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平成２０年白老町議会産業厚生常任委員会会議録 

 

平成２０年８月６日（水曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ３時３５分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

１．進出企業の現状について（(株)エポック・サービス/(株)エス・ワイ・プロモーション） 

２．その他 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．進出企業の現状について（(株)エポック・サービス/(株)エス・ワイ・プロモーション） 

２．その他 

                                         

○出席委員（８名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 熊 谷 雅 史 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 松 田 謙 吾 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     産 業 経 済 課 長    岡 村 幸 男 君 

     産業経済課企業誘致・労働政策Ｇ主幹     西   幹 雄 君 

     産業経済課企業誘致・労働政策Ｇ主任     谷 口 英 樹 君 

     産業経済課企業誘致・労働政策Ｇ主任     菊 池 人 氏 君 

     水 産 港 湾 課 長    岩 崎   勉 君 

     水産港湾課港 湾振興Ｇ主 査     小 川 宏 栄 君 

     水産港湾課港湾振興Ｇ主 査     浦 木   学 君 

     水産港湾課港湾振興Ｇ主 査     舛 田 紀 和 君 
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○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、定刻でございますので、産業厚生常任委員会を開会いた

します。 

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（玉井昭一君）  松田委員と氏家副委員長は若干遅れると。松田委員は休ませてくだ

さいと、病院だということで。氏家委員は、親がぐあい悪くて、病院へ連れて行かなくてはい

けないみたいで、１時間くらい遅れるということでございます。連絡は入っています。それで

は、きょうの日程を事務局から説明いただきます。  

○事務局主幹（森 隆治君）  本日の調査は、進出企業の現状についてということで、午前中

は株式会社エポック・サービス、産業経済課から所管説明を受け、質疑等それが大体１時間程

度です。そのあと、株式会社エス・ワイ・プロモーション、水産港湾課をお呼びしております。

これも同じような形で所管のほうから説明を受け、質疑を行いたいと思います。そのあと、昼

を挟みまして、昼からそれぞれの企業の現地視察、調査ということで移動したいと思います。

それが終わるのが大体３時くらいと。こちらにまた戻って来まして、きょうのとりまとめを１

時間程度かけて行いたいという考えでございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、産業経済課のほうから、説明をお願いいたしたいと思い

ます。岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。 

まず１つ目は、株式会社エポック・サービスについての説明をさせていただきたいと思いま

す。資料お配りしてございますので、それに沿ってご説明をさせていただきます。エポック・

サービスの現状についてですが、企業の概要については次のページ、大きいものがございます

ので、そちらをお開きいただきたいというふうに思います。昨年の９月に用地を購入していた

だきまして、その前段に昨年、産業厚生常任委員会のほうにもご説明をさせていただいており

まして、事業等の内容についてはその段階では予定ということでご説明をさせていただいてお

りますが、今回も既に操業してございますので、今回はすべて決定している中身について、ご

説明をさせていただきたいと思います。それでは、企業の概要についてですが、会社名等につ

いては省略させていただきますが、本店の所在地は函館でございます。登記上の所在地は函館

でございますが、事実上運営されているのは、札幌で運営されてございます。設立は平成２年

でございます。資本金については 8,500 万円。代表取締役は吉田様でございます。従業員数と

しては 81 名ということでございます。事業内容につきましては、産業廃棄物の収集・運搬。特

別管理産業廃棄物、いわゆるエタノールとかグリセリンですとか医療用の廃棄物も含まれます

が、このようなものの収集・運搬。それからバイオ燃料の生成、ビルメンテナンス事業、労働

者派遣事業、民営職業紹介所というような事業内容となってございます。支店については、こ

のように４店ほど構えているということでございます。グループ企業としては、記載のとおり
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ゼネラル・エポック（株）。バイオディーゼル燃料の販売を行うというところ。それから、サン

コー・エポック（株）ということで、運送業ということでございます。本町における事業の概

要でございますが、食用油の廃油、一般店舗から出るような廃油ですとか、一般家庭から出る

ような食用油の廃油を原料として、バイオディーゼル燃料、ＢＤＦというふうに言われていま

すけれども、これを製造するという事業でございます。予定となっていますが立地箇所です。

石山 71 番10 ということでございまして、これは右側のほうの図面見ていただきたいのですが、

売買用地の位置とそれを更に拡大した売買用地の所在地というふうに書いてございますが、既

に取得しているところはこの 71 の 10 でございまして、面積として平成 19 年に 4,000 平米を売

買してございます。将来的にはということでお話ししますと、２期工事という計画を持ってご

ざいますが、その中ではさらにその隣のところ、ここも含めて約 4,167 平米ですけれども、こ

れを購入していただくということで相談してございます。雇用創出効果でございますけども、

雇用人数としては５名のスタッフがおります。このうち、町外から１名ということでございま

すが、４名については町内ということになってございます。それから設備投資額ですが、全体

計画としては、合計で３億 6,330 万円ほどということになってございます。この記載のとおり、

第１期計画がもう済んでいるということでございまして、昨年 11 月に着工をしてございまして、

20 年の３月に完成してございます。そして、20 年の４月 28 日に試運行式を行ったところでご

ざいまして、５月から操業を開始してございます。その中では、第１期計画としては土地・建

物・製造設備、これらを含めて２億 4,360 万円ほどの金額で総事業として実施してございまし

て、その内容としましては、建築面積として 483 平方メートル。いわゆるＢＤＦをつくる精製

機、これを 600 リットルが３基。グリセリンタンク、これは製造過程で出てくるものでござい

ますが、これを保管するタンクが１基、8,000 リットル。それからメタノールタンク、これは

製造の際にこれを投入して混ぜてつくるということでございまして、このタンクが１基、5,000

リットルのもの。それから原料タンク。これが、回収してきた食用油のタンクでございますが、

これらを保管するタンクが２基ということでございます。それから、完成したバイオディーゼ

ルのタンクが２基ということで、そのほかにタンクローリー車４台を持っているというもので

あります。これについては、国の２分の１の補助事業を受けて実施しているということであり

ます。この補助事業につきましては、本町のバイオマスタウン構想というのがございまして、

これにきちんとした内容を盛り込みまして、構想の中に位置づけまして、補助申請を行ってご

ざいます。続いて、２期計画でございますが、２期計画では同じく精製機３基等の付帯設備を

つくっていくということで、約１億 1,970 万円を当初の計画の中では予定をしているというこ

とであります。それと製造方法でありますが、ここに書いているとおり、アルカリ触媒・ドラ

イ方式ということで、いわゆる精製過程において、環境に問題のない製造方法ということでご

ざいまして、例えば煙が出ないですとか、ガスが発生しないですとか、水を出さないとか、こ

ういうことで、そういう方式を言ってございますが、アルカリ触媒・ドライ方式ということで、

環境に問題のない製造方法をもって、規制されている方法をクリアしているということでござ

います。原料の廃食用油をメタノールと少量の水酸化カリウム等を化学反応させまして、そし
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てディーゼル系燃料、ＢＤＦというものをつくっているということでございます。ＢＤＦの製

造の規模でございますが、全体計画では、日 7,200 リットル。これは年間では稼働日数 300 日

で計算してございますけども、2,160 キロリットルということになってございます。こういう

段階になれば、生産量としては全国最大規模というふうに考えてございます。第１期計画、５

月から操業してございますが、日 3,600 リットルでございます。年間では 1,080 キロリットル

という製造ができるということでございます。原料の運ぶ先ですが、ラルズグループ初め道南

地区のローソン、こういうところ等の廃食用油を回収しているということでございますが、後

ほどまたご説明いたしますが、一番問題なのが、この原料の確保という部分。特に、無料で確

保するという部分で、現在でもそういう部分では非常に厳しいという状況があります。これに

ついては、また後ほどお話をさせていただきたいと思います。先ほどもお話しましたが、製造

方法はアルカリ触媒・ドライ方式ということをとってございますので、環境の影響については、

そういう問題が発生することはないというふうに考えてございます。ただ、製造工程で発生す

るグリセリン。これについては、やはり処理をしなければならないということでございます。

これでは、処理方法を産業廃棄物としてまたこれを処理するということになれば、当然お金が

かかっていくわけでございますから、それを何とかまた有効活用できないのかということがご

ざいまして、実は町としてもその辺の検討を進めているところであります。いろいろな実証実

験を進めておりまして、これを牛ふんと混ぜまして燃やすと、こういうことを考えて、いわゆ

る助燃材というのですか。燃やすのに助けるということですけども、そのほかに業種でいう肥

料というふうになるということで、この辺の実証実験、検討を進めているところであります。

実は、安愚楽さんの議会の中でもお話はしてございますが、当初これは何とかできないのかと

いうことで、ただ日程的なスケジュールから補助申請ができなかったということを含めて、た

だ私どもはそれだけではあきらめてはいませんでして、何とかこれをできないのかと。例えば、

農業で生かせないだろうかと、そういうことを今検討しているところでございます。ただ、町

が直接やるということにはなりませんので、やはりそれらを行っている事業者が必要になって

くるというところも含めて、町内での有効活用ができないかということの検討を進めていると

いうことであります。最後のスケジュールについては、冒頭お話しましたので省略をさせてい

ただきます。こういう企業の概要、事業の概要でございます。 

それで、今後の展開というところに戻りまして、Ａ４の方のページに戻りまして、２番目の

今後の展開ということでございますが、廃食用油の回収についてということでございますが、

原料調達は札幌圏、函館圏までをエリアとしてございます。そういう中で、一方で、やはり各

家庭から出るいわゆる廃食用油の回収ということも、もう既に札幌とか白老町と連携してやっ

ていこうということで、回収していく考えでございます。白老町内から回収する場合について、

生活環境課のほうと打ち合わせ等行ってございます、協議を行ってございますが、当然その中

では、これを回収計画というものをきちんと出していただくということになります。どういう

ステーションで集めるのかとか、どういう方法で集めるのかというような、計画をきちんと出

して、どれくらいの量かということも含めて、そういう計画をきちんと出していただきながら、
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その計画に沿って本町のほうで再生事業の指定行った後に、エポック・サービスが町内から回

収していくと、こういうシステムになっていくということで、これらについては既に企業支援

ということも含め、さらに町の環境施策ということ合わせまして取り組んでいくということで

ございまして、今生活環境課のほうでは町民環境会議がつくられていますが、そういう中でも

どういうような廃油回収の方法があるのかということも議題として出していただくように、産

業経済課からは生活環境課のほうと打ち合わせをしているというところでございます。そうい

う中で、問題としては、廃食用油が今までは厄介者だったのですね、処分もしなければならな

いということだったわけですけども、ですから無料でも持って来てくれるという部分であれば、

非常に助かったわけですね、事業者側としては。廃油を出す事業者としては助かっていたわけ

ですね。産業廃棄物、事業系の廃棄物となりますので、それを処分する部分としては非常に助

かっていたわけですけども、バイオディーゼルという燃料になっていくという中で、それが燃

料系になっていくという中では、これはまた価値が出てきているという部分がございまして、

無料であったものがいくらかでもお金をいただくという。つまり、引き取りに例えば 10 円とか

20 円とか、そういう金額を引き取りとしてかかってくるという、こういう実は競争が起きてき

ているということがございまして、それがあまりにも競争が激しくなっていくと、今度は製造

原価に跳ね返るということになりまして、製造原価に跳ね返れば、当然製造したバイオディー

ゼルのほうにも影響すると、金額に影響すると。今、軽油の価格が 160 円ですとか、そういう

段階にはなっていると思いますけれども、軽油より安くなければやはり価値がないわけですか

ら、もしくは軽油と同等以下でなければ、いくら環境という面であっても、やはり競争してい

くわけにはいかない。それからもう一つは、車がディーゼル車ということでございますが、デ

ィーゼル車に合わせた軽油でございますので、新たなＢＤＦということを対象にしてつくって

いるということではございませんので、やはりその辺の問題も当然あるわけです。ですから、

その辺の安心感も含めて、価格がいわゆる低い価格で安定して供給されるということが１番大

事なことだなということなわけですが、いわゆる今言いましたように、価格が高騰してきてい

ると。取引上でのそういう問題が出てきているということでございまして、非常にそこの部分

については、町としても何らかの支援を行っていかなくてはならないのかなというふうに考え

てございます。支援と言いましても、当然町が一緒になって回収先を見つけるですとか、お願

いして歩くですとか、そういうような支援になるかと思いますけれども、そのほかに町として

はやはり町内の家庭系の廃油をどうやって回収していくのかということも含めて、協議をして

いかなくてはならないというふうには考えてございます。 

それから、バイオディーゼル燃料の販売でございますけれども、販売については 20 年５月か

ら操業してございますので、排出しております。白老町のほかに札幌市、苫小牧市の民間企業

との販売へ向けて営業活動をしているということでございます。現段階では、販売先について

は、当然軽油より安い価格で入ってきますし、使用上問題はないということでございますので、

販売先については問題ありません。軽油よりも若干安値で 10 円とか 20 円ぐらい値段が低い形

で取引がされているということでございます。ただ、現状で、いわゆるガソリンスタンドのよ
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うに、給油機というのでしょうか、ああいうような設備がまだきちんとされてございませんの

で、直接製造工場でそのままタンクに入れるというようなことがまだできてございません。こ

れについては、それを設備していくということでございますし、町としても今現在、町の使っ

ている車でも生活環境課で使っているディーゼル車に燃料を入れてございますけれども、これ

ができれば他の軽油で走らせている車については給油が簡単にできるということになりますの

で、普及させていくことが可能になってくるのではないかというふうに考えてございます。 

それから、廃グリセリンの利活用についてということでございます。先ほどもお話しいたし

ました。これにつきましては、生成されるグリセリン、これを何とか燃料、助燃材、堆肥の発

酵化。こういうものに結びつけ、何とか地域の農業に使っていきたいということで、具体的に

はできればハウス栽培ですとか、実証的にそれをやりながら、最終的には大規模な形でもでき

るくらいの、いわゆる実証実験やって、本当にそれがうまくいくのかということがまず一つあ

りますけれども、それが本当にうまくいったときにどれくらいの規模でそれが可能なのかとい

うことも含めて、今検討しているところでございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  町側の説明が終わりました。ここで質問を受けたいと思います。質

問のある方、どうぞ。土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。非常に環境に優しいバイオディーゼルということで、説

明を受けたのですけれども、将来的なことを含めて、今経済がどんどん下降傾向にある中で、

同様企業がたくさん出てきていますよね。そういう事業との競合も兼ねて、将来的な影響とい

うのは、今からでは見通しは立たないのですか。それと人口減がどんどん続いている中で、油

の需要、消費も落ち込んでくるのではないかなと思うのですけども、食用油だけがここの企業

で展開するものなのかどうか。 

○委員長（玉井昭一君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） おっしゃるとおり、将来的な見通しという部分で言えば、今

まで産業廃棄物という部分で、これは厄介者だったものとして、それを何とか有効活用できな

いかという中で、こういう製造方法が生まれてきたと。なおかつ環境に非常にいいという中で

出てきたと。そういう中で、先行してきているわけですけれども、しかしやはり同業他社が出

てきているという部分では、非常に将来的に、先ほども言いましたけども、油の回収も含めて

厳しいものはあるのかなというふうには考えております。ただ、現状でやはり捨てられている

油がありますので、今集めているのは、先ほどもお話しましたけれども、いわゆる事業系の廃

油でございます。ですから、事業系の廃油をどこまでカバーして回収していけるのかというこ

とと、中には事業系でも少量のために集めきれていないということが当然ございます。ですか

ら、そういうところも含めて、事業系であっても、それをなるべくきちんと回収できる仕組み

をつくっていくということが必要だというふうに考えてございます。それと、やはり何と言っ

ても、今ごみで出している油。固めるものであったりですとか、吸わせているものですとかと

いうことで、いわゆるごみとして出しているわけですから、やはりごみの減量化も含めて、こ

れを何とか再利用可能なように、町の一般家庭から出る廃油を回収するシステムを、町も当然
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その中ではエポック・サービス側からの計画書に基づいてきちんとした協議をしていきたいと

いうふうには考えてございます。  

それともう一つは、廃油だけではなくて、いわゆるひまわりを植えるですとか、植物系のそ

ういうものから油をとるということがございます。当初の計画の中でも、そういうことも含め

て検討してはございますが、ただ実証実験としては、ちょっと白老の気候でいえばなかなかひ

まわりが育ちにくいという部分があります。そういう中で、こういう油をどこまで、廃油だけ

ではなくて、植物性の油をどこまでそういう形で栽培可能なのかということは、実は課題とし

て持っているという部分であります。それと、人口減少に伴って扱っていく油も少なくなるの

ではないのかと、生活様式も変わっていくことによって、油というのもどうなっていくのかと

いうことも当然ございますが、現状の中ではそこまでの見通しを立てているということではご

ざいません。  

○委員長（玉井昭一君）  土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。現在、町内で実際に食用油を回収して使っている事業者

がありますよね。このエポック・サービスさんが将来的に町内でも個人の油を回収するとなっ

た場合に、やはり町内の業者さんにも影響が出るのではないかと思うのですけども、苫小牧と

かほかの自治体でも今、どんどんそういう事業が行われていますよね。それに関して、将来的

に事業が先細りするという見通しというか、それもなきにしもあらずではないのかなと懸念し

ているのですけど。 

○委員長（玉井昭一君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まずは、町内ではもう既にやられて、自社の車両に使ってい

る部分でございますが、実はこことは非常にいい関係を持ってございまして、きちんとその辺

については協議をしてございまして、やはり将来的にはそういう回収の仕組みについても、き

ちんと調整が取れるような形で実は協議が進んでございますので、そこについては課題として

はとらえてございません。確かに苫小牧では、いわゆる社会福祉法人さんでしょうか、製造工

程はちょっと違うかと思いますけどもつくられておりますが、そこは独自な回収ボックスを設

けながら、一般家庭系の油を回収してやっているという部分で、取扱量としてはそれほど大き

なものではございませんし、製造量としてはそれほど大きなものではございません。なおかつ、

問題として起こっているのは、ペットボトルで回収しているということがありまして、ペット

ボトルで回収した、廃油を入れたペットボトルというのは、実は再利用できないという問題が

ございます。そうすると、それがまたごみになるわけですね。またそれを処理するためにお金

がかかってしまうという、そういう問題があるわけです。ただ、白老の場合は、例えば、一般

家庭系のごみをペットボトルで集めたとしても、空になったペットボトルをどうやって利用し

ていくのかという部分では、かなり可能性としては燃焼させるという部分としては、今これか

ら進んでいく町のシステムが非常に有効ではないかという、そういう考え方でおりまして、そ

の辺についてはクリアしていけるのではないかということで、担当の参事とはお話をしている

部分があります。ですからそういう部分からいけば、他市のほうの協力を受けながら、白老町
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のエポック・サービスさんが町内だけではなくて、他市町村においても、こういう事業活動を

展開していければ、非常に逆に言うといい形になっていくのかというふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。あらあら会社の概要だとか内容については、新聞だとか従

前からいろいろ聞いて、問題点もこれから昼から見に行って、会社の方に聞くことが多いのだ

ろうとは思うのだけれども、町側に一つだけ確認しておきたいのは、やはり工業団地の中に進

出されているということもあって、当然自治協議にも入っていらっしゃるとは思うのだけども、

公害防止協定。この内容では出ないというふうになっているけれども、万が一という。この議

会でもこのグリセリンの問題が非常に取りざたされたことがあるのです。それに、僕もグリセ

リンについては、大丈夫だと言っているのだけど、心配する懸念材料はあるのです。それに、

８キロもタンクを用意するということですから、当然それが循環でくるくる回っていればいい

ですけど、今言ったように利用の仕方で。だけど、８キロということは、半分でも４キロ残る

わけでしょう。4,000 リットル残るわけですよ。そうすると、常時団地の中にグリセリンがあ

るということについて、やはり担保の意味でも公害防止協定をきちんと結んでおいたほうがい

いと思うのだけれど、その辺のところで結んでいるのか、まず。それから、そういう絡みの中

で、きちんと覚書みたいなものがあるのかどうか、この２点だけ教えてください。  

○委員長（玉井昭一君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 公害防止協定は締結してございません。進出の段階からこの

公害防止という部分については、町としても特に問題がないという、法もクリアできると。先

ほどもお話ししました製造方法自体が、いわゆる問題の発生するようなものではないという考

えのもとに公害防止協定については結んでございません。それから、廃グリセリンの関係でご

ざいますが、今委員のほうからおっしゃられたように、グリセリンということがすぐに公害に

結びつくのかということになるわけでございますが、グリセリンも当然有効活用可能なわけで

ございまして、そのために例えば肥料の発酵促進材ですとか助燃材ですとか、いろんな形でこ

れを有効活用していくための方法を今考えているということでございます。確かにそのまま放

置されれば問題になりますが、当然そのことについてはクリアしていけると考えてございます

し、既に燃やすということ対しても実証実験を行ってございまして、それについては可能だと

いうことでございます。ただ、若干技術的な問題がありまして、それについては今大学のほう

とも協力をいただきながら、本当にきちんと燃焼できるような方法として可能な研究を、実は

お願いをしてございまして、そういう中では特に大きな問題になっていくようなふうには、現

段階では考えてございませんし、また、そうしないという方向で私どもは考えているというこ

とでございます。  

○委員長（玉井昭一君）  谷口主任。  

○産業経済課主任（谷口英樹君）  産業経済課谷口でございます。補足でご説明させていただ

きますと、確かに廃グリセリン、熊谷委員懸念されているとおり、相当量出てまいります。今、

活用方法として大きく３つ、岡村課長からご説明あったように手法がございます。堆肥と混ぜ
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て発酵促進を望むもの。堆肥と混ぜて助燃をするもの。あと、廃グリセリンだけで燃料とする

もの。そういった、あらゆる可能性を持って、この２月くらいからあらゆる研究を私どものほ

うでしてまいりました。今、牛ふん堆肥と混ぜて燃焼するという方法は、技術的には確立いた

しました。が、そのスポンサーとなる企業と、あと農水省の補助のスケジュールの関係。そち

らのほうで、非常にスケジュールがタイトだったものですから、補助申請をして実施に至ると

いうことに到達今の段階ではできませんでした。今後は、可能性はあると思います。今は活用

方法としては、そのままグリセリンを燃やす、それが一番経費がかからない方法ですから、こ

れを資源として白老の農業、ハウス栽培とかの暖房に使っていきたいなということで、研究を

進めております。冬場は、燃料はなくなります。夏場は保管が必要です。そういう意味でいき

ますと保管方法、夏場は検討しておりまして、消防等々とも協議を進めてて、法規制にちゃん

とのっとった保管方法で、今保管する用の現在もしておりますが、具体的にはドラム缶に入れ

て、第３者の立ち入り防止する柵を設けて、保安距離というものをとって保管するという方法

になっております。ということで、年間の流れとしては、夏場はたまります。冬場は消費され

ます。夏場も消費されるような作物を今、農業のほうも研究しております。亜熱帯の果物です

とか、白老の新たな特産になるような、そういう高付加価値な果物なんかもつくれないかどう

か、あらゆる面でそういう研究をしております。ですので、まず安全にそういった公害は前提

条件としてあり得ない形で保管をしてまいります。以上でございます。  

○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 町側としては、そういうとらえ方するのだろうと思います。ただ昨今

の気象状況の変化だとか、首都高でタンクローリーがひっくり返るという想定されないことも

出てくるわけです。ですからやはり、ここは２重３重のロックを、僕はかけたほうがいいかと

思って公害防止協定だとか、町側とのそういう事故のときの覚書というのを事前に取り交わし

ていたほうがいいかと思って聞いてみたのです。これは委員会の中で議論して、委員会意見と

して出るかもしれませんけども、そういう部分で今聞いてみました。とりあえずわかりました。  

○委員長（玉井昭一君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 公害防止協定の関係というのは、環境基本条例の中でも言わ

れていますけれども、いわゆる公害を発生する危険性があると、そういう部分が高いと。であ

るのであれば、そのことはきちんと事前に公害防止協定をきちんと結んで、そのことを第３者

にも迷惑をかけない形で処理するために結ぶというのが協定でございまして、通報するとかそ

ういう決まり事を決めるわけでございます。ですから、現段階において熊谷議員のご心配の部

分は十分理解してございますが、その部分については今の段階では、すべて法をクリアしてい

るという中で運営されておりますので、積極的にこれが必要かという段階ではないという判断

をしていくという部分でございます。ただ、将来にわたって、例えば２期工事だとか、さらに

拡張しているだとか、そういう段階に至った段階で、そのような懸念が大きくあるということ

になれば、やはり熊谷委員のおっしゃることも当然十分考えて、そういうことにつながらない

という部分で積極的なかかわりが、いわゆる規制サイドとして、環境生活サイドとしても必要
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になってくるのではないかというふうに考えてございますが、私ども産業経済課としては、産

業をどうしても活性化させていくというか、支援をさせていただくという立場でお話をさせて

いただいておりますので、そういうご答弁をさせていただきたいというふうに思います。  

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。  

○委員（山本浩平君） 今年の洞爺湖サミットに合わせて、環境関係、リサイクル関係の大き

な展覧会みたいのが札幌でございました。私もそれに行ってみたかったのですが、日程上それ

には行けなくて残念だったのですが、確か白老のバイオマスもこれに出展しましたよね。そこ

に出展した業者で、白老のバイオマスとちょっと手法違ったような形で、医療廃棄物を燃料化

するようなところを見に行ったのです、砂川なのですけど。個人的なことで見に行ったのです

けども。実は、そこはもともと産業廃棄物の処理業の許可も持っていまして、廃グリセリン、

持ち込まれているのです。なぜ持ち込まれているのかというと、このようなエポック・サービ

スさんのような、同じような業者は当然１社だけではない、道内に何社かおそらくあると思う

のです。処理しきれないのが持ち込まれているというのが現状なのです。ですから、熊谷委員

が心配される部分というのは、私もよくわかるのです。希望的観測から言えば、先ほどご説明

のあったもので、どんどん有効利用されるというのは、本当に望ましいことでありますし、今

現在リサイクル関係、特にエコ関係のリサイクルには国がどんどん奨励していますから、要は

半分お金が出るわけです。ですから、どんどん事業展開の中で、そういったことをやろうかと

思っている業者さんはたくさん、実はいるのです、全国的に、道内にもたくさんいる。これは

現状なのです。ですから先ほどのお話の中では、もともとはただだったいらないものが、今度

それを回収するような状況ですよね。ペットボトルなんかは日本で集まらなくなりましたよね。

中国が高く買ってくれるから。そういうような展開になってきているものですから、どんどん

事業所がふえていくと、本当に事業として成り立って将来的にはいくのかどうなのかという、

そういう心配もあるものですから、先ほど熊谷委員が心配されているようなことは、僕はよく

わかるのです。だから、公害防止協定結びなさいとまでは言いませんけども、ぜひとも産業経

済課では、グリセリンの再利用の方法について、タックを組んで一生懸命努力していただきた

いなというふうに思います。それと、これはちょっと意見なのですけども、次質問です。具体

的な手法だとか、スケジュールはどう考えているのですか。廃油回収についてですけども、い

つまで大体めどにして、どういった方法で取り組んでいこうとしているのかというようなこと

を、１点だけ聞いておきたいなと思います。  

○委員長（玉井昭一君）  西主幹。 

○産業経済課主幹（西 幹雄君）  町内からの回収方法なのですけども、これは実は担当が生

活環境課になりまして、今竹田主幹のほうでは、エポック・サービスに町内からの回収計画書

をまず出していただくと。それに基づいて、生活環境課のほうで技術的なアドバイスをした後、

先ほども課長から説明した、再生利用の指定をするということで回収が始まるものですから、

生活環境課のほうでまず回収計画がどのようなものになるのかを、まず審査してからでないと、

その後のスケジュールもまだ決められないということで、エポックさんのほうには課のほうか
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らそれを出していただいて、そしてそれに基づいて今後どうしていくかという、生活環境課で

協議して進めていくということで聞いてございますので、その計画書の提出を待って、今後の

スケジュールが決まるのかなということで、こちらは考えてございます。以上でございます。  

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 収集関係は、エポックさんご自身でやられるのか、それともどこか町

内の会社をどこか使うということを想定されているのか、その辺はいかがですか。  

○委員長（玉井昭一君） 西主幹。 

○産業経済課主幹（西 幹雄君）  回収につきましては、エポック・サービスさんのほうで行

うということでございます。その計画書に基づいて、町のほうでそれを指定して回収していく

ということです。あと、町内業者との連携でございますけれども、先ほど課長が言いました、

白老清掃さんでも進めてございますけれども、これについては今後連携して、それもエポック

さんのほうで活用するような方向で、今両者で協議を進めている段階で、それも整うのはもう

間近というふうに聞いてございますので、町内では一応連携した中で、一般家庭のものについ

てはエポックさんで、一部事業系のものについては白老清掃さんのほうと連携しながら集めて

いくというような形になってございます。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） この資料の中で、ＢＤＦの概要で、バイオディーゼルの燃料で問題点

として、軽油に比べて酸化しやすいというのと、低温下において凝固しやすいとなっています

ね。軽油の地下タンク持っている業者、結構あると思うのです。私のところもそうなのですけ

ども、軽油でジャンボタクシー３台、普通の一般タクシー２台、ディーゼルの車ございまして、

それを使っているのですけれども、そういう地下タンクに入れることが可能なのかどうかとい

うことが１点と、コストが 10 円、20 円の差であれば、なかなか難しい部分もあるのですね。

やはり、10%、20%ぐらいの差があって初めて軽油と比べてちょっと問題があるところの部分も

クリアできるのですけれども、これは本音です。何ぼエコだとか言ったとしても、10 円、20

円の差では飛びつく価格ではないのです。この２点について、お答えにくいのでしょうけども、

これは逆に午後から行って伺ったほうがいいのかなと思いますけども。答えられる範囲で。 

○委員長（玉井昭一君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 大変申しわけありません。酸化しやすいということも含めて、

地下タンクでどれくらいの期間保存可能なのかということだとか、そういう技術的なことにつ

いては、大変申しわけございません、私どものほうではそこまで詳しく調べてございませんの

で、これについては午後からの視察の中でお聞きいただければというふうに思います。それか

ら、単価の問題。これは私どものほうも山本委員のおっしゃるとおり、いわゆる今車で使われ

ている軽油ですから、軽油で走らせる車をつくっているということですよね、実際はそうです

よね。それに新たな燃料を入れるということで、全くＢＤＦが問題ないのかと言えば、ではど

こがそれを保障するのだということになります。そうするとそれは、このプラントメーカーが

いわゆるこういういろんな研究をした上で問題ありませんよという、こういう形になっている
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のです。では、車を製造したメーカーは問題ないのかという、そういうお墨つきをいただいて

いるかというと、実はそうではないわけです。ですから、使用している分としては、使用者責

任で、民間事業者さんの車を使うほうで、これは問題もないし単価も安いから使いましょうと

いう、こういう中で使われている部分なのです。そうなると、環境という部分に対する意識と、

もう一つは山本委員おっしゃるようにコスト、値段が安く入るということが、言われるとおり

大きいのかなという部分です。ただ、ここの部分については、先ほどもお話ししましたとおり、

原料を仕入れる部分が今まで無料として入って来たものが、お金を払ってまでそういう競争に

なってきていると。そういうことになってくると、本来はそういうことでの製造コストがかか

らなかったものが、かかってきているということでございまして、非常にそこら辺としては、

エポック・サービスも非常に苦しいなという部分だと思うのです。ただ、町としても、当然そ

の辺については、軽油より安く出ない限りは、これは広がっていかないよと。こういうことは

お話をさせていただいておりますので、そこについては、企業としてどれだけ軽油価格よりも

下げて販売できるかということの努力をしていただくということが必要なのかなというふうに

考えてございますので、その辺については機会あるごとに会社のほうともお話をさせていただ

きたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君）  営業する以上は価格も低くないと困るし、環境も守らなければなら

ないし、確かにそういう部分があると思うけど。大変ですよね。谷口主任。 

○産業経済課主任（谷口英樹君）  少し補足させていただきます。現状として、ＢＤＦの製造

コスト。これは回収費用を含めない場合リッター100 円弱なのです。今、単価の部分でいきま

すと、回収コストが非常にかかっている。遠いところから集めてくる。もしくは有価で買い取

ってくる。その部分が非常にネックになっているわけです。今、ＢＤＦの同業他社というのも、

去年の調べでは、ＢＤＦの製造社は道内に 30 カ所くらいあります。ほとんどが零細なものです

から、自家収集、自家消費。こういう商業ベースでやっているところは、ほとんどありません。

３つくらいしかありません。こういう環境部分で自家収集、自家消費というもの、これはふえ

てきている。しかし、製造工程が全く違いまして、廃油を買い取ってきても自家で製造してや

るということは、製造コストは余りかけていないということです。それはクオリティーが低い

ということなのです。ここのドライ方式のように、非常に純度の高いＢＤＦをつくっているわ

けではないということなのです。そういうこともありますし、大事なのは、エポック・サービ

スのＢＤＦのコストを下げるためには、町内ですとか、近郊の家庭の油、もしくは近郊の大口

事業者の油。これをいかにこれから集めていくか。これが非常に大事なポイントになってくる

と思うのです。そういう意味では、議員の皆様初め町内の皆様のご協力が非常に大事になって

くるということです。そういうことも含めまして今、西主幹からもありましたけども、町とし

ても町内の油を集めるシステム、今検討中でございますので、何とぞ町を挙げて協力を得なが

ら、回収コストを下げて、その結果製品のコストも下がっていくことができればなと考えてお

ります。以上でございます。  

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。大渕委員。  
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○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけど。今、谷口さんが言われたとおりだと思うのです。僕は

考え方の普及だと思うのです、問題は。確かに原価の問題もあるし、いろんなことあるのです。

もちろん、採算ベースが合わなかったらやれるわけがないのだから。ただ僕は一般的にやった

だけではいかないと思う。思想の普及なのです。最後に勝つのは何かと言うと、そこなのです。

なぜかというと、家庭のものを集めない限り、地元のものが集まらない。大口のものとの割合

がどれくらい。家庭のものが例えば、100％とは言わないけども、ほとんど回収した部分と大口

のものとの割合が全く話にならない比重ではどうにもならないのだけども、このことを本当に

町民全体に考え方として徹底できるかどうかというだけの話なのです、はっきり言えば。そこ

を重点にやるか、採算でやるかという問題なのです。そこの考え方を、僕は切りかえないとい

かないだろうと。だから、燃料化の問題もこれだけを助燃材にするというのは、それはそれな

りにいいのだけども、僕は安愚楽の麦稈をどう使って燃料化するかと。２万トンなのだから。

白老の出るごみの量というのは、8,800 トンが１期工事だけで２万 5,000 トン出るわけです。

それを、外国の例見たらみんな燃料なのです。きのうの道新見たら、最もいい、アフリカの最

大のものというのは牛ふんなのです。そういうふうになっているのです、新聞にも出ている。

そうしたら、そこをどう考えるかという問題なのです。業者がやる場合は当然お金がいるので

す。採算ベースに合うかどうかでやるのははっきりしている。ただ、我々がやるとき、それだ

けでやったら、結果として仕組みシステムは失敗するから。仕組みシステムをつくる。そこの

ところがかぎだと思っている。だから、さっきから言っているように、固めるテンプルか何か

知らないけども、具体的にはあれは買ってくるのです。買ってきて固めてごみに出して、全部

金かけて買ってきて固めて、金をかけて捨てているわけです。金かけて燃やしているのです。

それが全部例えばなくなったとしたら、どれだけの経済効果があるかと逆に考えたら、燃料屋

さんの効果と同時にごみ処理の効果と家庭の効果と出るわけです。そういう思想の普及を徹底

的にやらないと、私は多分この運動は成功しない。採算ベースだけで考えたら、もうからない

から、油集まらないからやめましたとしかならない。僕はそう思っている。そこのところを町

が何のリーダーをするかと言うと、そういう思想の普及のリーダーなのです。そこを徹底的に

やるということなのだと。そういうポリシーがきちんとあって、徹底的にやったとこが多分こ

の問題ではそういうことを言っているのです。だから、そういう谷口さんがやっている研究を

含めて、それがマンゴーか何か知らないけれども、それで一発売り出したら、そのとき何で売

り出すかと言ったら、マンゴーで売り出すのではないのです。燃料で売り出すのです、マンゴ

ーを。そういう考え、発想のところがどうなるかと。だから、さっきちょっと視察の人が来た

ときに、町の議会の視察に来た車は、全部エコ燃料でやると。そのときにその燃料を使った食

品を出すとか。僕はそういうことをどうやって売り出すかと。92.6％のごみの回収率をどうや

って売るかという問題なのです。そこら辺を、やはり今の素晴らしい産業経済課のメンバーが、

従来での延長線上での物の考え方を全部投げて、新たな考え方でそこをやれるかどうかという

あたりが、僕はこの問題、格好つけたりするのではなくて、そういう若い人の発想がどれだけ

出るかが、これが成功するかどうか。それに相手が乗るかどうかです。だから、安愚楽さんは
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極めて残念です。僕はあの２万 5,000 トンを燃料化するというのは、全国に発信できる中身で

す。これは、全国で何ぼ不十分でもやっているのです、みんな。今、熊谷委員言っていたけど、

純度低いと。そうです。我々一番最初に産業経済課で取り組んだときに、清掃車で行ったら、

一升瓶ダーとやって、こして使っているのですから。それがまた売りだったのです、ある意味

で言えば。そういう発想です。僕は、あれはあれなりにものすごいインパクトありました。白

老町のごみ燃料化。ここまで来る 14 億円の金をかける足掛かりはあそこなのです。あのとき何

をやっていたかというと、燃料化なんて何もやっていなかった。全部肥料にする堆肥化だけだ

った。それが、わずか１年か１年半でここまで来るわけでしょう。ということは、そういう今

の暗い財政問題が大切な中で、どんな明るい材料をつくっていくかと。それに町民をどうやっ

て巻き込むかというあたりが、考え方として本当に、何か官僚さんが物事、仕事やるような回

収の方法なんてだめです、はっきり言えば。官僚が考えて、これができてこれができたらそう

なりますというような考え方でやったら、僕は成功しないと思う。面倒くさいことやったら絶

対集まらないから。そうしたら、一番いいのはごみの収集車両ということ。あとは学校、消費

者協会、町内会そういう組織。ただ、そこでメリットがあることを考えたら、今度は原材料に

跳ね返るから、そこは十分この問題については考えないとだめだと思う。そういう発想の転換

をどれだけ。何だ、これは役場で考えたことかと言われるような発想をどうやって、回収の仕

組みの中でも考える。使う場合も考える。それを寄せて集めて、さっき言ったプラスチックか

らすべての問題で考える。それを考えられるかどうかというあたりが、僕はかぎだと思う。当

然、そこには僕らみたいな老議員もいくらか考えなければだめだと思うけど、やはり若い発想

でやらないと、従来の延長線上ではだめだというのは私の考えですけど、いかがでしょうか。  

○委員長（玉井昭一君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 大変、激励の言葉だというふうに受けとめましたので、今産

業経済課の特に企業誘致のほうでは、企業支援という中から本当に白老の企業の支援とはどう

あるべきかと。白老のこれからの第１産業はどうあるのかとか、そういう発想で取り組んでい

るのです。大渕委員のおっしゃられた内容というのは、まさにそういう中から若い職員がこう

いう方法はできないのだろうかというものを考え出してきて、そしてそれが具体化してきてい

るという内容でございますので、本当にそういう部分でいえば新たな発想、もしくは新たは仕

組みをやはりきちんと考えられるような体制、もしくは組織になっていなければならないと、

こういうことだと思っています。現状ではそういう取り組みをしているということでご理解を

いただきたいと思います。それともう一つ、思想の普及という部分でございますけれども、エ

ポック・サービスもその辺は考えてございまして、私どもも当初からそのようなことは考えて

ございまして、やはりこういう環境に対しての理解を深めようということがありますので、エ

ポック・サービスとしては、できるだけ見てもらおうという対応で、例えば工場の製造工程が

わかるように、ガラス張りの部屋があったりですとかしてございますので、どういうふうに今

までは邪魔者扱いの廃油だったものがきちんと製品になっていくのだよということの理解も、

例えば小学校で見に行くとか、そういう中から小学校から回収ボックスができあがるとか、そ
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ういうような仕組みは本当に非常に大事なのではないかというふうに考えてございますので、

その辺につきましても、大変貴重なご意見としてエポック・サービスには十分そういう回収シ

ステムの中でも検討してもらうようにお話をしたいというふうに思います。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） よくわかりました。それで、町内の一般家庭の回収仕組みシステムは、

やはりエポックと協力すべきだけども、町が主体的に考えてあげると。そこまでやれるかどう

か。どういうことかというと、企業誘致をしたときに、相手の企業がどれだけ白老のまちが自

分の企業のことを考えてくれているかといったら、そこでしょう。だから、そこはお金を出す

わけではないのです。考えるアイディアだから、それが白老町民に一番合ったやり方。例えば、

よくわからないけど、大体一般家庭で天ぷら油というのは、どれくらい出るものかと、僕は全

然わからないのです。全くわからないけど、まずそこからやらないと、全然採算ベースに合わ

ないのなら、やったって仕方ないのだから。それぐらいだったら学校ぐらいの形にしかならな

いでしょう。本当に清掃車使ってやるのなら、清掃車は全町回るわけだから、あれが一番合理

的なのです。合理的だと考えた場合。だけど、あれは民間がやっているから、民間のそういう

ものにお金をもらわないでできるかどうかということもわからないのだから、乗せられるかど

うかということなのです。逆に言えば、学校とか商工会のほうが思想の普及では受けるわけで

す。新聞のネタにもなるわけです。エポック・サービスに対して、町がこれだけ町民が協力し

てやっていますよということが、例えば１週間に１回ずっと苫民と室民に出たら、最大のアピ

ール効果です。そういうことを町が考えてあげて、新聞に出る方法、それをやったのが苫小牧

のホッキです。苫小牧民報に１週間に１回ホッキのことが出ない日ないのだから。あれは、市

が政策的にやっていることです。苫小牧民報社がやっていることではないです。はっきりして

いるのです。それで、全国１のホッキを売ったわけです。だから、そういうことを本当に考え

たら、白老はエコのまちなのだよと売るとしたら、徹底的に民間の新聞社に書かせると。書い

てもらうようなネタをどんどんつくっていくと。僕はやはり、役場のこれからの仕事というの

は、そういう仕事だと思うのです。だから、町内の回収システムを。おまえどうやってやるの

だと言われたら困るのだけど、子供たちをどうやって、そういう意識の中に巻き込んでいくか

と、かなり大きな比重を占めるのではないかなと思っているのだけど、さっき聞いた回収シス

テムで町民の皆さんが、お母さん方が納得してやるような中身になりそうですか。要するに、

天ぷらこれだけつくっているから、固めるテンプルか何か知らないけど、そういうものがどれ

だけ使われていて、皆さん方の家庭ではこれだけ安くなります、これを出すことによってとい

うようなアピールの仕方のほうがいいでしょう。天ぷら油を回収したら、エコでこれだけ役立

ちます。世界的にはどうだとか、そんなことやったってだめでしょう。そうでない方法考えた

ら、そんなことなのだけど、そういうまずデータみたいのを取って、消費者協会に頼んで調べ

るとか、そして組み立ててつくるとかということ、考えてやっているかもしれないけど、どん

なものでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  岡村産業経済課長。 
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○産業経済課長（岡村幸男君） 本当に、貴重なご意見だと思っておりますし、実は私どもも

本当にそういうような回収の仕組みができないのかというのが、内々では話をしている部分あ

りまして、ただごみを回収するという、今までの回収の仕組みの中に組み込んでいくとなるわ

けです。いろんな仕組みを変えていかなければならないということと、そこら辺の理解をして

いただくための仕組みとして、例えば町民会議、環境会議の中でそういうことをお話していく

だとかという準備行為を生活環境課のほうではやっていただいている部分なのです。これは、

前段４月の段階から可能かどうかということは、産業経済課と生活環境課のほうでお話をさせ

てもらっています。ただ、今具体的にいただいたご意見の、いわゆる本当にこうなるからでは

なくて、じかにこれだけの懐が軽くなるのですよという発想というのは、なかなかそこまでの

それをＰＲするのだという、そういうような形では頭の中になかった部分ありますので、その

辺の参考にさせていただきながら、取り組みの仕組みとして、方法として、いかに効果的にそ

れをアピールしいていくかということを含めて、十分今のご意見を参考にしながら関係課と協

議を進めたいというふうに思います。  

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありますか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほどお尋ねするのを忘れました。原料確保先ラルズですとか、ロー

ソンさんだとか大手さんが書いていますけども、主要販売先については今のところ、どのよう

な状況になっているのか、１点お尋ねしたいと思います。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 大変申しわけございません。主要販売先については確認をと

ってございません。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） せっかくやるのですから、やはり企業イメージというのは大切ですよ

ね。中小企業にとっても企業イメージ大切なのですけども、特に大手はやることによって、相

当お金をかけたとしても企業イメージというのを大切にして、大手はどんどんリサイクルのも

のを逆に使うことで、本当はそれ以上お金がかかるのだけども、やっているところも結構ござ

いました。そういった意味でその辺の掘り起こしも、町のほうでもいろいろ検討していただき

たいなと。特に、白老の循環バス、道南バスさんは大手ですから、この辺はご協力いただくよ

うなことも、検討項目も一つに入れられていただいてはいかがかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありますか。岡村産業経済課長。  

○産業経済課長（岡村幸男君） 実は、そのことも検討の材料には上がってございました。実

は今、他の事業で環境省と国交省が連携した事業として、低炭素地域づくり事業というのがご

ざいまして、それは協議会をつくってやっている事業なのですけども、金額的には 1,400 万円

くらい全額事業としている部分なのですが、その中でもＢＤＦを使って、町内のそういう循環

バスだとかに実証実験として使えないだろうかと、こういうような取り組みをやろうとしてご

ざいます。そういう中で協力を受けながら、それがもし可能であれば使っていただける環境が

つくっていけるのかなというふうに考えてございますし、町内でのほかにもバスの運行されて

いるところございますけども、そういうところも参加いただいたりですとか、いわゆる町民の
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足となっているような交通機関に対しても協力をいただきながら、協議会の中には入っていた

だいているのですけども、できるだけそのような形で、ＢＤＦが使っていけるような形で、協

力をお願いしたいというふうに考えてございます。ただ何分、100％使うという部分について言

えば、まだ事業者としても本当に高速道路を走った場合に大丈夫なのかとか、いろんな課題は

持っているわけです。例えば重機で使うのであれば、それほど大きなものではないでしょうけ

ども、これが例えばお客様を乗せて走るというようなことであれば、やはり 100％かとなると、

製造元では 100％と言っていても、やはり。それから、既に実証実験として弟子屈ではやって

いますけども、問題ないということではありますけども、やはり実際に参加していただいて、

初めて車に対しても影響ないよということを確認していただかない限り、100％そのまま使うと

いうことになかなかなっていかないという部分ございますので、その辺はそういう実証実験を

踏まえながらきちんとやっていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君）  一つだけ、細かいことなのだけど、資料には 9,912 万円、土地建物

とありますけども、この土地の部分だけの代金はいくらだったのですか。西主幹。 

○産業経済課主幹（西 幹雄君）  平米 5,000 円で売りましたので、金額としては 2,000 万円

となってございます。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ないようでありましたら、次もありますので、この辺でいい

かと思いますが、どうでしょか。それでは、産業経済課の皆さん、どうもご苦労さまでした。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１３分 

                                         

再開 午前１１時２０分 

○委員長（玉井昭一君）  委員会を再開いたします。 

水産港湾課の説明を求めます。岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） それでは、エス・ワイ・プロモーションのＳＰ基地の概要に

ついて説明をさせていただきます。このＳＰ基地につきましては、苫小牧港にあった食用油の

タンクの施設が古くなってきたことと、新しい設備を増設する計画があるということで、そこ

の用地が手狭なことから、新しい建設用地を探すという中で、うちのところに来たという形に

なっております。エス・ワイ・プロモーションのＳＰ基地なのですけども、資料は配布してお

ります１ページなのですけども、事業運営会社と用地を所有している会社の２つに分かれてお

ります。事業運営会社が株式会社エス・ワイ・プロモーションでございます。エス・ワイ・プ

ロモーションは、キューピーマヨネーズの主要原材料でありますサラダ油を一貫して品質管理

のもとに移送するという目的で設立された会社でございます。今現在でいきますと、食用油の

輸送では全国のトップレベルの会社であるという形でございます。このタンクとかを所有して

いる会社は、株式会社董花でございます。これは、キューピー株式会社の筆頭株主になってい

ます中島董商店が全額出資している会社でございまして、オフィスビルを中心とした不動産の

賃貸しとか管理をしたり、工場生産設備の賃貸しを行っております。やはりキューピー関連会
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社として、得意先はキューピーグループが主になっているということでございます。 

立地企業の概要につきましては、資料の１ページを見ていただければおわかりになっていた

だけると思います。ＳＰ基地の主な事業の目的なのですけども、３ページ目でございます。こ

れは一応複数の油のメーカーさんの製品を一気に預かると。そして、北海道各地に配送すると

いうことを目的として建設されているということでございます。今現在は、２つの食用油の会

社の油を扱っているという形でございます。これは、共同運用によって、燃料等のコストダウ

ンをすることと、品質管理ができるということが目的という形になっております。それを売り

にして、今も１社か２社について、積極的にまたここの基地を使ってもらうということで営業

しているという話は聞いております。３ページ目でございますが、ここの施設の概要的には、

岸壁に受け入れ用のピットを制作しまして、食用油のタンクに輸入するという形でつくられて

おります。タンクの容量としましては、200 キロリットルのタンクが３基、それと 75 キロリッ

トルのタンクが２つという形で、合わせて 750 キロリットルの食用油が貯蔵されるという形に

なっております。そのほかに、ここには建物として、事務所と計量充てん室。この計量充てん

室でタンクローリーに充てんして全道に配送するという形になっております。ここのＳＰ基地

は最新の設備という形になっておりまして、余り人手に触れない中で油を船からタンクの中に

送り込む。そして、タンクローリーに送り込むという形で、品質管理については十分に品質管

理されているという形でございます。一応、ここのタンクに入っているものとしては、菜種油

と大豆油の２種類が入っております。キャノーラというのは、菜種の一種ではないかと思うの

ですけども、それで３種類の油を入れておりまして、ここで混合して配送することもできると。

要は、菜種油を３割で大豆油を７割とか、そういう形で混合して、配送することもできるよう

な設備になってございます。これは全国でも余りないという形では聞いております。最後の写

真なのですけども、タンカーが来て岸壁のピットに入れるという形の写真でございます。簡単

ですが、こういう形で、概要でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  質問ありますか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ご苦労さまでございます。昼から見せていただくことになると思うの

だけども、施設のことではなくて、エス・ワイ・プロモーション、油の 500 トンの船、何回く

らい入っているのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） ４月の末に１船目は入っております。それから、６月、７月

という形で、月一で今のところは入っているという形になっております。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。先ほどの説明で、苫小牧に前、施設があってこちらに手

狭になって来られたということなのですけど、こういうエス・ワイ・プロモーションのような

施設は北海道に、キューピーさんの関係であるのでしょうけれど、どこくらいの施設があるの

かと、例えば白老からこの油が全道に回るのかどうか、お聞きしたい。 

○委員長（玉井昭一君）  岩崎水産港湾課長。 
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○水産港湾課長（岩崎 勉君） 聞いた話なのですけども、このような施設は前に苫小牧と小

樽にあるという形で聞いております。それで、苫小牧にあったのがうちの港にきたという形で、

小樽のほうも大分古くなってきているとも聞いていますので、そちらのほうの営業もしている

ということは聞いております。あと、配送なのですけども、今聞いている中では帯広、旭川、

そちらのほうまでは行っております。稚内以外に全道的な形で配送しているということでは聞

いております。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） このエス・ワイ・プロモーションを誘致できたのは、非常に私は大き

いなと思っております。もともと苫小牧にあったところが老朽化した中で、苫小牧も随分当初

はまさか行かないだろうと思っていたものがこっちに来るということで、最終的には苫小牧は

必死になって引きとめ工作をいろいろやっていたようですけども、最終的に白老に来られて、

そして私はピット等の設備、これ町のお金でやりましたけれども、十分それくらいの価値はあ

るものだと思います。と申しますのは、白老ほとんど砂、砂利関係に頼っているところがござ

いまして、第３商港区ができればパルプ関係がもっと伸びたり、石炭船が入って来たり、チッ

プが入って来たり、そういったことになりますけれども、北海道これから、日本全体そうなの

ですけれども、食糧自給率を日本として上げていかなければならない。そういった中で、そう

いったものが白老にあるということは非常に素晴らしいことだと思っております。それで、タ

ンクの増加する、いわゆる事業計画の拡大の計画というのは今のところどうなのでしょう。持

っていないのかどうなのか。 

○委員長（玉井昭一君）  岩崎港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 先ほども説明したのですけども、今のところは２つの油の会

社さんのものを扱っております。今３社目のものになると思うのですけども、そこについてち

ょっと営業をかけていると。その３社目がある程度決まってくれば、また２期工事に入りたい

ということでは聞いております。ただ、３社目というのは、小樽にまだ設備があるものですか

ら、その辺がもうちょっと老朽化するとか、小樽になりますと、冬の船の定期航行的なものが

ちょっと厳しくなるので、それを今売りにして、ここの港を宣伝しているとは聞いております。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） ３社目は営業戦略上、名前出すのはちょっと難しいと思うのですけど

も、もう既に行っている２社というのはどちらですか。これは、問題ないと思うのですが。 

○委員長（玉井昭一君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 昭和産業株式会社とジェイオイルミルズの油を扱っておりま

す。両方とも一部上場企業と聞いております。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４ページの図面に、１期工事のタンクの横に画がついていて、隣が２

期工事となっているのですよね。ということは、大きなタンクがあと５つくらいと小さなタン

クが２つくらいつくれますと。状況によっては、ここを増設していくというような意味ですか。 
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○委員長（玉井昭一君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） これは、エス・ワイさんが描いた画なので、こういう形で拡

張をしていきたいということで考えていると思います。言ったとおり、今２社については、聞

いた話でいきますと、油の質が似ているということなので、同じタンクを使えるのではないか

と。だけど、これからの営業している会社になると、油の質が変わってくるので、また新しい

タンクをつくることも考えているという形でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今、小樽のほうの関係出ましたけども、小樽にはどの程度の規模の

ものが今あって、それが老朽化したときにはいろいろ会社としても考えるのでしょうけども、

どのくらいのものがあるのですか。 

○委員長（玉井昭一君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） ちょっと、その質問大変申しわけないのですけども、私ども

一度小樽の所は確認したいとは思っていたのですけども、まだ時期的にそこに確認に行ってい

ないので、容量的なものはまだわからない状態です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。ないようですね。それでは、水産港湾課の説

明をこれで終了したいと思います。水産港湾課の皆さん、ご苦労さまでした。暫時休憩いたし

ます。 

休憩 午前１１時３５分 

                                         

再開 午後１５時０３分 

○委員長（玉井昭一君）  委員会を再開いたします。この時間はきょう調査した結果の取りま

とめということです。特にこういうことを書くべきという意見がございましたら伺いたいと思

います。それと合わせて、先だって安愚楽牧場視察に行ってまいりましたので、その件も合わ

せて３カ所ということでご意見がありましたらお願いいいたします。一遍にというわけにもい

かないから、一つずつ。まず、安愚楽牧場から。見せていただいた中で、特別なことがなけれ

ば。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ３カ所とも問題点があれば別ですけども、問題点がなければ、事前に

出た意見をまとめてもらえれば、私はいいと思うのですよ。ただ、安愚楽の場合、問題点では

ないのだけど、燃料化がちょっとうまく今回はいっていないというのがあるのです。町は相当

働きかけたようですけれど、私はやはりこの安愚楽の牛ふんの燃料化というのは、白老町の一

つの産業基盤の中では非常に大きな目玉になるなという印象を持っていたのです。もちろん、

グリセリンだけで今やるというのはあるのですけども、そういう産業廃棄物をもとにした、そ

れを利用した新たな産業起こし。これは牛ふんをグリセリンと混ぜて燃料化するということは、

そこでも人を使うし、それをシイタケにはなかなか難しいのかもしれないけど、新たな産業起

こしに使えると。安愚楽さんを入れれば、第１期工事だけでも２万 5,000 トンですから。うち

のまちがやるのが１万 1,000 トンですから、8,800 トンのごみプラス・アルファで１万 1,000
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トンですから、倍以上の燃料化なのですよ。もちろん企業ですから、採算ベースが合わなかっ

たらできないわけだけれども、そういう点ではまちが技術的な応援以外の何ができるのかわか

らないのだけれども、今もあきらめないで頑張っているという話、さっきもしていたから。そ

れでいいのだけど、何とか牛ふんとプラス、グリセリンの燃料化ができれば、白老町の産業基

盤と売り込みにとっては、極めて高いものになるだろうと。要するに、産業を含めた中で、今

のＣＯ２削減とエネルギー源をそこから見出すという取り組みというのは、ごみと一般廃棄物

と産業廃棄物とそういうものが全部そういう形で利用されるというのは、まちにとってはもの

すごく売りになるというように思うのです。もちろん雇用促進にもなるから。そこはちょっと

残念だなというのは、書き方あるのだけど、ぜひ今後の中で実現をしていただきたいと。町と

しては、金の応援はなかなか難しいかもしれないけれども、例えば産・学・官の連携なんかは、

多分これだけの技術があるのだから、まちは応援できると思うので、そこはうまく書いていた

だければなという気がすごくします。 

○委員長（玉井昭一君）  私もそれは、そのとおりだと思います。何も肥料だけであったら牛

ふんだって余るくらいあるのだから、だから地域の人たちに分けてやるような話はしていたか

ら、それはそれでいいけども、そんなものでは処理しきれないから。重要なことだと思うので

す。まだまだアタックして、何とか方法を考えてもらえないかということはできるわけだけど、

何せグリセリンと牛ふんのかみ合わせということになれば、企業対企業だから、その辺どうい

うふうに考えているか。おそらく自分の企業でできるのならやるのだよね。だけど、よその企

業とタイアップするとなると、なかなか難しい面が出てくるのではないかなと思うのだけれど、

それにしても今大渕委員が言われたように、この委員会としてもできる限りその方向に向けて

もう少しアタックすべきだと、こう思います。ほか、ございませんか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 大渕委員の言ったことが論旨だと思うのです。それにやはり、売る箇

所と言い方悪いのですけども、町側に意見の補説として、コーディネーター役をきちんとして、

環境という大きなテーマを考えながら、地元に張りついてくれた企業さんにそれなりのセコン

ドをしていきなさいということは書くべきだと思います。それに、きょう見せていただいた食

用油のほうと廃油のほうと、入口と出口でうちのまちにできたということも、これはもうすご

くアピールすべきだと思うし、やはりない地域性で、白老にあるエス・ワイ・プロモーション

のプラントの優位性も聞いて来て、非常に興味持てると。それから、やはり処理するほうの問

題もいろいろ法律的な問題はあるのだろうけど、町民を巻き込んだそういう活動に町側がそれ

をリードすべきだということを意見の中に入れてもらったらいいのかなと。あとは、何も否定

するものはないです。非常に寄与していただいているという部分は、進出企業の皆さんにわが

町に来ていただいたという、その気持ちは大事にすべきだとも書いてもらえればいいかなとい

うふうに思います。ただ、安愚楽は地元採用を考えていてくれているけれども、エポックにし

ても。エポックも何人か地元で見たことがあるなという子がいたのだけど。そういうのも、地

元企業の雇用も考えてほしいというのも書いてもらったほうがいいかと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。 
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○委員（山本浩平君） 安愚楽については、先ほど大渕委員がおっしゃられた内容かなと思い

ます。若干、気になっているのが、エポックさんのやはりグリセリンの処理というよりも有効

利用ですね。これ確立されていない状況の中ではもう先に建ててしまっているのが実情ですか

ら、どこもグリセリンの処理については困っているのだけれども、こういうバイオディーゼル

燃料の事業に着手しているのですよ、どこも。ですから、これは本当にグリセリンの有効利用

を促進されたいというような内容を、これは絶対つけ加えていただきたいというのが一つ。も

う１点が、現地でわざと質問したのですけども、この資料でいうと、原油取引相場に左右され

ず、安価な安定的な供給が可能と書いているのですよ、この資料では。しかしながら、先ほど

の現地の質問の中では、軽油の価格に若干下げてというような方向性らしいので、これは原油

価格の相場に左右されているのです。企業ですから、設備投資ですとか、いろんなことでお金

もかかっているから、当然そこで利益を上げていかなければならないというのはわかるのです

けれども、やはりうたっている原油取引相場に左右されないということであれば、私はどんど

ん販路が広がっていくとは思うのですけども、軽油のほんのわずか安い値段くらいでは、この

軽油に比べて酸化しやすいですとか、問題抱えていますから、企業が飛びつくかというと、な

かなか飛びつきづらいと。エコに力を入れて、事業ＰＲのためにやろうという判断するところ

はやるかもしれませんけれども、リスクを負ってもやるかもしれませんけれども、そうではな

いところはなかなか飛びつかないと思うのです。ですから、販路拡大を考えるのであれば、こ

の辺のところも少し考えていくべきではないのかなというふうに、考えていくべきでは言えま

せんけども、事業戦略でしょうから言えませんけれども、多少ちょっとつけ加えていただけれ

ばありがたいかなというふうに思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  あくまでもあの人たちだって企業だから、利益上げないことにはや

る意味がないわけですよね。その辺が、さっき役場でも説明したとおり難しいところだと思う

けれども。だけど、相場より１割安いとか２割安いとか、売る気というのは基本的には違う。

最初 90 円だと言っていたのが、今では 140 円だから。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 表現は難しいけども、考え方としてはここにいるみんな一緒だと思う

のです。やはり、いいことをしている。これからも協力を得ないといけないと。要するに、エ

ポック・サービス自体の収集能力だとかいろんなことも、それは企業としてやるのだろうけど

も、我々の立場としては、ＣＯ２の削減だとか、環境問題だとか、大きくとらえていくと、地

域住民の協力が必要になってくるだろうというところに行っていると思うのです。そうすると、

そのことに対しての還元が、要するにうたっている部分のところで、やはり地元の企業に対す

る還元だとか、町民に対する還元も考えていかなくてはいけないのではないかというところぐ

らいでとめておいたほうがいいのではないかと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君）  ただ、今個人の家から集めると言っても、スーパーへ行けば油揚げ

売っているわけです。何でも揚げて。昔は、私らの小さい頃は、鳥だって何だって自分のとこ

ろで揚げたけども、今揚げないのです。そうすると、基本的に個人の油の量というのは少ない

のです。だから、民間還元はわかるけど、民間で集める量はほとんどないと思う。 
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○委員（熊谷雅史君） それは、玉井委員長の考えだと思うのです。やり方だと思うのです。

エコだよと言ったら、サミット袋を今もらわない人はすごくいるのです。エコバッグ持って歩

いているのです。これも一つのアピールです。サミット袋もらわないことによって、ＣＯ２燃

やすことなくなるから、環境にいいのですと言ったら、みんな 300 円、400 円の袋買って買い

物行くのです。それと同じです。だから、これがエコにつながるのだよというビデオを見たで

しょう。あんないいビデオあるのだから、やはりあれを流すことによって、今まで投げていた

やつを取って持って行こうという意識になれば、使わないという量ではなくて、使っていると

ころは使っているのです。少ないとは言い切れないと思うけども。 

○委員長（玉井昭一君） それは今言うべきことではなかったかもしれないけども。副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今、皆さんの言われたことというのは、総体的に白老町取り組も

うとしている環境教育だとか、そういった観点から考えたときには、地域の意識改革も変えて

いかなければならない。今、熊谷委員が言われた、サミットが行われて、それが一つの啓発に

なって買い物袋、自分達のエコバッグを持って歩くような形になって、一つの形としてなりつ

つあると。各家庭から出る油の量もさほどではないのかもしれないけども、でもそういった意

識づけをすることによって、町内会が一つの動きになってみたり、今回消費者協会がそういっ

た部分で、これからどういった動きになるかわからないけども、そういう動きにもなってくる。

まち全体がそういう一つのまちづくりの形の中で、そういう方向性に動き出したときに、大き

な流れというのができると思うのです。それに期待することも大きいだろうし、大きな観点で

環境教育という、今までは言葉でしかなかったものが、現実にそういった形になってくる一つ

の玉になるのではないのかなと、そう感じさせられた、きょう視察だったなと思います。 

それと、今回の取りまとめについては、各企業の事前説明は前回でもう終わっていますので、

きょうの午前中も受けましたけども、１回報告しています。今回は、あくまでも現地調査。工

場視察を行ったという部分で、現状の運営の説明を受けたことですし、まずそういった現状の

部分と、評価をしなければいけない部分あると思うのです。それから、一つの課題ですよね。

今、山本委員から言われたグリセリンの処理方法についても、やはり大きな課題だと思うので

す。これについては安愚楽もそうですけども、エス・ワイ・プロモーションさんについては、

入って来たものを流通に流すわけですから、それはいいのでしょうけども、安愚楽またエポッ

ク・サービスについてはグリセリンの問題、ふん尿処理の問題。これについては産学官のそう

いった連携のもとに今、熊谷委員が言ったけども、町がコーディネーター役となって。今実際、

エポック・サービスさんあたりは、グリセリンの処理については、大学で実証実験をしてもら

っているという、そういった話も聞かれましたので、安愚楽さんについても当初の燃料化につ

いては頓挫しているような状況になっているけれども、これもあきらめるのではなくて、町が

一つのコーディネーター役になって、大学との連携のもとに何とか燃料化できないかというこ

とで今後進めていくべきことなのだろうなと、私はそういうふうに思いました。ですから、今

皆さんが言われたことを総称的にまとめていければいいのかなと思います。一番大きいのは、

環境教育という部分が、今回３社見てきた中ですべてに通じる部分なのかなと、私は考えまし



 25 

たけど、皆さんもし、これが目玉だというものがあれば、それをちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君）  私感じたのは、施設を見てからという、副委員長のまとめなのです

けども、最後に出た環境教育、そういった面からいくと、エポックさんあたり、グリセリンい

ろいろ問題があるけども、せっかくああいう企業が来ているのだから、白老町で個人から天ぷ

ら油を回収する、そういうシステムをやはりまちを挙げて、量的なものはともかくとして、そ

ういうことをやることによって、非常に企業のイメージアップにもつながるし、白老町のまち

のＰＲからいって、そればかりがいいわけではないけれども、非常にインパクトがあることだ

なと。やはり、十分企業さんと町のほうで連携をとって、そういう仕組みをきちんとつくると

いうことは、非常にせっかく来てくれた企業さんのためにもなるし、白老町としてもそういう

ことをきちんとやる。今、一般廃棄物が燃料化されるという中で、ＣＯ２削減の日本一になる

まちとしては、やはりそういうのも一つ大いにこれからやっていくべきだなというぐあいに、

委員会としてもまちのほうに意識してもらうように報告するもの一つのあれだなというふうに、

私は感じます、特にその辺が。 

安愚楽さんのふん尿の２万 5,000 トンも、私個人的にはああいう子供のころから廃棄物見て

きているのだけど、ちょっと私のイメージからすると、厚真の牧場見て、こっち来て見て、出

ているふん尿の、堆肥の形状というのが、非常にいい意味での、ものすごいわらがいっぱい、

あれがものすごく多いのです。ふん尿が何ぼもないのです。現実問題として子牛だからあれだ

けど、肥育のほうへ行くとあんなにわらばかりが多いような状態で出て来ないと思うのです。

だから、あれを堆肥化で今のままでやるといったら、２万 5,000 トンの堆肥持って行って売る

と言っても限度あるから、毎年それだけ出てくるのだから、燃料化できちんとやっていかない

と採算合う合わないの問題でなくなってくるのではないかなと。だから、そういうところにつ

ながっていかれないから、やはりそれはきちんとお互い連携して燃料化するとか、そういう処

理でいかないと、堆肥つくってそのままあちこちばらまくといっても、現実問題ではちょっと

難しいなと思う。2,500 トンなら何とかなるけど、それでなくたって、白老でいっぱい牛飼っ

ている人いるのだから。そういうことからすると、また別なきちんとした処理方法を確立して

いかないと大変だなと、町でもきちんとやはり協力できるだけやっていかないとだめではない

か。せっかく、来たばかりですぐあれもこれもと言うのは、非常に失礼な話だから、その辺は

表現的にはあれだけど、町のほうの負担を多くするような形で書いて、ぜひ協力してやるよう

にという、やはり施行するくらいのことは話していったほうがいいのかなという感じはします。 

皆さん、３社とも来たばかりで、さあやろうと言っているときに、こういうことは。そういう

面で、やはり非常に向こうのためになるようなことを書いてやったほうがいいのかなという感

じはしますけど。 

○委員長（玉井昭一君）  今、議長が言われたとおりだと思います。最初の件も、油の件だっ

て私は、量は少ないという話はしたけれども、ただよそのまちで容器だけを小学生に集めさせ

たと。１個集めてきたら５円だか出てくると。10 円かな。そういう機械をつくって集めたのだ
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そうです。子どもたちが喜んで集めたというのです。それが廃棄物処理につながってきたとい

う実例があるわけです、日本国内で。ちょっとテレビで見たら、これは素晴らしいことだなと

思ったのです。子供が例えば油入れて、ペットボトルに入れて来たと。一石二鳥ですよね。両

方構えられるわけだから。だから、そういう容器を中国でどんどん買っていると。そういうの

をなくすために、日本の業者がみんな困ったということで、小学生に集めさせた。そしたら、

すごい集めて莫大な量になったというのです。だから、そういう環境という面で、小学生の時

代からそのことをわかっていたら、当然大人になったときには充実するだろうという話を日本

でもいたけども、こういうことも大事だなというふうには思っていました。だから、議長の言

うとおりで、まるっきりないと決めつけないで、集めるのも大事だと思いますけど。山本委員。 

○委員（山本浩平君） その集め方につきまして、午前中の会議の中で、大渕委員から出てい

ましたけれども、エポックさんが収集するということで言っていましたよね。それは、そこの

企業の考え方でやるほうがメリットあるからやるのでしょうけれども、本当に白老がエコのま

ちだということをＰＲするのであれば、収集自体も大渕委員言われたように、エポックさんば

かりではなくて、白老清掃さんあたり、ほかもあるかもしれませんけど、町内の業者に頼んで、

そして集めるシステムというのを町主導のもとで確立するもの一つではないかと思います。と

いうのは、よそのまちで聞いてきた話なのですけども、結局そういうのは収集業者というのが

あるのです。収集運搬業者というのが。収集運搬業者が集めるのですけども、当然１社だけで

はなくて、何社かあるとしますよね。そうしたら、出すほうもいくらだったよと、お宅いくら

で持って行ってくれるのと、こういう話になってきているらしいです、現実として。ですから、

食べ物屋さんにしても、いわゆる食品の油が出るみたいなところにしても、そこもやはり商売

だから、ただよりも５円でも 10 円でも高く持って行ってくれるというところに出すという、そ

ういう競争になっているという話です。ですから、その辺も一つの今問題になっているところ

というか、クリアしいていかなければならないと思いますので、ぜひ回収の方法ももう少しエ

ポックさんの広げて考えていただけるようなことであればよろしいのかなというふうに思いま

すけども。 

○委員長（玉井昭一君）  僕が言った例の場合は、小学校にその機械を置いたというのです。

だから、小学生がそれをぶら下げて行ったと。軽いから、あれに油入れたら重たいから大変だ  

けど、そんな状況だったのです。だから、それを例えば町で奨励するよと。そうすると、１軒

のうちでペットボトルにあるやつを駆け引きして高いところに持って行くということではない

のです。だから、そういうことであれば、今言ったようなことではなくて、子供たちに駆け引

きを覚えさせなくても集めて来るのではないかという話なのです。手法か何もここで話をする

ことではないけども、そういう方向に向けていくということはいいことだと思う。地域が協力

すれば手間暇かからないのだから、会社自体が。そうすると、地域だけは安くやるということ

になるかもしれない、提供するということになれば、そういうことも考えられるから。最初の

うちまとまるまで大変なのです、こういうことは。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） さっきの熊谷委員からも雇用の部分、出ていましたよね。雇用も
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今エポックさんで１人でしたか。エス・ワイさんでさっき説明受けてくれた方が、地元からの

雇用だという話聞いていました。それで、これから先話すことは、まとめの中に書けないかも

しれないですけども、もともとエス・ワイ・プロモーションさんあたりのあれだけの土地を買

ったということは、今の規模で納まる考え方はないと思う。これは企業のことですから、僕達

が言えることではないけども、ただ説明でもありましたよね。今は共同運用している中で、２

社との取引の中でやっていると。ただもう１社ふえることによって、今のタンクというのは使

えないそうですね。配合だとか混合が違うので。ですから、そうなるとまたタンクの増設だと

かいうことが考えられると。でもこれは水面下というか、企業ですからいろいろな部分で動い

ていることなのでしょう。そういうことになると、町としての雇用のそういったものにもつな

がっていくのかなという期待もありますよね。これからどんどん企業努力されて、雇用の部分

でも貢献していただきたいという、そういった期待感はせっかく来てもらった以上、するのは

やはり町民ですし。今、月に１回の船が入っているだとか、ああいう話を聞くと、やはり期待

しますよ。そういったことも評価としては文書として残しておきたいなということもあります。 

○委員長（玉井昭一君）  いいのではないですか。北海道に白老にしかないというのだから。

メインですから。堂々と書いていいのではないかと思う。ほか、ないようでしたら、その辺で

あとは任せていただいて、正副委員長と事務局と考えるということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは以上をもちまして、産業厚生常任委員会を終了いたします。

ご苦労さまでした。 

（午後 ３時３５分） 


