で出てきます。そんな形の実証実験を行ったということでございます。  

その下のほうに、そういったことを踏まえて、石炭代替用燃料化システムを考えたのですが、含

水率の高いもの、製紙スラッジ大体 60％弱の水分がございます。家畜排泄物、実験で使ったものが

大体 69％の水分でした。それから水産加工廃棄物、食品加工廃棄物、下水道汚泥は今 82％くらい

抽出されています。家庭系一般廃棄物、これは水分がどうなっているか分からないくらいばらつき

が多いです。そういったものは高温高圧反応装置に入れるというひとつの傾向ですね。  

含水率の低いもの、ある程度一定しているもの。製材工場等残材、これは大体木は 32、33％くら

いの水分で一定してございます。それから建設発生木材、これは一たん家屋なんかに使っている分

でございますから、結構乾燥もよくされています。そういった建設廃材ですね。それから木くず、

破棄紙、廃プラスチック類、そういった含水率の低いもの、含水率の一定しているものについては

二次破砕機、これは細かく破砕できる機械。そういった部分の系統で持っていくと。  

それから先ほど言いました林地残材ですね、これも大事なバイオマス系でございますので、町内

の業者のほうで、移動式の木材粉砕処理機というのがございます。ラウンドクルーザーで引っ張っ

ていって現地まで持っていくのですけれども、そういった移動式木材粉砕処理機がありますので、

その中でチップ化してしまうと。それを右上の減容成型機、これは固める機械です。この固める機

械で配合して固めてしまうと。固めて出てきたものが固形燃料です。真中にあるかりん糖状のもの

ですね。これは実際に実証試験でやったあとに、本当にできるかどうかということをサンプルで固

めてみたのですけれども、こういった塊になるということでございます。それを日本製紙に持って

行くというシステムでございます。  

それから８ページでございます。そのシステム化した事業による効果でございます。  

・ 残渣物を可燃物に分別することにより、一般廃棄物処分場の埋立量を 1,160 ? 程度削減できる
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と考えてございます。今、年平均 1,460 ? くらいあの処分場にいろんな物が入ってございます

ので、それを 1,160 ? 削減できるということは、残余年数は約３倍程度延命できると考えてお

ります。現在、処分場に入っているのをみますと、まず登別から戻ってくる焼却灰、道路清掃

ごみ、資源物残渣。資源物残渣というのは容器包装リサイクルの中のおそらく缶・びんなど、

ルートに乗らない残渣物という物が出てきます。そういった物が資源物残渣といいます。ごみ

が飛ばないように上から土をかける覆土でございます。大体そういった物が多いですけれど、

ある程度ごみが減りますので、当然覆土もいらなくなるという事が考えられますので、覆土、

資源物残渣、道路清掃ごみではなかろうかというふうに考えられております。 

・ 既存誘致企業の安定的な製品製造体制の維持及びさらなる新規企業の誘致を誘引することが可

能となる。特に食品系、水産系の部分につきましては後々の再資源化の部分というのは非常に

問題になっているので、やはり堆肥化がやれるとはいっても、堆肥の部分については上限値が

あると。まく時期も春と秋で時期も限られる。作ってもなかなかはけないという問題もある。

道内でできた堆肥と道外でできた堆肥の価格差が、道外物のほうが安くて流通が早いという問

題もあるので、なかなか堆肥化については自家処理というところ、自社の処理というところが

一般的になっていて難しいところがある。今回のような形で利活用できることにより、新たな

誘致企業を呼ぶようなひとつの要因として考えられるのではないかと考えている。  

・ 日本製紙の受入基準に適合する製品を供給することにより、安定的な物流ルートが維持された

新たな環境ビジネスを創出することが今後期待できる。 

・ 日本製紙が取り組んでいる新エネルギーボイラー地球温暖化対策に貢献できる。  

今後の計画 

・ 国の補助制度を活用して燃料化施設を整備し、ランニングコストの軽減化、生品物の搬送等の

簡略化を図るため日本製紙の構内に整備したい。  

・ 固形燃料の年間目標生産量を約１万トンに設定し、生産体制を充実させたい。 

次に第 2 の柱である有機質堆肥の製造・有機農園事業の関係でございます。９ページをお願いい

たします。ひとつのシステムの考え方を簡単に考えて、作り上げております。 

先ほど申しましたとおり、家畜排泄物と製紙スラッジを中心にと申し上げましたけれども、他に

堆肥の発生を促進するための添加物として食品製造残渣を考えております。そういったものを有機

質堆肥の製造のプラント、例えば高速堆肥施設ですとかあるいは発酵堆肥施設。発酵堆肥施設につ

きましては、実は社台にある家畜市場から出る、家畜市場のほうでは大体市場が終わりますと 40

? くらいでトンに換算すると 32 トンくらいになると思います。パドックのほうからそういった糞

尿が出てきます。それの利活用についていろいろ相談を受けておりましたので、それを使って堆肥

施設の中で堆肥にします。堆肥にしたものを農園に持っていくと。農園から出た農作物を例えば食

品製造業者さんのほうへ納入するとか、あるいは学校給食センターのほうに持って行くというふう

な、当然町民還元でございますけれども、そういった部分も考えられるだろうと。  

また、小中学校の子どもを考えていきますと、農園を使って言ってみれば環境学習のフィールド

としてもできるのではないかなと考えております。  
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堆肥にする原材料、食品残渣ですとかあるいは家畜排泄物、製紙スラッジにつきましてはいわゆ

る天ぷら油の再利用した車両で運搬することによりまして、いわゆる旅館・ホテル・飲食店から出

る天ぷら油を、今実際にやっておりますので、そういった旅館・ホテル・飲食店のほうにも農作物

という形で使えるものがあれば供給することによって、いってみればこの還元システムの中では、

ひとつの循環の輪ができるのではないかというふうに考えているわけでございます。  

続きまして、第３の柱の軽油代替燃料の製造でございます。10 ページをお願いいたします。  

ＳＶＯシステム 

ＳＶＯシステムの特徴  

・ 軽油でございます。軽油の車両に天ぷら油を精製したシステムに乗せることによりまして、軽

油と天ぷら精製油の２系統の燃料供給システムが出来上がります。いわゆるハイブリット式で

例えばガソリン車でいえばトヨタのプリウスがそうですけれども、電気とガソリンの 2 系統を

持ってございます。それを相互に切り替えることによって地球温暖化の防止という形にする車

両でございます。あれがご承知のとおりハイブリットでございます。ハイブリットと呼ばれる

のは燃料系統を２つ持ったものをハイブリットと呼んでおります。だとすると軽油と天ぷら油

の 2 つの系統を持ったものはいわゆるハイブリット方式のディーゼルエンジンシステムという

ことで定義づけられるのではないかと思っております。 

・ 天ぷら油を軽油代替燃料に活用した場合、冬期間このシステムでなくても最近ＢＤＦ方式だと

かいうものもいわれておりますが、必ず冬期間は凍結します。いわゆる「ドロッ」とした形で

「ガチッ」と固まるわけではないのです。けれどもかなり「ドロッ」ぽい状態ではエンジン内

を回りにくい形になってしまいます。特にＢＤＦ方式はいろんな添加物が入ってございます。

エステル反応とかグリセリン反応とかという形で余計な科学物資が入っているので固まりやす

い問題もあります。このＳＶＯシステムはそういった冬期間防止する為に車ラジエターから温

水パポンプを引きまして天ぷら油を入れているタンクを保温してございます。そういった形で

固まるのを防ぐという形でやっております。  

・ 特にごみ収集車パッカ―車でやりました。パッカ―車というのはレーダーを軽油で回していき

ます。他の軽油でも余計力がかかることになりますが、特にこの方式でやってもほとんど変わ

らないという形で聞いておりますので、その辺のことがきちんと判明しました。 

ＳＶＯシステム導入による効果 

・ カーボンニュートラルな燃料で地球温暖化防止に貢献できるなど、バイオマス等の循環資源を

環境に配慮した方法で運搬することができる。  

・ 酸性雨の原因とされている硫黄酸化物がほとんど排出されない。  

・ 気管支炎の原因とされている黒煙を軽油と比較して 30％程度削減できる。  

軽油代替燃料の製造方法  

・ ホテル、旅館、飲食店等の事業所から回収した廃食用油をろ過助剤（セルロース）を添加しな

がら 45℃で加熱後、ろ過バックでろ過し精製する。  

・ 精製した油は、ＳＶＯ（Ｓｔｒａｉｇｈｔ Ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ Ｏｉｌ）ディーゼルキッ
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トを搭載したディーゼル車の燃料として再利用する。  

最後に 11 ページでございます。そういったことを含めて今後の計画というところでございます。  

今後の計画 

環境教育と町民還元によるバイオディーゼル事業の展開 

・ 有機質堆肥を活用してふるさと農園の背後地に菜の花を作付け  

・ 町内の小中学校の生徒などにより菜の花から搾油  

・ 搾油した油は町民の家庭料理で活用  

・ 使用済みの油はろ過精製しごみ収集車の燃料に活用  

下の写真はそういったことを、菜の花事業イメージでございます。 

 ふるさと農園の背後地に１ｈａくらい土地があるのですが、これを先ほどの白老町産業連携地活

性化検討会のほうでお借りをしたという話を聞いておりますので、そういったものを含めて検討会

と協力しながら、菜の花の作付けを主体としたバイオレベル事業ということが、ひとつの展開とし

て考えられないかと考えております。  

 大体白老町のバイオマスタウン構想は以上でございまして、こういった考え方に基づきまして、

農林水産省のほうの白老町バイオマスタウン構想ができ上がっているということでございます。私

のほうからは以上でございます。  

○委員長（小西秀延君）  はい、それでは一たんここで委員会を閉じまして休憩をいたします。再

開を 11 時５分からといたします。 

 

休   憩 （午前１０時５３分）  

 

再   開 （午前１１時０７分）  

 

○委員長（小西秀延君） それでは休憩前に引き続きまして、委員会を再開します。  

 これから、今ご説明いただきましたバイオマスタウン構想についてご質問を受けますが、２段階

でご質問を受けていきたいと思います。まず、今ご説明いただきました構想についての質問、その

後にグリーンビジネス全体での質問ということで２段階でお受けいたします。 

 まずは構想についてご質問のある委員の方、どうぞお願いいたします。はい、吉田正利委員。  

○委員（吉田正利君）  今回のこの構想を聞きまして、非常に最新の技術を検討された素晴らしい

構想だと思うのであります。この構想につきまして、４、５点質問させていただきたいと思います。  

 第１点は、プラントの新技術の技術基盤は、バイオマスを消化するため、まとめて炭化装置と考

えればいいかどうか。それから、これらを製作するメーカーは国内に何社くらいあるのか。それか

ら国内のこれらの新技術を使った炭化装置を使ったプラントの実施例はどのくらいあるのか。これ

をちょっと願いしたいと思います。  

 ２点目でございますが、今回のこの実証試験の資料、すなわちバイオマスの量と種類を、７ペー

ジに載っておりますけれども、物量をどの程度実証実験に供与したのか、これをお知らせいただき
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たいと思います。 

３点目でございますが、実証試験の装置、それから試験装置の規模、それからこれをどこの場所

で今回の実証試験を行ったのか、これについてお知らせいただきたいと思います。  

 ４点目でございますが、４ページにありますバイオ資源量、白老町内から発生するバイオ資源量

で利用可能量が 1 万 9,472 トンあるわけでございます。これに対しまして日本製紙の受入量・使用

料が１万トンということで説明を受けたわけでございますけれども、これらの関係について原資供

給量と日本製紙に対する供給量のバランスの問題についてどうなのか、これについてお願いしたい

と思います。 

 最後の５点目でございますが、残渣の問題ではゴム系ということで先ほど説明を受けましたが、

白老町内で発生するバイオ関係の原資、すなわちいろんな種類のものがあると思うのですがゴム系

だけが残渣に影響するという考えでよろしいのかどうか。これらについてお願いしたいと思います。

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） 何点かご質問いただきまして、もしかすると漏れるかもしれま

せんので確認しながら説明していきたいと思います。  

 まず、プラントの技術が炭化装置かどうかというご質問ですね。これ実は、科学的世界で行きま

すと、炭化なのかもうひとつ上の炭素かのなのかという問題があるのですね。実は炭化というのは

廃棄物処理法の定義の中にもございます。ところが炭素化というのが廃棄物処理法の中の定義に入

っていないのですね。厳密に申し上げますとこれは炭素化というふうに呼ばれます。炭化となると

炭なのですよね。炭ではないのですね。ということがありますので現時点で厳密に申し上げますと

炭素化という形になるのですが、先ほど申し上げましたとおり廃棄物処理法、環境庁サイドのほう

の見解になってくると思うのですけれども、炭化なのか炭素化なのかといわれたときには、例えば

炭素化といったときに定義がないものですから、おそらく区分が難しいと思うのですね、実はそう

いうことを踏まえてどう表現するかといいますと、現時点では炭化でいいと思います。非常に今言

ったように技術的なものがまだ新しい技術なものですから、当然これ国に承認してもらって進めて

いく事業でございますので、そのときに「炭化か」と言われたときに「炭素化だ」という話しにな

ったときに、おそらく科学的な話をしてもなかなか難しいところがあるので、現時点では炭化とい

う形で私もご説明していこうと思っています。ある程度国のほうがきちんと定義づけになったとき

には、もしかしたら変わるかもしれません。現時点では炭化という形でご説明したいと思います。 

 それから国内の製作メーカーの部分でございますけれども、実は今道内を例にあげますと留萌市

で似たような施設がございます。実は、留萌の施設は 200℃の 20 気圧なのですね。今回実証試験

に用いたのは 235℃30 気圧です。ですから、温度も気圧も高くなってございます。なぜかというと

留萌の施設をパワーアップしたのがこの機械なのですね。なおかつ留萌の機械を見に行ったのです

けれども、いわゆる炭化するだけでの装置でした。できたものについては結構水分が含んでいまし

て、気になったのは臭いが結構するのです。水分が多いと臭いがします。これは有機物はすべてそ

うです。 
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 その水分を飛ばすというのですか、乾燥させるのに見てきたのですけれども、その施設の隣に大

きな言ってみればビニールハウス見たいな、堆肥で多分見られた方は分かると思うのですが、堆肥

舎というのは本当にガラス張りでビニールハウスの大きいやつなのですね。そういったところに持

っていって、そこで乾燥していました。ということで言ってみれば、炭化だけをやっていて乾燥ま

での行程がちょっとコストがかかるのかなというふうには感じました。  

 似たような機械があるかと言われればあります。道内では留萌にあります。ただ、言ったように

温度条件と気圧条件、それから乾燥条件、これが今回の新技術として使ったものとは、同じ考えで

でき上がっていますけれども、行程がちょっと違うと言うことがいえます。これは道内１つありま

す。 

 それからもうひとつは美唄にあります。美唄はこれと同じ機械です。この機械を美唄のほうは医

薬品メーカーが、医薬品というのは感染性廃棄物になってくるのですね。例えば病院で点滴をする

だとか、注射をするだとかといったときに血液が付着しますね。それは一般の袋に入れて出すとい

うのはなかなか難しいわけです。結局袋が破けて針が飛び出してそれを触ったりすると、そこで感

染症を起こしてしまいますのできちんとプラスチックのケースに入れて処理をします。  

 今までその処理が難しかったものですから、その箱に入ったまま処分場に行っていたのですけれ

ども、それを何とかならないかという形で医薬品メーカーが考えたそうで、この我々が使った技術

のプラントをそのまま持っていって、それでプラスチックに入ったケースごと完成性廃棄物で処理

しているというケースはあります。いってみれば美唄はこのプラントで使ったものと同じものが入

ってございます。 

 それからもう１点、全国を見たときにどうかという話しになりますと、正直言って気になったも

のですからいろいろ調べたのですが、大阪府に似たような機械があるのか、行ってみないと分から

ないところがあるのですけれども、同じようなこういう考え方で、あそこは塩素が多く含まれた有

機系の廃棄物があるのですね、その塩素の部分を燃やして処理するという形で、こういった亜臨界

の高温高圧の装置でやっていくという考え方があるらしいです。それはよく見ていません。定かで

はありません。温度条件が非常に高いようです。ネット上で見ただけなので 374℃、さっきいった

超臨界と亜臨界のぎりぎりまで温度を上げていってやっていくという考え方でやっているようで

す。今のところそれくらいです。ですから、道内２カ所と全国を見てみるとあるかないかははっき

りしないけれどもその考え方でやっていくというのが１ヶ所あると。大阪府については環境省と経

済省のエコタウンプランの事業としても認定されているようですから、今後整備はされていくとい

うふうに思われますけれども、あそこは燃料化ではなくて、大阪の方は最終処分場を港埋立施設を

作るという計画があるのですね。ですから、そこに塩素系の廃棄物をそのまま入れてしまうと環境

汚染が起こってしまうものですから、塩素のほうをこの装置できちんと処理をして、それで埋立処

分をしようというような形ででき上げているのがひとつあります。ですから、かなり温度が高いの

で、もしかすると先ほど言いましたとおり燃料として持っていくのが難しいので、あくまでも塩素

を燃やすという考え方生まれてきた技術ではないかというふうに思われます。今のところそれくら

いです。 
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 それからバイオマスの量とその部分なのでございますけれども、物量の部分ですね。これについ

ては、７ページにお示ししたとおりでございますけれども、こちらのほうの４ページのバイオマス

の賦存量でございますけれども、これは町外、白老町以外のものは一切カウントしてございません。 

白老町内からこれだけ出る量でございます。先ほど委員のほうで利活用可能量、多分合計をされた

と思うのですけれども、これが 1 万 9,000 で、日本製紙との需用供給のバランスの部分とが当然か

かってきますけれども、1 万 9,000 そのものを、自動的に日本製紙の量にはなりません。というの

は、この高温高圧反応装置に入れた段階で減容化というのが起きてしまうのですね。ですからその

段階で 1 万 9,000 のものが、今の私の試算でいくと大体固形燃料という形になったときに 1 万 1,000

トンから 1 万 2,000 トンくらいまでになります。  

 そうすると、その 1 万 9,000 何がしの部分については、その分だけ減容されると。いわゆる水分

とかが飛ぶわけですから、それで水分が少なくなるもので量もイコールにはならないということが

起きます。１万 1,000 トンから１万 2,000 トンの部分、日本製紙のことを含めますと、日本製紙さ

んのほうでは今 20 万トンのボイラーをつける計画でおります。そのうちの７割は石炭です。残り

３割のうち２割がこういった固形燃料で予定されているようです。 

 ですから７割が石炭で３割が木くずだとかバイオマス系の燃料なのですね。その３割のうちの２

割が固形燃料なのです。ＲＤＦだとかＲＰＦだとかという固形燃料です。そういう計算をすると大

体 1 万 2,000 トンくらいになるのですね。そうすると日本製紙のほうで現在予定されている量を考

えますと、今４ページで出ているバイオマスの賦存量をもとにして作っていくとちょうどいいくら

いの量が町の廃棄物で供給できるということがいえると思います。 

 それで、日本製紙さんこのあとどれくらい固形燃料を増やすかは分かりません。ただ、向こうで

聴取した割合と比較してみますと、ちょうど日本製紙さんのほうである程度予定している量を白老

町から発生する廃棄物を使って固形燃料として供給できるということが言えると思います。 

 実証試験の装置でございますけれども、場所でございますね。これについては、実験をした場所

は小樽市でございます。小樽市塩谷なのですね。塩谷河岸の近くなのですけれども、余市にスーパ

ーのチェーン店の本社がございまして、そこが小樽ですとか余市ですとかあるいは石狩市にも同じ

スーパーのチェーン店があったのですけれども、そこのスーパーから出ている惣菜類の消費期限切

れのものですとか、あるいは野菜のくずですとか、そういったものを処理をする機械としてこの装

置を導入しました。その機械が小樽市の塩谷にございます。そことお話をさせていただいて、そこ

の機械を使わせていただいたと。いわゆるちょうど作業の少ない時期を教えていただいて、それが

６～７月くらいだろうということの中でお願いいたしまして、この実験をしたということでござい

ます。  

 その時今回のバイオマスの賦存量を加えて、どれくらいの実験の量があったかといいますと、実

験は６パターン行いました。家庭系の廃棄物だけのパターンですとか、家庭系の廃棄物に廃プラを

入れたものですとか、あるいは水産系の廃棄物に製紙スラッジだとかあるいは紙くずと廃プラスチ

ックですとか、それから牛糞については、実は牛糞のデータがいろんな文献を調べたのですがなか

なかなくて、牛糞については調べたいことがあって、牛糞単体で１回行ったものと、牛糞に木くず
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と廃プラスチック混ぜてやったものとか、そういったパターンの組み合わせなのです。 

 １回のパターンで総量 750ｋｇに想定しました。それを割合をいろいろ、多分このくらいだろう

という形でやりました。机上でこのくらいでいけるのではないだろうかと。ただそのときに基本と

したのは、製紙スラッジには塩素調整剤を入れました。実は製紙スラッジが燃えると灰分が高いの

ですね。4１％くらいの灰分ですからボイラーで燃やしてしまうと、41％は灰になって出てくるの

ですよ。日本製紙自体は灰の量は大体 10％くらいと見ているので、そうすると単純に計算すると、

やはり製紙スラッジを入れた場合には 20％くらいの全体容量に対しての割合というのが積算でき

ると思うのですね。それをベースに置きまして例えば廃プラを 30％だとか、あと残りのものを 50％

を、20％、30％にやったとか、そんな形でやったものですから詳しい量という話しになりますと今

手元に数字がないものですから、持ってこないとなんともいえないのですが、そういった形でやっ

てきまして１パターン総量 750kg のものを６パターンやったと。それを３日間かけてやった部分で

ございます。 

これ反応装置そのものは非常に高い温度になってございますので、１回温度を落ち着けてしまわ

ないとならないものですから、１日にできるのは２パターンでした。当然１日８時間でございます

ので、そういった形で我々もそこのスーパーさんも全く初めてなものですから、そういう形で１日

２パターンをやって３日で６パターンをやった。その１回パターンあたりは 750kg という形で、あ

とは割合ごとに変えていったという形でやってございます。  

それから、ゴムの話しですね。ゴム系の話ですけれども、この装置、実験に使った高温高圧の反

応装置では最初からやはりゴム系については残るのではないかという話がありました。結局やって

みるとやはりゴム系については残ったというところですね。残り方が例えば靴の場合はそのまま出

てくるかなと思いましたが、やはり靴の外枠の部分はきれいに処理されたと。そのインソールのゴ

ムの部分もそのまま出てくるのかなと思ったら反応してかなり減って出てくるのですね。本当に薄

っぺらい形で出てくるので、やはり最初からゴムについてもしかするときちんと炭化できないので

はないかという話しはあったのですが、思ったよりもゴムについても反応がしてきたというふうな

ことが実験結果からいえると思いますし、いろんな家庭系の一般廃棄物は、美園団地のゴミをステ

ーションから集めたものをそのまま入れていますので、何が入っているかわからないという形でや

ったのですが、やはりさっきいいましたけれども燃えないごみがかなり入っていまして、それが非

常に多かったです。 

２％というのは重量ベースで２％くらいといったのですが、やはり金属類のものが多いのですね。

ハンガーですとか空き缶ですとか、それから１番多かったのは子どものおもちゃでしたね。女の子

がよく持っている金属製のアクセサリーですとか、男のお子さんが持っているアルミのミニカーで

すとか、そういったものが出てくるのですね。そういうものが重量のほとんどを占めてしまってい

るのでその辺を処理すると、最後に残ったのはゴムだけでしたので、ある程度残渣もほとんどでな

いということが言えるのではないかと先ほど申し上げたとおりの部分なのでございます。  

大体お答えしたかと思うのですけれども、あと何かありますでしょうか。  

○委員（吉田正利君）  国内でこの装置を生産できるメーカーが何社くらいあるか。 
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○政策推進室参事（萩原康政君） メーカーさんのほうは、今のところなかなか新しい技術なもの

ですから、今回実験をやりましたので、実験データに基づいて私が考えなくてはいけないのですけ

れども、例えば家庭系の一般廃棄物を含めて塩素も当然中性できなければなりませんので、そうい

ったものを提示して、どこができるのかっていうご質問を受けますと、１社か２社くらいではない

かなという気がします。  

 先ほど申し上げたとおり、なかなかほかに大阪のほうでもやっているかどうか分かりませんし、

あれは燃料といっても処分場に持っていく話なものですからね。やっているところは今ちょっとな

いものですから、おそらくその中で申し上げるとなると、やはり私たちがこういう塩素がちゃんと

調整できて、当然塩素もクリアしていない、クリアしないまでもやはり基準とした数字というのは

おさえたつもりですので、それに廃プラスチックとか木くずを入れて、塩素調整をして日本製紙の

基準に合わせるわけですから、当然大体このくらいの基準になる。例えば、塩素でいえば 0.8 代に

できるかというところが考えられれば、それに対応していいただける業者さんというのは、やはり

１社か２社ぐらいではないかなというふうに思われます。  

○委員長（小西秀延君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  炭素、炭化これどちらでもよろしいのでございますけれども、この処理過

程で発生する、要するに臭いについての考え方なのですが、現時点でお考えになっている消臭装置

について、これだけの物量をこなせる装置を、もしプラントを作ったとした場合に、完全に脱臭を

できる装置を考えることができると考えておりましょうか。  

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） 臭いについては当然私も一番気になるところでございます。実

は留萌の装置を見たときに臭いが気になったのですね。そこは、脱臭装置というか臭いをきちんと

処理できる装置をついておりませんでした。実は新聞にも載ったのですが、臭いの一番きつい鶏糞

を留萌市のその施設でやったようでございまして、周辺住民からだいぶ苦情がきまして、それで施

設を移転することになったそうです。これについては、聞く限りでは留萌市議会でもかなり問題に

なったという話を聞いておりますので、ですからこういった工業化をするときには臭いというのは

非常に注意しなければならない部分です。 

それを踏まえまして、今回の私どもの実験した装置なのですが、実は小樽にこの装置をつけて、

昨年くらいまでの間５年くらい操業、処理をしていたのです。臭いで周辺住民から一部苦情が、当

初はあったそうです。やはりそういった形であったものですから、臭いの部分をどうやったらある

程度消すことができるかということを、言ってみれば５年間かけて研究してきたのですね。この臭

いについては現在金属触媒という方法がございまして、その中で臭いが出たものについては触媒装

置にリターンをかけて、その中で処理をしているという部分でございます。  

したがって、この装置で、私も当然その場にいたわけですから、臭いをある程度確認したところ、

施設の中の場内は当然臭いはしますけれども、場外には、「なんだこれは」と気になる形で出ては

おりませんでした。それも当然私実験している間、最終日に小樽市の環境部の方がこられていまし

たけれども、「臭いについては外のほうは特に問題ないですね」という形を聞いております。  
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ですから、私だけではなくて、小樽市の環境部の方も同じように感じたのかなというふうに思っ

ておりますので、やはり 5 年間かけてある程度金属触媒で臭いをやる装置で、ある程度そこのとこ

ろはクリアできるのではないか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（小西秀延君） 他に。はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君）  ２点ほどお伺いしたいと思います。構想的な部分に関しては素晴らしい構

想なのだろうなと思って聞いておりましたけれども、もしこのプラントができて、なんでもそうだ

と思うのですけれど、これは完璧なものではないと僕は思うのです。炉であったり、そういったも

のが。このバックアップ体制というのは、例えばどういう考え方を持っておられるか１点お聞きし

たいと思うのです。 

 それから、こういった処理の仕方については多分いろんな文章の中にも出てきますけれど、おが

くずの需用というのがどんどん増えてくるような気がするのですね。多分近々進出を予定されてい

る企業の、牛をたくさん飼っていらっしゃる農家の方ですとか、牛の関係で進出されてくる企業の

方、独自でもって多分牛糞やなんかに関しては処理をしていると思います。そこには、大量なおが

くずなんかも必要になってくるのですよね。  

 いろんな農家の人の話を聞くと、そういったおがくずの入手が最近難しくなってきていると。そ

ういったところには影響してこないのかどうか。その２点についてお伺いしたいと思うのですけれ

ども。 

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） まずご質問、その器機のバックアップ体制の部分でございます。

委員ご指摘のとおり、機械装置というのは、機械でございますのでどんなときでもきちんとメンテ

ナンスをしないと、やはり何らかの形で必ず支障はきます。これはどんな装置でもそうだと思いま

す。仮に、先ほどご説明しました堆肥の部分で、発酵堆肥施設ございますね。こちらも結局機械で

はないので大丈夫かと思いきや、あれも結局堆肥にしますと臭素が出るのですね。そうすると、例

えばポリカーバーネートご承知だと思うのですけれども、ああいったプラスチック系で外枠を囲わ

ないと、結局鉄筋ですとか頑丈に作ればいいわけではないです。鉄であれば臭素でかなり錆がきま

して老朽化が早くなります。特に今回の機械は塩素を含んだ機械でございますから、もしプラント

を入れるという話しになれば、やはりきちんとそのプラントンメーカーのメンテナンス、これが非

常に重要でございます。  

 そういった体制の中で、今後どうなるか分かりませんけれども、施設を必要とするとなればです

ね、きちんとした形で技術者を配置して、それで１年に一ぺん塩素の影響をどのくらい受けている

のかというところを点検しながらやることが重要だと思います。  

 それからおが粉の需用の部分でございます。ご指摘のとおりおが粉というのは現時点でも、昔は

例えばバークですとか、チップくずですとか、ああいったものはいってみれば本当の廃棄物、結局

はけ先というのでしょうか、売れ先がなくて非常に困った副産物だったのですけれども、現在はあ

る程度有価で結構廻ってございます。これが、おそらく大きな農家さんが来るような事情があると

すればですね、かなりおが粉というのは、やはりどんどんどんどんお金がついて廻っていく代物に
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なりますので、いわゆる賦存量というのですかね、そういったものは足りなくなってくるというこ

とは当然想定されます。従いまして、今回私のほうで計画しました固形燃料についても、木くずは

使いますけれども、やはり大事なことは町内から発生するものをきちんとその物量を調べておいて、

計上していくことが重要だろうと思います。  

 特に今回は、例えばここは全道一の生椎茸の生産地でございまして、私こちらへきまして初めて

分かったのですけれども、椎茸の菌床というのはおが粉を水分で固めたものを使っているのですね。

あれが、実はなかなか刷け先がないという部分もございます。実は、少し１、２個もらって成分分

析をかけたのですけれども、燃料には最適だということが分かりました。特に塩素調整でも非常に

最適だということが分かりましたので、そういったものをきちんとどのくらいあるかということを

調べておくことですね。  

 それから、日本製紙さんのほうへお願いしているのですが、チップダスト、チップくずです。現

在は家畜飼料として購入されているところもあるようですけれども、やはり時期的に出る時期が決

まっているのですね。それも結構捌ききれないで残っているといったら失礼な言い方なのですけれ

ども、やはりその辺も私としては注目しているところでございますので、そういったものを積み上

げていくことですね。  

 それからせっかく、白老町産業連携地域活性化検討会の中にも木材業者さんに入っていただいて

いますので、そういった方たちにもご協力いただきながら、バークだとか木くず、特にバークは広

葉樹は出るけれども針葉樹は出ないという形があるんですね。そういった事情をきちんと確認した

上で使ってくる量を決めていっているわけでございますので、やはり言ってみれば町外のものを当

てにしているわけではございませんで、今後この事業を進めるに当たりまして、おさえるものはお

さえておりますので、ある程度今後とも問題なくいけるのではないかなというふうに考えておりま

す。 

○委員長（小西秀延君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  おがくずの件に関しては、本当に町内の農家さん、またそういったいろん

な企業の方、この連携といった部分ですかね。そういった説明も今後必要になってくる部分だと思

いますので、その辺はしっかりやっていただきたいなと思うのですけれども、そのバックアップ体

制についての部分でメンテナンスの重要性というのは、重要だという話も出ていました。  

 自分が思うに、例えば１万トンを目標に燃料化をしていきますよと。それというのは町内全体量

のごみの量に匹敵するわけですよね。となると、僕が心配するのは完結型で全部やってしまうので

はなくて、どこかに道をつけておかなければいけないのではないかと思うわけです。  

 ちょっと話し外れるかもしれませんが、白老町の下水道汚泥の有機部分のやつですけれども、例

えば苫小牧のある企業さんのほうで焼却処分をしてもらっています。でもそのうちの一部分は、町

内の企業さんで処分している。同じ町内から出るものであれば、苫小牧で処分ではなくて町内で処

分できるものは町内で処分しましょうと。でも 100％ではなくてそのうちのどのくらい。もしそこ

が受入できないときには、今までのそういった道というのをつけておかなければいけない部分があ

ると思う。広域的な連携というのは保っていかなければいけないような気がしたりもしますし、完
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結型ですべて白老町で出たもの白老町でという、メンテナンスでなんとかなりますというかたちだ

と、僕たちどうしても不安な部分があるのですよね。その辺についてもうちょっとこれからの計画

の中では、しっかり考えていかなければいけない部分じゃないのかなと思っているのですけれども、

その辺については今後の課題なのか。どう考えていらっしゃるのか、もう一度お伺いして終わりた

いと思います。 

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） お答えいたします。ご指摘ごもっともだと思います。今回高温

高圧反応装置で町内のごみをいってみれば燃料としてというのにつきましては、私としては相当な

覚悟を持ってやっているわけでございます。言ってみれば、走り出す時期がいつかはまだなんとも

言えませんけれども、走り出しますとやはり事業系・家庭系の一般廃棄物を主体にして考えている

わけですから、止めることはできません。失敗も許されません。そういうことを考えて当然装置も

塩素を受けるわけですから、当然構造的にもやはり塩素に強い特殊合板というのがあるわけですか

ら、そういったものをきちんとやはりやるときにはやっていただくということが重要でございます。 

 また、委員ご指摘のとおり町内の業者さんの中でも、町から出る副産物を有効利用してやってい

らっしゃるところがございますので、やはりそういったものが今どのくらいかというのは今手元の

中にないのですけれども、当然そういったものをおさえながら、やはり町内の業者さんの中でやっ

ておられることを否定しているわけではございませんので、それを前提において町として、量とし

ては先ほどご覧になっていただいたようにかなりな量です。積み上げていくと私もびっくりするく

らい多いようなものでございますので、まず家庭系・事業系一般廃棄物を主体にして燃料にする部

分、それから町内の業者さんのほうで、事業所さんのほうでいろんな取り組みをされている部分、

そういったものを複利的というのでしょうかね、組み合わせながらうまく連携を図りながらやって

いくことが重要でございますので、その辺は当然念頭におきながら今後進めていくことが重要であ

ろうと、このように考えております。  

○委員長（小西秀延君） はい、他にございますでしょうか。はい斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君）  私も２つばかり教えて欲しいのですが、残渣物の件が、いろいろ話があっ

たのですが、出てくるものは最終的にゴム系だとかそれから金属系が多いという話。そのほかにも

まだ残るものはいろんなものがあるのだろうと思うのですけれども、例えばゴムの場合に難しいの

だけれども、この裁断をして最後粉砕をして、なんとか利用が可能になるのではないかというふう

に書かれているわけですけれども、そうなってくると例えば家庭から出るタイヤだとか、そういう

ものを処理していく方向に考えられるのかどうなんかというそのことが１つ。それがこれから考え

ていけばさらに発展する可能性があるのかどうなのかということが１つ。  

 それから、もう１つ。財政的なことがまだ出ていなかったのですけれども、例えば必要量１万ト

ンですか。これを作るとして固形燃料を作っていくということになればその経費というか、今かか

っている経費の割合から見て、どういう効果というふうに考えておられるのか。そのあたりの考え

かたというのを教えていただきたいと思いますが。  

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 
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○政策推進室参事（萩原康政君） お答えをいたします。今回この高温高圧反応装置を使った取り

組みというのは、燃えるごみでございます。多分委員がおっしゃっているのは、例えば粗大ごみで

しょうか。そういったところが課題となるというご指摘だと思います。まさしくそのとおりでござ

いまして、それについてもやはりこの燃えるごみの事業を進めていくのと同時に、やはり粗大ごみ

の部分についてはきちんと考えていかなければいけないと思っています。  

 方法はございます。その方法のためには、今回この資料のほうで７ページを見ていただきたいの

ですけれども、ここで二次破砕機という破砕機を書いておりますけれども、なぜ二次かといいます

と、これいっているのは細かく砕く機械という意味なのです。細かく砕かない機械もあります。要

するに粗く破砕する、粗く砕く機械もございます。廃タイヤですとか、あるいはタンスですとか、

あるいはカーペットですとか、それからもっといえば金属製のもの。家庭から出る例えば使用済み

のホットプレートですとか、あるいは家電リサイクルで持っていかない家電製品ですとか。そうい

ったものも破砕できる、砕く機械がございます。  

 そういう機械の手当てというのも考えていかなければいけないかと思っております。従いまして、

粗大ごみの中でもきちんと破砕ができれば、それを砕いて分別をして、燃えるものたくさんござい

ます。例えばタンスについても取っ手とかというものを含めるとほとんど木でございます。その木

の部分を粗く破砕して、金属部分と木の部分に分けて荒く破砕したものを資料７ページに出ている

二次破砕機という細かく砕く機械に入れていけば燃料として木くずとして使えます。そういったシ

ステムを並行して考えていく必要がございます。  

 その方法はございます。そういったものを含めて今後考えていかなければならないというふうに

考えております。１点目は以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） はい、二瓶室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 財政的な面という部分なのですけれども、これまでも議会の答弁

でいろいろご説明してきました。２億４～５千万円の部分。その他に先ほど全体で４億円ちょっと

の町の財政的な部分で経費がかかっているという部分で、そういう部分を財政的にメリットを求め

てこの事業が進んできているという部分があります。  

 それで、我々今いろいろコンサルタントに頼んで、その条件下の中で出てきているものを精査し

ている部分もあるのですが、１つは運営主体がランニングコストとしてやっていけるのかという部

分と、一方ではそれ含めた中で当然関連が出てくる町の財政的にはどういう影響が出てくるのかと、

こういう２つの会計を見ながらですね、詰めていく部分があるのですね。 

 ただ、町の財政の部分でもいろんな条件があるのです。単純に今のこの部分でやれば、差し引き

してこれだけ効率的になるとかという、本当は分かりやすくそういうのが出ればいいのですが、い

ろいろそういう部分が条件下の中で進めていかなければならないという、そういうことが、今後ち

ょっと詰めなければならないという部分が実際にあるのですね。 

 ですから、私どものほうで当初考えていました財政的な視点ではメリットがあるだろうなという

ふうには当初から考えていましたけれども、そういう部分ではおさえているというところで、以上

です。 
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○委員長（小西秀延君） よろしいですか。はい、他に。はい玉井副委員長。  

○副委員長（玉井昭一君） 白老町の資源が約１万３千トンくらいあると。それを主体にして石炭

を 70％と 30％に分けたのだろうと思うのだけれども、ただ、白老町の資源がカロリーというのか

な、廃プラだったら少し熱が上がるというふうに聞いているのだけれども、その 30％が増えたり減

ったりすることによって、石炭の輸入も増やしたり減らしたりできるのかなと。そのへんはどうな

のかと思うのだけれども、例えば石炭の輸入はあくまでも 70％は入れるのだよと。それで 30％の

分のついては、調整するのだということなのかね。  

 例えば仮に、白老町の資源が増えたときに石炭は 60％にするのだとか 50％でもできるのだとい

う可能性はあるのかないのか。その辺だけ確認したいのだけれど。 

○委員長（小西秀延君） はい、二瓶室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 私どもでですね、この燃料化という部分のひとつの基準はどのく

らい利益が出るのかという部分ですね。粗い数字のお話でしたら、今の私ども聞いている情報では、

３～４年くらい前に生活環境課にいたときの話です。ＲＤＦとかＲＰＦと石炭の部分でやると、石

炭トン当たり 9,000 円から１万円。今燃料が上がっているからそれより上がっているかもしれない。

そうすると今の燃料化、お金をかけてやろうとしている部分での考え方として、王子製紙さんやな

んかで入れている金額、日本製紙さんでもそうですね。トン当たり 2,000 円から 2,500 円。そうし

ますと 2,000 円としましても、石炭が１万円で、こちらが 2,000 円でしたら 8,000 円の燃料の差が

出てくる。そうすると１万円でやりますと８千万円ですよ。ですから、我々前からいわれていたん

ですけれども、前からいわれていたのですけれども１万円出せば、約１億円くらいの燃料代がコス

トとして浮くのだということがいろんな情報では聞いていた部分があるのですね。  

 ですから、この部分でやっていきますと、うちの量では１万トンから１万 2,000 トンくらいが出

てくるだろうということですけれども、単純にいえばそれくらいのコスト減にはつながっていくだ

ろうなということになるだろうなというふうな試算はしております。  

 ですから一般的に、これは今固形燃料は単価的にはトン当たり 2,000 円から２,500 円くらいとい

うふうな一般的には情報として聞く中で、差し引きするとそれくらいの利益は出るのかなというふ

うに感じています。 

○委員長（小西秀延君） はい、玉井副委員長。  

○副委員長（玉井昭一君） 分かりました。その辺はいいのだけれど、だから日本製紙は需用に応

じて、今いっているように石炭を減らしたり、例えば白老町でその差額がそんなにあるのなら、よ

そからも集めてくるのだという可能性になるのかどうなのかね。これあくまでも企業だから、これ

はカロリーが同じであれば、石炭と一般資源がね。その可能性ができるわけでしょ。だけどそれが

どうしても 70％は石炭でなければだめなのかどうかという意味を聞いているのだけれど、それはわ

からないですか。 

○政策推進室長（二瓶 充君） それはわからないです。このカロリー自体のはやっていますよ。

どのくらいのカロリーが出ているかという試験はしていますから。それで石炭の部分と遜色ないく

らいのカロリーがあるよと。それをご存知の中で。  
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○副委員長（玉井昭一君） いやいや単純に、石炭を減らして資源を増やせるのか。それだけの、

バランスだけを聞いているのだよ。僕がいっているのは同じカロリーであったら、自由にできるの

かどうかということだけ聞いているのだよ。企業はできるできないではなくて、例えばものによっ

て、もちろん企業は安いものを使うのは当然なのだけれども、そういう意味ではなくて、カロリー

が同じくらいであれば 30％のもののカロリーが高いと、カロリーが高いのであれば当然使うわけで

しょ。だからその辺のバランスはどうなのかという話を聞いているだけなのだ。何も難しくない。

企業じゃなければわからないというのではなくて、誰がやっても安い資源は当然利用するわけでし

ょ。僕が言いたいのは、70％の石炭がどうしても必要なのかどうかということを簡単にいえば聞い

ているだけの話。 

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） お答えになるかどうか分からないのですけれども、石炭を使っ

たボイラー形式でいうと、おそらく石炭の蒸発量、要するに水分をかけますので結局ストックラー

ジに置いていると、やはりどんなものでの長く置いていると発火とかが困るわけですから、水をか

けたりするのですね。石炭そのものが持っている水分量というのもあるのですけれども、熱効率を

上げるためには、それをきちんと蒸発量といったほうがいいですよね。それをやるために他のバイ

オマス燃料を加えていくわけですから、その量というのは多分日本製紙さんのほうでも出している

パターンがあるはずなのですね。そのときにバイオマス燃料がどのくらいが適正化という部分の中

で、先ほど申し上げましたとおり、７割が石炭そこへ補助燃料として考えられる部分は、３割がバ

イオマス燃料。そのうちの２割が固形燃料というのをはじき出したと思います。ですから、石炭を

入れたときの熱効率を上げるための一つの割合として考えられたと思いますので、その辺はどうい

うふうに変わっていくかというのをちょっと。多分ボイラーの形式から見ていった部分だと思いま

すので、大体それで行くのかなというふうには思われますけれども、それ以上のことは私ども分か

りません。 

○委員長（小西秀延君） はい、玉井副委員長。  

○副委員長（玉井昭一君） たまたま数字が、あったのかもしれないのだ。だけれども僕がさっき

いったように、白老の資源を考えてそういうふうに決めたのかなという思いと、たまたまその数字

が合ったのだね。たまたま合ったというのならそれでいいのだけれど。僕は基本的に最初にいった

ように、石炭のカロリーも資源のカロリーもほとんど同じだということであれば、そうであればた

またま同じになったのではなくて、基本的に考えて白老の量を考えて石炭の量を決めたのかなと思

ったものだから聞いたのだけれども、それであれば話は分かりましたからいいです。  

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） たまたまといえばたまたま合ったと思います。当然私たちも計

画するに当たりまして、日本製紙のほうの状況は聞きますし、大体このくらいだろうなというとこ

ろを踏まえて、これだけたくさんのバイオマスの賦存量ございますので、そこからいってみれば積

算していったというのも事実でございます。  

 だからやはりこのくらいかなというのもありますし、やっていったら活用・利活用できるものを



 25

含めたらたまたま合っちゃったと。両方といったら両方のところもありますので、その辺はそんな

形でご理解をいただければと思いますけれども。  

○委員長（小西秀延君） はい、他にございますか。はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今話が出たのですけれども、この４ページにあるバイオマスの賦存量と

いうところに数字があるのですけれども、確かＲＰＦという形のできたものＲＰＦという形になる

と思うのですけれども、これには先ほどから出ている、ある程度発熱量というのか、それが低けれ

ば低いなりに、高ければ高いなりに一定なものを出さなければだめだと思うのですよね。そうした

中で、全量を利用するようになっていますけれども、これ全部この部分はＲＰＦを作るには少ない

なと。例えばプラスチックの量が少ないと。ほかのものが多すぎて熱量が一定のものを作れる、全

部を使って作れるものなのか、その辺はどういう具合に考えておられますか。例えば、プラスチッ

クの量が足りないからどこかから持ってきて加えないとある一定のカロリーを確保できないとか。

ただ生ごみだけで固めて燃料化しても、カロリーのばらつきがあると、これ製品にならないもので、

そういうような面で、例えばＲＰＦというようなものであれば、日本どこへ行っても、どこの都市

でもボイラーで回しているところがありますね。王子でもＲＰＦ燃やしている。そういう比較のも

のがこの中で作れるのか、全部これを使ったらそういうものができるのか、その辺の考えはどうで

すか。 

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） 固形燃料ＲＰＦ、今回ＲＤＦになりますけれども、ＲＤという

のは廃プラと紙とでやっていくのですけれども、ＲＤというのは有機質のものが入った場合にＲＰ

Ｆ、今回ＲＤＦなのですが、製紙会社、王子もそうですし日本製紙もそうなのですが、製紙会社の

基準で多分これは似たようなボイラーを作るときの基準で使えると思います。それは発熱量が

5,500Ｋｃａｌ以上なのです。 

 5,500Ｋｃａｌというひとつのボーダーがあって、それ以上どれだけになってもいいよというと

らえかたができるのです。そこの部分は 5,500ｋＣａｌですから、この部分で十分できます。逆に

いえばかなり高くなってしまうのですね。 

 先ほどいいましたけれども、高温高圧反応装置から出てきた生成物を成分分析かけると、6,700

とか 6,500 とかえらい高いのですね。それをこの部分でやっていけばもう 5,500 以上の部分は十分

できるのですが、実は担当より内々に聞くとですね。あまり高すぎても困るらしいのですよ。です

から極端な発熱の石炭そのものの蒸発量というのが、やはり彼等はボイラーの中で重要なレベルを

占めていますので、これ技術的にいっていいのかどうかちょっと内内に聞いたものですから、あま

り 5,500 より下ならまずいし,あまり 7,000 とか 8,000 とかあまり高くても困るみたいです。  

 今回のものはこれだけのものがありますので、これ大丈夫かといわれれば 5,500ｋＣａｌ以上十

分出ますので、逆にそれを抑えるほうに少し考えなくてはいけないのかなという状態です。 

○委員長（小西秀延君） はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） そういうことで、要するにこの出る廃棄物の中で余る部分と足りない部

分が、その発熱量をきちんとある一定の 5,500 から 6,000 くらいにしないと、今月は 5,500、来月
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は 7,000 となると、今度 30％使うとなると温度がこんなになっちゃって、ボイラーの温度管理がで

きない。そういうことを考えるとある一定のカロリーのものを出すために、これ全部を使って安定

的に出すためには、この部分が例えば家畜排泄物を少なくしたり、廃プラを多くしたり、木くずを

このくらい入れたりと、ある程度比率を決めなくてはだめなのでそれを単純に、全部これだけ出ま

すからこれみんな使って全部やるなんてそういう形で可能なのかなって、その辺がちょっと心配だ

ったものですからね、それを今質問したのです。 

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） この４ページの賦存量はですね、正直申し上げましてかなり多

いです。特に家畜排泄物 6,291 なんていうのは、これだけでもすごい量なのですよね。6,291 トン

あったらものすごい量なので、これは多分 95％は使われていて、５％くらいあるという想定でやっ

ているのですね。正直言っていくつかの農家さんを廻ったときに、堆肥のうまく完熟できていない

ところもあるのですよ。多分私がいうより皆さんご承知だと思うのですけれども、なかなか農家さ

んもそれぞれいろんな事情がございますので、堆肥場には堆肥を置いているのだけれども、やはり

切り返しになかなか手が回らなくて、ちょっと調子の悪いところ確かにあるのですよ。それはこっ

ちに置いておいて、まずはそういうのは５％くらいあるだけでもすごい量になってしまいますので、

これは全量というのはちょっとどうなのかなというところがあります。  

 そういうことも踏まえて、これを全部とにかく何が何でも使うということではございませんので、

ただ、基本となるのは確実にあるもの、例えば水産系の廃棄物、食品系、それから家庭一般のごみ

ですよね。下水道でも今一部町内の業者さんが行っていますけれども、その残っている分、使わせ

ていただける分。それと製紙スラッジも、これも塩素の添加剤でございますので、これも使う量は  

決まってきます。ですから、これでいうと製材工場等残材、これについては残っていれば全部使え

ますね。こういう見方をしていっていますので、何がなんでも全部使うわけではない。ただ、いつ

も言われるのは「原料大丈夫」ということを言われるので、こんなにありますという形の部分でお

示しした部分でございます。このようにご理解いただければなと思います。  

○委員長（小西秀延君）  はい。大体出たと思うので、最後にこの構想について私から質問したい

のですが、先日新聞に出たのですが、バイオマス日本のこれが総合戦略会議に認定されたというこ

とで、補助金を受けやすくなる体制が整ったのではないかといわれているのですが、これ認定され

たのが 65 番目で、今後 2010 年までに向けて 300 ほど認定をしていきたいということが書かれてい

るのですが、白老町の今のところの優位性を、順番は 65 番目なので早いですし、珍しい構想をや

っていると思うので、優位性がどんなものなのかなというのをちょっと思ったものですからどのよ

うな認識をされていますか。 

はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） 委員長おっしゃるように、今回の部分については 65 番目です

ね。多分今の段階では 65 番なのですよ。北海道で一応２番なのですね。おっしゃるとおり、例え

ばこれを推進していくときには、国の資金を当てにしていきたいと思っているので、それをある程

度優位性を高めるために今回の構想があるわけでございまして、その中でもしやったときの感触を
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どうかと聞かれますと、感触は悪くないというふうに聞いております。  

 やはり、農林水産省のほうもバイオマスそのものは、全国いろんなところでいろんな種類のもの

が結構あるというふうに言っておりますので、やはり今回お話したとおり、いろんな種類のものを

使っていけますので、やはり使う種類が非常に多いこと。それから量もある程度使っていけること

を考えますと、結構それなりにわりと悪くない事業のようだと道庁の方から受けています。もし補

助金をもらう時には、道庁を介して国へいきますので、道庁の方からは今までの経験等からいって、

「そんなに部の悪い事業ではないよ」というかたちのことは言われております。現在その程度でご

ざいます。 

○委員長（小西秀延君）  はい分かりました。それでは、無いようであればグリーンビジネス全体

の方へ移りたいのですが、時間が過ぎていますが、後の質問が多いようであれば一旦休憩を挟みた

いと思いますが。まだ全体的に結構ございますか皆さん。  

 グリーンビジネス全体で見ますと。そんなに無いようであれば、このまま延長して。延長しても

町側の方、お昼は大丈夫ですか。  

○政策推進室長（二瓶 充君） いいですよ。うちのほうとしては対応する形で準備していますか

ら。 

○委員長（小西秀延君） 一たんちょっと休憩します。 

 

休  憩（午後 ０時１３分） 

 

再  会（午後 ０時１３分） 

 

○委員長（小西秀延君） 委員会を再会いたします。今質問を終わりましたので、構想については

終了し、グリーンビジネスの計画全体についてご質問承りたいと思います。はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  軽油代替燃料の製造についてご質問させていただきます。先般も説明を受

けたのでございますが、現在この事業については、町内で１事業者が試験的に実施しているという

報告をこの間受けました。大体内容を承知しておりますが、今後、この事業についてこのままで、

現状のままで進めていくのかあるいはこれをどのような方法で段階的に発展させていくのか、これ

について構想をお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） 今のところ、今回配付した資料の 11 ページにございますとお

り、ある程度軽油代替用燃料のシステムでございますけれども、１年間実施をして、使用済みの天

ぷら油をある程度、簡便に燃料としてやる方法、それから冬期間でもある程度問題なく走るという

ことが分かりましたので、ですからそれをもうちょっと発展的にできないかという形の中で今後の

計画を立てたわけでございまして、逆にいうといってみればもう少し、やっぱりポイントは環境で

ございますので、環境と産業の連携とはいいながらやっぱり環境の冠を背負っているわけですから、

そうなると環境教育・環境学習というのが法律も新しくできて、一番叫ばれている部分でございま
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すので、その辺を絡めた方法が何かないかというところを考えております。  

 それで、11 ページにあるようなことも少し考えられないかという形で汲み上げたものでございま

すので、いってみれば、軽油のほうについては考えられる方法としては、例えば油たくさん作って

どこかのスタンドを借りてやるとかという話もあるでしょうけれども、そんなにできるだけの量が

できるかなという問題もありますし、機械化となるとそれなりにコスト面の問題もありますので、

やはりもうちょっと身の丈にあったといったら変な話ですけれども、もう少し規模を小さく、しか

も町民の方が、きちんと関わりがあるような事業ということで今後進めていくことを考えていきた

いなというふうに思っております。こんなんでお答えになったかどうか。  

○委員長（小西秀延君） はい、吉田正利委員。  

○委員（吉田正利君）  先般、油の供給先 20 ヵ所くらい、町内でホテルとかスーパー関係に依頼

しているという話を聞きました。それで、そのあとの利用方法について今おっしゃったような内容

で発展させるとすれば、これから研究が必要だと思うのですが、とにかくここまでやって実績が出

ているわけでございますので、もう少し効果のあるような進め方をしてもいいのではいかなという

気がしておりまして質問したわけでございます。以上です。  

○委員長（小西秀延君） はい、他にございますか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  有機質堆肥の製造と有機農園事業いついて１点だけお聞きしたいと思うの

ですけれども。前からいろいろな部分で見たり聞いたりはしているのですけれども、有機堆肥の製

造の部分で、高速堆肥施設だとかですね。発酵堆肥の施設だとかそういったものを併用した中での

有機堆肥を作っていく形になってくると思うのですけれども、先ほど萩原参事がいわれたとおり、

各農家さんでの堆肥場をまだうまく利用できていない農家さんがたくさんいらっしゃるような、僕

の見た限りでは気がしてならないのですね。そういったところの指導だとか、そういったところに

もうちょっと目を向けていくべきではないかと。  

すべて行政がやってどうのこうのではなくて、民間でやれるところは民間でしっかりやってもら

うとか、そのための技術援助をもう少し力を入れてやっていただければ、例えば大きな機械設備を

しなくてもできるのではないかなと。できる方法が多分あると思うのです。そういったものを技術

援助みたいなものを、有機農園事業については必要な部分ではないのかなと思うのですけれども、

それについての考え方１点だけ。  

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） もうおっしゃるとおりでなんてお答えしていいか分からないと

ころがあるのですけれども、すべての農家さんを廻ったわけではないですけれども、やはりいろん

な事情の中で、正直言いまして堆肥場に置いている堆肥のところから、トマトが出ているところも

あるのですね。驚いてしまったこともあるのですけれども、そこの農家さんからたまたま実験用の

牛糞もらえないかなと行ってみて、びっくりして言わないで帰ってきたのですけれども、トマトが

出ているというそれだけ堆肥というよりも土の状態になってしまっているというのがあるのです

よね。そこの方に、「トマトも植えてるけど、これなんとかしたほうが良いのでは」という話をし

たのですけれども、ある意味で技術面でのバックアップというのは、行政といっても本当に委員が
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おっしゃるように必要だと思います。  

 その中で、この堆肥施設というのは、見ていただいたら小さい実験プラントですから、やはりな

かなか難しいですけれども、もし事業者さんのほうで技術的に持っている方は、町内、私が知る限

り２つございますので、ですからそういった方たちの技術的なものもアドバイスも含めて考えるシ

ステムは必要でしょうし、あるいは町として仮に将来的に今の高温高圧装置ができた場合、これも

実は堆肥作れるのですよ。水性物というのは家畜排泄物を入れちゃうとそのままほかのものを添加

しなければ堆肥になるのです。ですからそういったところも含めて、なんとかもうちょっと自分た

ちで使う堆肥くらい良い物を作ろうよと言うところの部分が必要なのかなと痛感している次第で、

具体的にどうするかといわれたらお恥ずかしいのですけれど、まだ頭の中にないですけれども、そ

んな形でこれからもし将来的に装置ができたときには堆肥もできますし、そういった形で先ほどい

ろいろな使い方ができると申し上げたのはそこなのですけれども。そういったものを含めてまた技

術指導含めて、きちんとした何かが必要なのかなと。委員のご指摘のとおりだと思います。もう少

しお時間貸していただかないとなかなか。 

○委員長（小西秀延君） はい、二瓶室長。 

○政策推進室長（二瓶 充君） 地域活性化検討会が、いろんな部分で関わっている中で民間主導

でやっていただいています。氏家委員がおっしゃっているお話の部分もよく私ども分かる中で、実

際に進めている中では、派遣されている職員が対応しているわけですね。今言った部分でも具体的

に動き出したり、動き出せたり、うまく連携させれば大々的ではないですけれども、１つずつ輪が

広がっていくのはないのかという、そういう部分のご提言というふうに私受け止めているのですよ

ね。そうすると、この体制で、役場が直接指導してどうのこうのという部分じゃないのですが、例

えばうちの生活環境・産業経済を動かした中で、そしてこの有機農業のほうの部分の民間の人たち

とやって、環境という部分の中での取り組みという部分、そういう部分を本来もうちょっと実際に

連携してやっていかなければならない時期なのですよ。それがちょっと道職員、なかなか優秀なも

のですから全部おんぶに抱っこで負担かけすぎている部分もあるのですが、これは正に私どものほ

うでやっていかなければならない部分なのですね。行政としてどこまで関与していくかという部分、

得意分野の連携とかですね、そういう部分含めた中で進めていかなきゃならないという部分なので

す。 

これはいつまでもこの体制でなっていくのか、萩原参事も年数的にはもう期限がそろそろという

部分がありますので、民間の人たちの検討会を含めた中での行政の担当がどこで連携を取っていく

か、そしてこういう部分に組み出していくか、そういう部分を時期は急がなければならないという

ふうに感じています。体制作りですね。そういう状況であります。 

○委員長（小西秀延君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕は今言われたとおり、地域活性化検討会がもっともっと、僕はこれが充

実して行政との関係、連携がしっかりできた中で進んでいけば、町内の例えば堆肥化の問題は、そ

ういった問題は一つ一つ片がついていくような気がしてならないのですね。  

 ただ、それがなんかもどかしいというか、そういった部分があるのですね。そういった検討会に
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入っていっていろんな話しが聞ければ一番いいのかもしれませんけれども、これからまたそういう

ことも必要なのかもしれない。その連携の重要性だとか、行政との連携、そういったものの重要性

を、必要だということは十分認識されているという話だったので、今後そういった部分が大事にな

ってくる。それも長期ではなくて短期的に、しっかりと取り組んでいかなければたぶん萩原参事が

言ったとおりいろんな課題がこれからもっともっと蓄積されてしまって、にっちもさっちもいかな

くなってしまうような状態にだけはして欲しくないなと、そういうふうに思っ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（小西秀延君） はい、他にございますか。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  若干今までのご質問と重なりますが、まず油の件でいえば、環境を守って

いくということからいえば、すごく大事な仕事なのだろうというふうに思っているわけで、それだ

けの量を確保するということが、すごく大事なことなのだろうというふうに思っているのですが、

例えば前にここに書いてあるように商売をやっているところで大量に出てくるところを主体にし

てということが、今のやり方なのだけれども、実際には一般家庭の廃油だとか、そういうものをど

ういうふうにしてこれを処理していかなければならないかというところに、考えが及ばなければな

らないだろうというふうに思うのです。そういう町内の一般家庭も含めたいろいろな廃油を、どん

なふうにしてこれを処理していこうとするのか、それを全部集めた場合に、処理していくには大変

難しいのか、それでもまだまだ足りない分なのか、そのあたりの関係というのはどういう状況にあ

るのかがひとつ教えて欲しいし、天ぷら油を使って車を走らせているけれども、評判としてはかな

り臭いが強いといわれていますよね。そういうその脱臭が可能なのかどうなのかという点、教えて

いただきたいということと。 

もうひとつは堆肥の関係で言えば、計画の中に菜の花を植えて油をとって一般町民にも還元しよ

うみたいなことがかかれているのですけれども、こういう計画というのは、実際に菜の花を植えた

り、ひまわりの種で油を採って成功している町もございますよね。そういうような話し合いがどこ

かで進められていて、こういう計画がでてきているのかどうなのかそのあたり教えていただければ

と思いますが。 

○委員長（小西秀延君） はい、萩原参事。 

○政策推進室参事（萩原康政君） まず、天ぷら油の量なのでございますけれども、先ほどあまり

身の丈にあったとか、あまり大々的でないほうがいいのではないかという話をしたのですが、それ

はやはり、いろんな臭いですよね。先ほども高温高圧反応装置の中でも臭いは気にしなくてはいけ

ないのだという話をしましたけれども、臭いというのは言ってみれば公害の分野でいえば感覚公害

なのです。それは音もそうですし臭いもそうですし、人それぞれ受け取る感覚というのはいろいろ

ございまして、例えば、確かに使用済み天ぷら油を再利用したごみ収集車走ってございます。やっ

ぱり天ぷらの臭いがします。それが気にならない人がいれば気になる人もいるということなのです

ね。やはりどこに力点を置くかというと、やっぱり気になる人に力点を置かないとなりませんよね。

何でもやればいいってもんじゃないというところがありまして、そうなってくると今ホテルだとか

旅館だとかいわゆる事業所から出ている使用済み天ぷら油だけをやっていますね。一般系について
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はまだ手を入れていません。一般系に手を染めた時には、多分ここの町の人口からいって全量集め

たとして、ごみ収集車１台強くらいしかないだろうと思います。今ごみ収集車２台走っていますの

で、私はそのくらいで良いのかなというふうには正直言って思っています。  

 臭いのことをいろいろいわれてこられる方がいるのだけれども、そこでディーゼル車が黒煙はい

て走っている。それと比較してどうなのというところがなく議論されるとなれば、やはり言ったと

おり臭いの感覚というのはいろいろございますので、この程度でいいのではないかなとひとつあり

ます。 

 この菜の花についてもそうなのですけれども、実際にやっているところといいますと道内では滝

川くらいだと思いますね。滝川は菜の花プロジェクトのこれをやっていますけれども、その量的に

はそんなにたくさんではないです。搾油というか油を取る機械というのはそんなに能力の高い、例

えばちょっと 100 万円か 200 万円程度で買える機械という話しになってくると、そんなにたくさん

油を搾れるわけではないです。そういうことから考えると、例えば町内に山ひとつガバっと菜の花

にするだとかということもなかなか難しいでしょうし、とりあえず１ｈａ背後地があるので、この

辺で少し実施をしてみたらいかがかなというところから始めたいなと思っているのですね。 

 例えば、安愚楽牧場さんが進出するという話があって、やはり糞尿処理というのはいろいろあり

ます。この１ｈａの部分がこうある程度できまして、町民をいれて例えば学校の生徒さんに持って

帰ってもらって天ぷら油というのがあるのですけれども、またあまりやれば臭いがどうとかという

形になってきて調子が悪いので、であれば菜の花から採った油をそのまま使えば臭いの問題はおら

く解決するでしょう。そういうことがやっぱりありますので、まず少し実証試験としてこの１ｈａ

で物事を始めてみていってもいいのではないのかと思っています。 

 どうしても天ぷらにしてしまいますと、この油を使ってしまうと天ぷらの臭いだけ出てしまいま

すので、ですからその辺はディーゼル燃料の黒煙よりはいいのだからよいということにはならない

ところもありまして、まずは少し違う取り組みに転換していってもいいのではないかというところ

も踏まえて、こういった今後の事業として考えたところがあります。ここまでよろしいでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 他にございますでしょうか。無いようですから、最後に私のほうから 1

点お聞きしたいのですが、今回この構想を計画段階で進める段階で、本当に運営が可能かどうなの

か外部に調査委託をしているというふうに伺っていました。その内容で建設費やどういう主体でや

ったらいいのか等、どんな結果が出たか軽くご説明をいただければと思うのですが。若干説明でき

る範囲で構わないです。  

○政策推進室長（二瓶 充君） 概略だけですね。今内部で詰めている部分があります。それで、

ひとつの想定している中で今おさえている部分があるのですが、どうでしょうか、具体的な部分の

ところで言いますと、もうちょっと時間をいただいた中で議会のほうに私どものほうできちんと構

想の部分というか、想定の部分、こういう条件だったこういうになりますという部分での報告のす

る場を設けたほうがいいのかなというふうにこちらのほうではおさえていました。  

 まだ、理事者段階で業者の内部も、こういうことがという中での詰めがない中で出てしまうとち

ょっとまずいのかなというふうに思っていましたので、その辺委員長いかがでしょうか。  
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○委員長（小西秀延君） そういう判断であれば構わないと思います。 

○政策推進室長（二瓶 充君） ちょうど出て、本当に今報告書いただいた中なんですよ。それで

まだちょっと理事者との詰めができていない状況で、いろいろ関連団体の関係のいろいろあるみた

いなので、そこの段階ちょっと整理した中で議会のほうへと思っていますので。  

○委員長（小西秀延君） はい分かりました。他にありますか。  

［「なし」と呼ぶ声あり］  

○委員長（小西秀延君） 無いようであれば、町側のご説明一たんここで終わるということで休憩

に入りたいと思います。ご苦労様です。  

 

休  憩（午後 ０時３４分） 

 

再  会（午後 ０時３４分） 

 

○委員長（小西秀延君）  再会をします。まとめで特に委員各位から今回のグリーンビジネスにつ

いてこういう点をぜひ載せておいて欲しいというようなご意見ございますか。無いようであればま

た委員長・副委員長でまとめたものを皆さんにご参照いただくという形を、今回もとりたいと思い

ますがそれでよろしいでしょうか。  

「はい」と呼ぶ声あり］  

○委員長（小西秀延君） それであれば、皆さんのほうに出来次第ご参照いただくような体制を整

えたいと思います。 

以上をもちまして産業建設常任委員会を閉会いたします。ご苦労様でございます。  

  

（午後 ０時３５分）  


