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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  おはようございます。ただいまより、産業厚生常任委員会を開催い

たします。  

（午前１０時０１分）  

                                         

○委員長（玉井昭一君）  きょうは、ＥＣＯリサイクルセンターしらおいの方向性についてと

いうことで委員会を行いたいと思います。そろそろＥＣＯリサイクルセンターしらおいも完成

間際ということで、方向性をどのようにしていくのかということを、町側から説明をいただき

たいと思います。  

では、説明をお願いいたします。千石課長。  

○生活環境課長（千石講平君） 皆さんおはようございます。本日はＥＣＯリサイクルセンタ

ーしらおいの方向性についてということでございますが、この趣旨に合うかどうかわかりませ

んけれども、こちらのほうからの資料等用意してございます。全体のごみ処理に関する収支が、

つい先日まとまりましたので、この機会に皆様方にご説明し、ご理解賜りたいなと、このよう

に思っております。 

それでは、説明につきましては竹田主幹のほうからさせていただきます。よろしくお願いい

たします。  

○委員長（玉井昭一君）  竹田主幹。  

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） それでは、説明に入らせていただきます。きょうの資料と

しましては３点用意させていただきました。最初に、ごみ処理事業全体での収支の関係の資料、

それと燃料化施設の概要ということで計画・運営管理の概要、それと設備関係の資料を用意さ

せていただきました。  

 最初に、ごみ処理事業の収支に関してご説明させていただきます。Ａ３の大きい資料です。

１番上に乗っていると思いますが、これの説明からさせていただきます。  

 １、ごみ処理事業の収支でございます。バイオマス燃料化整備事業に伴う白老町のごみ処理

費用全体での収支について、次の条件で試算をし、取りまとめてあります。 

(１)資産の内容でございます。効果額の求め方としましては、各年度の歳入から各年度の歳

出を差し引いて不足する額というふうに求めさせてもらっています。これを、バイオマス燃料

化施設の起債が終了する平成 35 年までの 15 年間を合算しております。それを、それぞれのパ

ターンで対比しまして、効果額という求め方をしております。それで、各パターンなのですけ

れども、効果額の求め方の下のほうにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと４種類、記載させてもらっています。

現状推移型のＡ、燃料化施設推移型のＢ、これらにつきましては、Ａにつきましては登別との

広域化を継続した場合。それからＢにつきましては、バイオマス燃料化施設を稼動させた場合

という試算でございます。これは、平成 19 年５月に、議会にご説明しております。効果額の８

億円という試算をさせてもらっています。結果から申し上げさせてもらいます。 
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(２)の効果額の比較結果、それに①として、平成 19 年５月のときの効果額を載せております。

平成 21 年から平成 35 年まで 15 年間、それぞれの効果額を出しております。合計しますと右側

のほうに効果額ということで８億 911 万 8,000 円というふうに記載させてもらっています。 

次に、②としまして、平成 19 年５月のときの現状推移型Ａと、それから今現在の燃料化施設

推移型Ｃと書いてあるところです。現在の燃料化施設の推移としましては、平成 21 年度の予算

をもとにしてつくらせてもらっています。このＡとＣを比較したときには、効果額としまして

は４億 3,151 万 6,000 円という結果になっております。 

それともう１つ、③としまして現状推移型、今の現状推移型です。表のＤに当たります。19

年５月に提示しました現状推移型から変更となった部分、これらを加えて新しい現状推移型を

試算しております。それと、新しい燃料化施設の対比でございます。これらを対比しますと、

効果額としましては７億 5,142 万 1,000 円という効果の試算をしております。 

それぞれの積算の内訳なのですけれども、資料１、資料２、資料３ということで、資料を後

ろのほうに添付しております。まず、８億の資料につきましては、資料１のほうに試算した結

果を記載しております。これが平成 19 年５月の時点での議会説明の８億円でございます。歳入

歳出それぞれ、現状型と施設型に分けまして対比しております。結果は一番下の表に取りまと

めております。各年度の不足する額をそれぞれ求めまして、集計しております。結果として、

右の下のほうに８億円という数字を試算させてもらっています。このときの試算の条件としま

しては、現状型が歳入につきましては平成 18 年度の決算ベース、歳出につきましては平成 19

年度の予算をベースにして、それぞれ計算しております。現状推移型につきましては、埋立地

の整備につきましては平成 23 年度で全面整備という形で試算をさせてもらっております。この

ときの、燃料化施設側の条件としましては、歳入歳出は同じ条件でございます。ただ、バイオ

マス燃料化施設が稼動した場合、大きな違いは埋立地の関係でございます。埋立地につきまし

ては、平成 27 年に着工できるという試算をしております。一部整備でございますので約 8,000

万円を計上させてもらっております。 

資料１につきましては、これは平成 19 年５月の時点でございます。 

次に資料の２でございます。資料の２は平成 19 年５月の現状推移型と今の燃料化施設の推移

型です。今の燃料化施設の推移型は先ほどお話ししましたけれども、平成 21 年の予算ベースを

もとにしてつくらせてもらっています。これらを対比しますと、一番下のほうになりますけれ

ども、右下に４億 3,151 万 6,000 円という効果額という試算になります。 

次に資料３でございます。資料３につきましては、現状推移型を今に変えております。現状

推移型は歳入につきましては 21 年度の予算ベースを使わせてもらっています。それから、支出

につきましては 20 年度の予算ベースと 21 年度で反映できる歳出、これらを合わせて計上して

おります。変更になった要因としましてはクリンクルセンターの焼却炉の経費、これらを加算

させていただいております。これと新しい燃料化施設を対比した場合につきましては、下のほ

うにありますけれども、７億 5,142 万1,000 円の効果額という試算をさせてもらっております。 

それで、最初の資料のほうに戻らせていただきたいと思うのですけれども、それらをグラフ
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上にあらわしてございます。平成 19 年５月の評価額８億円が、当時の現状推移型に合わせると

４億 3,151 万 6,000 円に減額となっております。この減額の原因というのを表にまとめさせて

もらっています。下のほうの表になりますけれども、減少額としては３億 7,700 万円程度です。

経費が増になった分、要因として上のほうの表に記載させてもらっています。これ、15 年間の

合計でございます。最大の要因としましては、広域処理の維持管理負担金、これが 19 年のとき

の３億円、現在６億 7,639 万 5,000 円。差としましては３億 7,639 万 5,000 円です。これは今

まで搬入量によって負担割合を出しておりましたけれども、21 年度から処理量での負担に変わ

ります。合わせてそれぞれの施設ごとの負担というふうに変わりますので、これによる増でご

ざいます。 

それから、残渣の関係です。今まで登別で出ている残渣につきましては、白老町に持って帰

ってきていましたが、残渣量がかなり減りますので、今度は登別にお願いするという形をとら

せていただきたいと思います。これの委託料が、当初は見ていませんでしたのでこの分が増と

なっております。 

それから、燃料化施設運営の関係の繰出金です。不足する額の関係です。それと、ごみの手

数料収入、これがごみの減量によって落ちております。これらの要因が増になった要因でござ

います。トータルしますと、差額というところに、下のほうに記載させてもらっていますけれ

ども、増となった原因で５億 763 万 8,000 円でございます。 

次が削減等をして経費が減となった部分でございます。それぞれありまして、支出のほうに

つきましては、清掃行政・有料化経費等で若干の削減をしております。それから、センターに

つきましても 15 年間ですけれども、7,600 万円程度。収集につきましても 3,100 万円削減して

おります。これらを削減した合計が１億 3,003 万 6,000 円です。これを差し引きますと減少と

なった額３億 7,760 万 2,000 円ということになります。これらが８億円から４億円に変わった

要因でございます。 

次に、ナンバー２のほうに入らせていただきたいと思います。バイオマス施設の運営管理の

概要ということで、一番上のほうに表で載せさせてもらっています。施設の概要、施設の能力、

それから運転体制、それと運営の収支。21 年の予算ベースを載せさせてもらっています。別資

料、先ほどご説明しましたけれども、それらに記載されていることをその表にまとめさせても

らっています。 

施設の概要につきましては、所在地・面積、主なものを載せさせてもらっています。高温高

圧処理装置につきましては３基、破砕機につきましては２基、減容成形機、固形燃料を固める

機械につきましては２基というふうに記載させてもらっています。 

燃料化施設の概要という資料の中で、計画、それから運転管理概要という資料がございます

けれども、それの一番後ろに平面図をつけてあります。これが燃料化施設の平面図でございま

す。上のほうが石山通です。下のほうが日本製紙という配置になります。上のほうから収集し

たパッカ―車が入ってきて、一番上のほうにトラックスケールというものがございまして、こ

こで計量して、室蘭側のほうへ車は流れていくという流れになります。 
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大きな建物の左手のほうに、排水処理施設なのですけれども、そこと本体施設の間に入口が

ありまして、ここからパッカ―車が入って可燃ごみ等を一たん降ろすという流れになります。

施設の真ん中辺に、縦に３本絵があると思いますけれども、これが高温高圧装置でございます。 

大きい資料の次についていたはずなのですけれども、ずっとめくっていくと一番最後に平面

図がついています。それです。図面の上のほうから車が入ってきまして、図面の一番上にトラ

ックスケールがあると思うのですけれども、そこを通って軽量していくという流れになります。

そして、計量が終わりましたら、室蘭方面のほうへ走っていきまして、本体の建物の横に小さ

な建物があると思うのですけれども、そこの間に入口があります。苫小牧側のほうに入口があ

ります。ここに入りましてごみを降ろすという流れになります。 

建物の真ん中辺に、縦に絵が３つあると思うのですけれども、これが高温高圧装置でござい

ます。そのごみをそこの装置に入れて、そこで生成物という黒い粉状のものをつくるという流

れになります。下のほうのスペースが副資材等を置くところとなります。この生成物と副資材

を混ぜ合わせるのが、横のほうに細かな絵が描かれていますけれども、ここで合わせて、ここ

で固めて、最後に一番苫小牧側の精製品ヤードというのがあるのですけれども、小さくて申し

わけないのですけれども、そこに一たん貯めまして、これを日本製紙に持っていくと。こうい

ったような、施設としての流れになります。 

施設の能力としましては、熱分解施設、成形機があるそこの設備でございますけれども、処

理能力としましては１日 24 時間稼動して 37.6 トン。下の固形燃料化施設、これにつきまして

は 24 時間稼動で 36.6 トンです。これを 305 日間稼動させますので、年間 11,000 トンの固形燃

料をつくると。これを日本製紙に供給するという形になります。 

運転体制につきましては、稼働日数は年間 305 日間を予定しております。日曜日が休み、そ

れから年末年始 12 月 31 日から１月５日までをお休みにしようというふうに考えています。そ

れと、年間２回の点検日を設けたいというふうに考えております。 

勤務体制につきましては、３直３交代を考えております。１セット４人のグループです。こ

れが３組あると。12 名で回転させていく形になります。それと、日勤者、昼間働く方を配置す

るという考えでございます。 

それともう１つの資料で、設備の概要ということで、資料はつけさせてもらっていますけれ

ども、それに細かな設備のことが書かれております。それの全体の流れを資料の後ろにフロー   

図ということでつけさせてもらっていますので、後で見ていただきたいというふうに思います。 

大きいほうの資料にまた戻らせていただきたいと思うのですけれども、それのナンバー２で

す。バイオマス燃料化の運営管理の対応につきましては、以上で説明を終わらせていただきま

して、次に、３番目に登別市の広域処理体制についてです。 

一番最初に説明していた資料の２枚目、ナンバー２でございます。その真ん中辺に登別市と

の広域処理体制についてというふうに書かせてもらっています。広域処理の負担金につきまし

ては、平成 20 年、今年度までは搬入量、白老町が持って行ったごみの量で処理割合を出して負

担を求めていました。今度 21 年度からは、うちの燃やせるごみとペットボトル、これを除いて
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処理することになるのですけれども、そうした場合に、搬入量と処理量で差が出ます。今まで

は、可燃ごみがありましたので差がなかったのです。ところが今度可燃ごみがなくなることに

よって、そこにも書かれていますけれども、約 1.3％ほど差が出てしまいます。これを登別が

負担するということにはならないという考え方です。それで、それをなくするために、処理す

る量で負担してくださいということになりました。合わせて、その負担につきましては各ライ

ン、例えば焼却設備のラインですとか、破砕のラインと、それぞれ分かれて負担額を負担して

くださいということになりました。 

20 年度までの負担方法の金額と、21 年度からの負担による金額というのを表にあらわしてお

ります。20 年度につきましては、表の一番下のほうに１億 7,242 万 3,000 円というふうに記載

させてもらっていますけれども、これが 20 年度維持管理負担金でございます。これが平成 21

年度からになりますと、4,453 万 3,000 円という負担額に変わってきます。 

それと、先ほどお話ししました登別で発生するうちの埋立地に行かなければだめな分、焼却

灰だとか破砕残渣、お金は払うのですがこれが登別で処理していただくという形になります。

これの経費がそこに 145 トンと書いてありますけれども、175 トンが正しいので訂正をお願い

します。これに単価 14,000 円を掛けまして 245 万円。これが 1 年間で処理に係る経費になりま

す。これを登別市と委託契約をするということにさせていただきたいと思います。それで、登

別市との覚書を変更しなければなりません。変更につきましては、今月締結をしたいなという

ふうに考えております。 

次に、４番目の一番下の最終処分場の整備計画についてでございます。平成 19 年５月のとき

の整備計画なのですけれども、現状推移型では平成 23 年に全面整備しなければならないという

設定をさせてもらっています。今回、新しい燃料化施設になりますと、前回５月のときには平

成 27 年に整備していかなければならないというふうにご説明いたしましたけれども、今回、残

渣を登別にお願いすることによって、２年程度埋立地を延命することができますので、平成 29

年に一部整備をさせていただきたいというふうに試算の仕方をしております。簡単なのですけ

れども、以上で全体の説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 不明な点がありましたら質問いただきたいと思いますけれども、何

か、委員の方、質問ありませんか。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 一つ、これから何点か、皆さんから質問が出ると思うのですけれ

ども、確認しておきたいことがあります。今回の燃料化施設の運営をしていったときに、最終

処分場のかさ上げだとかにかかる 8,000 万円程度の工事費については、平成 29 年度まで延びた

ということは、今説明を聞いたのですけれども、この部分なのですけれども、最終的な残渣に

ついての埋め立てというのは、あくまで町がやらなければいけないものなのか、それとも今民

間で、マルトラさんだとか、ケイホクさんだとかで最終処分場をつくっていますよね、ああい

った民間のものを使いながら、必要に応じて、そういったところにやっていくことが、私はベ

ストのような気がするのですけれども、あくまで町でこういった施設を増設していかなければ

いけないのかどうか。その辺について確認させていただきたいなと思います。  
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○委員長（玉井昭一君） 竹田主幹。  

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） 今のご質問､埋立地の関係のご質問だと思います。民間を活

用できないかという内容だと思うのですけれども、現在民間で埋め立てしているものにつきま

しては、産業廃棄物というものになります。一般廃棄物の埋め立てというのは、現時点では民

間さんではお持ちになっていないということが一つあります。それと、最後に出てくるものに

対する市町村の責務というのですか。そういった関係で、最終的には町が処理していかなけれ

ばならないというふうになってはおります。  

 ただ、それは絶対できないかというと、そういうことはないとは思いますけれども、現時点

での流れとしてはそのようになっておりまして、今、登別にお願いする分とバイオマス燃料化

施設から出る分があります。これにつきましては大体 600 トンくらいうちのセンターの埋立地

に持っていくということになります。燃料化施設と道路清掃とか、それからその他のごみとい

うのが集まってきますので、これらにつきましては従来どおり環境衛生センターのほうへ搬入

したいというふうに考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 用途的な部分で埋め立てができない。民間の部分では使えないと

いう話を聞きますけれど、例えば、日本製紙さんの工場裏、それこそ今のバイオマス施設の向

側、石山大通りを挟んで向側に、大きな処分場を日本製紙さんで持っていますよね。あれだっ

て全然使われていないですよね、はっきり言ったら。 

日本製紙さん、用途替えか何かの申請手続きか何かをすると、排水処理施設なども全部整っ

ていますし、そういったものが可能なのかどうか確認したいし、日本製紙さんもあれを持って

いることで、大分困っていると思うのです。埋めるものがないのでね。ゴムの劣化だとか、い

ろいろな部分で相当あそこに経費をかけていると思うのです。そういったものについての考え

方というのはどうなのでしょうか。町の感触として。 

○委員長（玉井昭一君） 萩原参事。  

○生活環境課参事（萩原康政君） お答えします。ご質問もっともだと思います。あくまでも、

先ほど主幹が答弁したように、廃棄物処理法というのがありまして、産業廃棄物についてはい

わゆる事業者、事業者みずから処分しなければならないというのがあるのですね。一般廃棄物

については市町村が処理等処分をしなければならないと、こういう規定になっているのですよ。 

 それで、環境省も結局ながら、処分場をつくるときに３分の１の補助という補助制度を持っ

ているのですね。あくまでも市町村が処理しなければならないので、環境省としてもそれなり

にお手伝いをしましょうという今の法体系になっているのですね。  

 そういうことで市町村は、やはり自分のところで出た廃棄物の処理、それから出た残渣、こ

れについては、どこの市町村もそうですけれども、処分場を整備して処理していくと、こうい

うスタイルでやってきております。道内でも、私の聞く限りでは、その市町村が扱っている一

般廃棄物を業者さんが持っている処分場でやっているというケースがないのです。  

それからもう一つ、日本製紙のほうの処分場の話なのですが、確かにあそこ、今ほとんど入
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っていません。入らないことを胆振支庁との間で調整がついているそうです。自分のところか

ら出た廃棄物、自社から出た廃棄物、これを処理するために日本製紙がつくった施設なのだそ

うです。したがって、自分のところから出てくる量がなければ、埋め立て量も少なくなる。あ

るいは、なくなって行くという自然の成り行きの中で今の状態になっているのですね。そうな

ってくると、あれだけの施設があって、水処理施設もしっかりしていますし、結構お金もかか

っているみたいです。こちらから出た一般廃棄物、やってはどうかという意見はごもっともだ

と思うのですが、あれはいわゆる規制サイド、胆振支庁との間では、平成 23 年に、その段階で

処分場のほうは廃止という格好で動いているそうです。 

 ただですね、今、去年あたりもいろいろな市町村、道内・道外の市町村で視察に来ておりま

す。その中でいろいろ言われているのが、処分場建設が非常に大変なのですね。よそはまだや

はり、ものを焼却して、そこから出た灰を処理場に入れているということで、灰を入れるとい

うことは、それなりに覆土といいまして、灰が飛んでいかないように、土で押さえておくわけ

ですよ。余計埋め立て量がかかるよという問題があります。そういうこともあって、処分場建

設が大変なので、やはり一部市町村の中では、事業者のほうの、業者さんの持っている処分場

を何とか使えないかという議論が出てきているそうです。 

 ところが、法体系いろいろありますので、環境省がその辺どのようになっていくかというの

は、今後推移を見ていかないとわからないですね。ただ、どこも財政状況厳しいので、いつか

の時点では、いわゆる合わせいっぱいと言いまして、産業廃棄物処分場に合わせて一般廃棄物

を入れるというような部分が、いつかの時点ではなるのかなと思います。それがいつになるか

はわかりません。あくまでも、環境省が事業補助金メニューを持って、市町村を３分の１補助

しているわけですから、そういった動きといろいろなことを加味されて、国のほうで今後変え

ていく可能性はなきにしもあらずかなというふうに思います。  

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕が聞きたかったのは、最終的にはその話なのですよね。今、環

境、環境と言われている時代の中で、使われていないところはそのまま廃止しますよと。何も

埋め立てないままに残ってしまうような民間のそういった埋め立て施設をなぜ活用しないかと

いうことなのですよね。例えば、今の国の法体系がそうだからと言いながら、でも環境という

方向、今まで例のないことをずっとやってきているわけですよ、環境という分野では。そこを、

そこの部分は開拓していかなければいけない部分だと、僕は思います。  

 これは、町がやることなのか、全道で、全国でそういった声を上げていかなければいけない

ことだと思いますけれども、実際うちが今やろうとしているのは、平成 29 年ですね、それまで

の間に、そういった動きは町なのか、国に対してなのか、これは議会でやるのか、行政側が主

体的になってやるのかわからないけれども、そういう方向でやっていかなければ、使われない

ものは使われないままになってしまう。  

 今、一般廃棄物と産業廃棄物、白老町から出てくるものといったら、大した大きな量ではな

いですよね。それなら民間でもしやってもらえるのなら、そういった形の中の法整備をしてい
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くことが、僕は大事だと思うのですよ。わざわざ 8,000 万円もかけて、町から出たものは町で

やるものだみたいな、そのような感覚では、これからの環境行政というのはないと思いますよ。  

 ですから、そういった部分については、僕たちも考えますけれども、行政側も訴えるところ

には訴えていけるような、そういったことをやっていただきたいなと思いますけれども。答弁

はいいです。今参事から言われたそのとおりですから。  

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。山本委員。  

○委員（山本浩平君） さっきのナンバー２の資料の 145 トン、175 トンというところで、合

計の金額は変わらないのでということでいいですか。145 トンというのは単純に間違っていた

ということで、合計金額はこのままでいいということですね。まず、それが１点。 

 もう１点いきます。ナンバー１の資料で、ごみ量の減少による影響ということで、有料ごみ

の販売手数料の推移ですとか、事業系ごみ処理手数料と出ているのですが、このごみ量の減少

の主な理由ですね。例えば今、非常にリサイクルが叫ばれているのと、一般の方々もできるだ

けごみを少なくし、あるいは土に返るものは土に返すと。そのような努力もされていると思う

のですけれども、事業系もなるべくごみを出さない。ほかのものに使えるものは使えるという

ような、そういう流れからごみ量が減少しているのかどうなのかということと、今後の減少化

の見通しですね。どのくらい減っていくのかと。というのは、これによって、登別市に対する

負担の金額もいろいろこれから変わっていくことは考えられると思うのです。それらを含めて、

どのような見通しなのかというのが１点です。 

 それと、最後にもう１点なのですけれども、単純に言います。８億円から約半分の４億円に

効果額が減ったということで、資料を見ると燃料化施設というのと、新燃料化施設と書いてい

ますけれども、燃料化施設自体はこれからですから、すべてが新、これからの燃料化施設とい

うのは一つしかないわけであり、どう考えても当初の８億円という見通しそのものが、やはり

若干甘かったと。いろいろなコスト計算ですとか、そういったものがないままに見切り発車し

た部分があるから、どうしてもこのような形に出てきたのかなというふうに思わざる得ない部

分がありまして、４億円もの差額が出るとなると、通常、民間企業の事業計画としては、なぜ

半分くらいも差が出てくるのだという話になってしまうのですけれども、この点についてやは

り反省すべきところはあったのではないのかなと、こう考えるわけでございまして、その点に

ついての見解をお伺いしたいと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 千石課長。  

○生活環境課長（千石講平君） まず１点目の 175 トンの関係、これにつきましては、単純な

記載ミスということで、計算して答えは同じになります。 

次のごみ量の減少の理由でございます。これにつきましては、白老町だけにかかわらず、近

隣の自治体においても同様にごみの減少の傾向にございます。これの理由としましては、おっ

しゃられたとおりリサイクルに対する向上、また、最近の景気の低迷といいますか、これに伴

う消費等の落ち込み等による減少等が考えられるのかと思っております。そして、これの減少

傾向につきましては、現在、若干進んでいるような状況でございます。登別さんともデータ等
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いただいておりますけれども、登別さんのほうでも減少しているようでございますし、苫小牧

さんも減っているというようなことも聞いてございます。これについては、若干続くのかなと

思いますが、ある程度のところでこれは落ち着くのではないだだろうかと。その中で、今後、

これの動向、一点に見るのか、景気とかほかの要因等加味する必要があるのかと、そこら辺の

検討に、その時点で入るのかなというふうにとらえてございます。 

先ほどおっしゃいました新燃料化施設、燃料化施設に変わりはないというこことで、文言等

の用い方が多少不適当な部分があるのかなと思いますが、19 年５月で示していただきました燃

料化施設と今の最近の燃料化施設、ここら辺の違いということの意味がありまして、こういう

表現にさせていただきました。 

それで、当初の計画等が甘かったのではないかというご指摘でございます。確かに詳細、こ

こまで想定していなかったという部分は若干ございますが、先ほども説明いたしましたが、下

がった大きな原因、これにつきましては、広域処理の維持管理費負担金、これが占める割合が

大きいのかなと。数字で示してございますけれども、年額で 2,500 万円、15 年間で３億 7,600

万円。これによって、トータル３億 7,700 万円の違いが生じる結果となったということでござ

いますので、ご理解いただきたいと思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。  

○委員（山本浩平君） 説明はわかりました。このごみ量の減少についてなのですけれども、

私先ほど言い忘れましたけれども、人口減、これも関係あるのかなというふうに思うのですね。

ただ、苫小牧は人口がふえているのにごみは減っているというお話ですから、単純に人口減で

もないのかなと思いますけれども、これからどんどん人口が減るにしたがって、これも大分減

っていくのかなというふうに思うのですが、その点いかがなものかというのが１点です。  

 それと、登別さんとの関係の中で、今の占める割合が一番大きいのが広域処理の維持管理負

担金ということでございますけれども、今後、いわゆる建物の老朽化ですとか、そういったこ

とも考えられますので、建設費そのものは負担していかなければならないかもしれませんけれ

ども、余分にかかるようなことも考えられると。それとやはり、そうかといって、登別市と白

老というのは非常に密接なつながりがございます。観光の面でもそうですね、お互いに協力し

合いながら、広域行政をやっていかなければならない部分たくさんあると思いますので、そう

いった関係をきちんと保ちながらやっていってもらいたいと、このように思っているわけです

けれども、この登別との広域ごみ処理施設、クリンクルセンターでの関係では、いわゆる決着、

きちんとされているのかどうなのか、これについてお尋ねしたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 千石課長。  

○生活環境課長（千石講平君） まず、ごみ量の減少、ここに人口面も大きく絡んでいるので

はないかと、確かにそのとおりだと思います。１人当たりの排出量、また世帯当たりの排出量

によって、これ大きく左右されますので、増加の要因がないという形であれば、人口のごみの

排出量も減っていくと、このように思っております。 

 また、登別市さんとの関係でございます。今後、建物の老朽化が進んでいくと、やはり今、
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想定していない大規模修繕であるとか、そこら辺の経費等も今後出てくる可能性もあるかと思

ってございます。ただ、おっしゃられるとおり、今後におきましても広域処理という形で、登

別市さんのほうへはお世話になっていくこととなります。広域行政を続ける上で、そこら辺の

関係等も充分踏まえまして、ご協力いただくような関係をつくっていきたいと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今の件で１、２点お尋ねしたいのと、ほかにもあるのです

けれども、１つは、この登別との関係で資料が出たばかりなものですから、きちんと精査して

おりませんから違っていることもあるかもしれません。ただ、当然、今後、燃やせるごみのト

ラブルが起こったときの対応策も考えなければいけないということがあるということは充分わ

かります。そういうことも含めて、登別との関係はやはり良好に維持をしなければいけないと

いうのもわかります。同時に、今、登別に依頼している不燃物ですね。これの関係は、ずっと

今のままで登別との関係を維持するのかどうか、リサイクルの部分含めてです。そこら辺、ど

のような考え方で将来臨むのか。  

 それから２ページ目に書いている焼却灰・破砕不燃物残渣の処分業務委託ということになっ

ておりますけれども、当然、焼却灰はこのあと、こちらの施設が稼動すればなくなるというこ

とになるのかどうか。そのことによって減る分があるかどうかね。破砕不燃物ということは、

不燃物でうちで埋め立てる分もありますから、そういうことでの関係でいえば、登別との関係

がどこまで、リサイクルしている部分以外でどこまで登別との関係を継続される考えなのか。

そういうこと固まっていますか。そこが１点。 

 もう１点、この間の一般質問でもちょっと私聞いたのですけれども、白老で今までグリーン

ビジネスということでこれを立ち上げたと。これが、私もこんなに早く、このような形で成就

すると、肥料の関係と、食用油の関係についてはそこそこ、施設が大きいとは言っても、全道

的、全国的に、報道がずっとあるわけだけれども、このことについては、白老が突出して進ん

だわけですよ。そのときに、町の何とか協議会が、私はやはり大きな役割を果たしたと思って

いるのです。そのときも、何度も視察に行って、精製機も見ましたし、非常に不十分なものだ

けれど破砕機も見ましたよ。僕はそういうものをどう大切にして、今後生かすのかというあた

りが、今はクボタとまちが、何かものすごく出てしまって、そちらのほうで全国的に 260 くら

いの造成の部分ができれば、これは一大ビジネスになると。世界を目指せばものすごいビッグ

ビジネスになる可能性がゼロではないよね、100 でもないけれど。 

 だから、そういうことでいうと、次、例えば家畜の残渣、絶対量がものすごく多い、可能か

どうかは別にして牛や鶏の残渣を含めて、今の地元の皆さん方、本当に小さい皆さん方が努力

したと。実際に何社かが、まちの依頼を受けて試運転みたいなものを一生懸命にやってくれた

のです。そういうことに答えることがないと、地場産業の育成と言っても、これから僕はそう

いうところを大切にしなければいけないとすごく思っているのです。 

 ビッグビジネスになって、そちらのほうへばかりいってしまって、こちらは全然関係ないよ

と。やるのもクボタでやって、雇う人も全部そちらだよとなってしまったら、今まで一生懸命
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に手伝ったのは何だったのかとなるのではないかというふうに思うのだけれど、そこら辺はど

のように考えているのかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 千石課長。  

○生活環境課長（千石講平君） それでは、私のほうから１点目の登別市さんとの関係でござ

います。おっしゃられるとおり、燃やせるごみ、これを白老町で処理する形ですけれども、ど

うしても全国初の施設ということもございますし、不測の事態等を考慮しなければならない。

そういった意味で緊急時の受入をお願いしていかなければいけないだろうと。そういう面から

も良好な関係といいますか、そういう共同処理体制を今後とも継続、構築していかなければな

らないかなと思っております。 

 ただ、費用的な部分、当初の見込みよりもふえてきたという部分で、これを何とかしろとい

うような話がされる場合もありますが、現状の中では緊急時の受入とか、まだまだお願いしな

ければならない部分が大きいのかなと思いますので、現施設の状況等確実なものという見極め

が、少なくてもつくまでは、現状協力体制を強化してまいりたいとこのように思っております。  

 あと、残渣の関係でございます。委員おっしゃられる不燃物の残渣、これ以外に焼却残渣、

これについて一切なくなるということではなくて、今回費用の増加にもつながりましたけれど

も、お願いする不燃物資源ごみ、大型ごみ、これからも破砕処理後に可燃物が相当量出てまい

ります。今までは破砕に係るもの、焼却炉に直接入れるものという形のごみの量で負担割合を

していたのですが、これからはシビアに破砕にかかったものでも焼却炉に入る部分があります

と、これについても費用負担をしてくださいという形になっていますので、当然、その焼却炉

にかかわる費用負担も依然としてこれからも続きますし、パーセントは減りますが、当然焼却

灰も白老町分の焼却灰も発生しますので、これについては白老町で処理すべきものということ

で、その部分については費用を払って、登別さんで処分をお願いすると、このような考えにな

ってございますのでご理解いただきたいと思っております。２点でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君） 資源ごみ等、このままずっと登別市に続けるのかという、この関係

ですが、基本的には登別市さんにお願いをしていくという考えではありますが、試算をしたい

なと。白老の環境衛生センターに資源ごみの選別、あるいは大型ごみの破砕設備を、そこに設

備をしたときに、どのくらいの経費になるのか。これは、登別に持って行ったときの費用と比

較して、本当にどのくらいでできるのか、そのことによって、どのくらい節減できるのか。こ

れは当然、試算をする必要があるなというふうに思います。  

 今後、登別クリンクルセンターが老朽化したときに、さらに経費が上がる可能性があります

ので、ここについては事前にきちんと計算をしておいて、登別と交渉をしていく材料としなけ

ればならないし、これがもっともっと経費がかかるようであれば、独自、単独でやる場合もあ

り得るというふうに考えております。基本的には登別と共同でやっていくと。ただ、余りにも

登別の経費が高額になった場合については、単独も考えざるを得ない時期がくるかも知れない

というくらいの考えは持っております。  
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 次、グリーンビジネスの関係は萩原参事のほうから説明をさせていただきます。  

○委員長（玉井昭一君） 萩原参事。  

○生活環境課参事（萩原康政君） 委員がおっしゃっている部分、私も一番気になっていると

ころではございます。ただ、いろいろな視察に来られた方にも聞かれます。よくいろいろなこ

とをやっているねというお話をいただくのですが、これ、言ってみれば、間もなく３月で４年

になるのですけれども、非常に私、恵まれていたと思います。と言うのは、今全委員の皆さん

がいらっしゃるわけではないのですけれども、言ってみれば、行政がいろいろ発案して、それ

を議会のほうへ説明させていただいて、それで本当にに皆さんのご協力、ご理解いただいてこ

こまで来たのだろうと思っています。そういう意味では､私自身非常に恵まれていたと思います。 

 ただ、その中でも、確かにここに来たときに、民間事業者のほうが半年くらい前に、白老町

産業連携地活性化検討会というのをつくっていたわけでございまして、当時来たときには、何

をしていいかわからないし、どうしていいかわからないところがあって、たまたま廃棄物に携

わっている会社が２社、３社あったと。そういう中で、正直言っていくらか、彼らの検討会に

も幹事会というのがありまして、幹事会のほうでいくらかお金を出し合って、それでいろいろ

な実験をしなさいという形でやってきたところもあります。堆肥もやりましたし、農園もやっ

たし、それから 18 年の６月か７月ですか、あのときの小樽のほうで、本当に仮実験やったとき

も、いくらかそちらのほうの費用も使っております。そういった意味でここまで来たのも、そ

ういった町内の事業者さんの部分もありまして、殊さらクボタを前面に出してやってきたわけ

ではないのですけれども、結果的に、正直言って、実証プラントで実験をやってくると、本当

に残渣がすごいのですね。秋口になってくると、処理したあとに包丁 20 本くらい出てきたので

びっくりしましたのでね。一般家庭の包丁かなと思ったらどう考えても加工場で使っていたよ

うな包丁がどさっと出てくるのですね。残渣が、たくさんいろいろなものがありまして、やは

り今の分別体系をできるだけ変えたくないものですから、それで、ある程度町内業者に少しの

間担ってもらって、きちんとノウハウを確立した上で、町内業者にそれなりに移していくとい

う方向がいいのではないかと。 

 その間、委員がおっしゃるように、最初いろいろかかわってくれた業者さんをどうするのだ

という部分があるのですけれども、それについては、正直言って、これだけいろいろな部分で、

ご理解していただける議員さんがいらっしゃるわけですから、恐らく私が言わなくても、今後

このまちの資質・資源、これは非常にいいものがありますので、いろいろな若手の人間もいろ

いろなことをやっているやに聞いておりますので、そういったものをよく聞いてやって、その

中で協力できる業者があれば、そういったところでやってもらうとか、そういった部分でやっ

ていただければと思います。  

 自分も恐らく残りは少ないと思いますので、その中で、確かに委員がおっしゃるように、「本

当にどうするのだ。」といったところについては、正直言って、それは中途半端に終わってしま

うと思っています。これはお詫びするしかないと思っています。 

 何か、答えになっていないと思うのですが。 
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○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１点目の件ですけれど、１つは、やはり長期でものを見た

ときに、登別の今のクリンクルセンターが、非常に経費がかかるという段階になったときに、

もちろんうちの施設が動いているわけですから、その状況を見ながら、そういうことも起きて

くる可能性がゼロということではないというふうに思うのですよ。  

 ですから、そういうことも当然、この間の登別との議会懇談会の中でも、向こうの議員さん

も言っていました。「将来は、おまえのほうに頼むぜ。」何て言うのもいましたから。ですから、

そういうことも含めて一つは考えているかどうか。  

 それと、今副町長答弁された中で、基本的な点で言えば、現段階で見れば、登別に不燃ごみ

と大型ごみ等々、リサイクルのごみ含めて頼んだほうが安いということでいいのかな、経費。

うちが独自でやるという試算はこれからだから、もちろんそうならないだろうけれど、ぱっと

見たときに、今、やはり登別に、ペットボトル以外のリサイクル品だとか含めて任せたほうが

安いと。うちで独自やるよりも経費がかからないと。もちろん試算するのだけれど。そういう

ことの認識で、基本的にはいいかどうか。これが１点目。 

 それから、私、参事責めているわけではないからね。ただ、僕が言っているのは、そういう

ことが、みんな忘れ去られていくのですよ。それはまずいと。もし、参事はずっとここに僕は

いてほしいけれど、そういうわけにはきっといかないのだろうから、そうだとしたら、今最後

に言われた残せる部分が何なのか。それは、そういう示唆が必要だと思うのです。それは具体

的には安愚楽さんの問題。これは今はちょっとバックしていますけれどもね。僕は、あれだっ

てビッグビジネスになるし、それは、ひょっとしたら地元の業者ができない相談では・・・、

今のものよりは若干緩くていいというか、それほどシビアにやらなくていい部分が出るのでは

ないかと自分で思うのですよ。 

 もうちょっと幅広く考えたら、これは一般ごみと産業廃棄物の部分が、両方がそういう形に

やれるとしたら、産業連携含めてものすごい、それこそビッグビジネスになる可能性あります

よね。そういうときに、今の地元の業者さんが参入できる可能性というのが、私、あると思う

のですよ。今のこの施設よりはうんと。そういうことを少しでもいいから、グリーンビジネス

というのは国の施策としてどこまでいくのかわからないのだけれど、そういう中で残していけ

ないかと。  

 それが本当に白老の財産になっていくし、今の産業の中で、新たな産業を起こすということ

は、産業の中で、僕はこれが一番だと思っていますから、そういうことで言えばそういうもの

を残していってほしいなとすごく思っているのですよ。だって、白老が全国で初めてこの施設

をやったとしたらですよ、同じことですからね。それくらいのことが考えられないものかとい

う話でございますけれども。  

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君） 概算的には、独自でやったほうが安いかなと。というのは、細かい

計算していませんけれども、環境衛生センターに３億円くらいの施設がかかるのです。３分の
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１は補助ですから２億は 15 年で返済するとすると、年間 1,500 万円くらいで、単独でやると

2,000 万円くらいの運営経費と。合わせると 3,500 万円ですから 1,000 万円くらい。 

 当初は、もっと登別さんは安くやってもらうという予想でやっていましたから、今の時点で

は恐らく高上がりだろうということであれば、登別との関係、その辺は理解をいただいて、様

子を見ながらということで考えております。建設費の補助負担金、これが 26 年で終わりますし、

また、クリンクル施設には道の補助も入っていますし、これの返還という問題もありますので、

そういう話が出てこないような時期を見計らって、また、登別市さんとも関係を保つような方

法を考えながら検討を加えていくと。 

 ３億円という事業を、14 億円プラス３億円となると、町の財政状況を考えたときには、町民

の方もまた不安という部分もありますので、トータル的に考えると、今やる時期ではないとい

うような判断で、この先財政状況を見ながら検討を加えるというようなことでご理解いただき

たいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 萩原参事。  

○生活環境課参事（萩原康政君） やれることはいっぱいあると思うのです。安愚楽さんの部

分につきましても、議会でご質問いただいて、あのときにはなかなか相手のあることなので言

っていませんけれども、システムはできていたのですね。 

 １番の牛ふんの処理の問題というのは、堆肥というのが一般的なのですけれども、やはり自

分の地域の中でやるためには、当然ながら装置だとか、ある程度の規模がなければだめだと。

耕作物、土地もそうですね。そういったものもなかなか少ないというところがありましたね。  

 そういうことで、やはり燃やすのが一番いいだろうというのがあって、ところが燃やすと窒

素分が高いので、窒素酸化物で安いというのが問題ありまして、もっと言えば鶏ふんの問題も

そうなのですけれども、あれは臭素の問題があるので、発酵中にはものすごいにおいが出てし

まうと。ご承知のとおりです。豚もそうですよね。それが、割と燃やすときに問題なくやる方

法ももう見つけてあるのですね。それはたまたま国内ではなくてオーストリアから持ってくる

ボイラーがありまして、それを使ってその中でエネルギーシステムはできていたのですよ。と

ころがよそから持って来てしまうので、ここの子牛の入れる時期に間に合わなかった。しかも

農水の補助金を持ってくるとなると、やはりあちらも決裁にけっこう時間がかかりまして、金

が下りるのが遅いというのがあって、正直言いましてそれで断念したところもあるのです。 

 そういった部分で、いろいろなやり方というのは、パターンというのは持っていますので、

言ってみれば何らかの形で、その地域の中でやっていける方法というのは当然あると思ってい

ますし、ただ問題は資金なのですよ。資金をどうやって捻出できるかというところで決まって

くると思います。  

 ただ、今、ご承知のとおり環境省のほうで日本版グリーン・ニューディールというものの骨

格をつくっております。オバマ大統領が言いましたよね。グリーン・ニューディールという形

の中で太陽光から、自動車の太陽電池からいろいろやっていますね。その部分の日本版グリー

ン・ニューディールというものが段々骨格が見えてきますので、間違いなくそれができ上がる
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と補助金の充実というのは当然考えられると思うのですね。だからそういう部分で戦っていく

資金を得る道ができ上がれば、恐らく今までやって来たというのは、私どこかここか必ず置い

てきていますので、それが日の目を見るときもあるのかなというふうには思っています。その

ときに、委員がおっしゃるように地元の企業さん含めてかかわれるところが出てくるのかなと

いうふうには思います。恐らくこれからだと思っています。日本版グリーン・ニューディール

の一つの動きというのは、今後の白老にとってもきちんと条件把握をしておかなければならな

いところなのかなというふうには思います。  

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほか、ございませんか。 

暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時０８分  

                                         

再開 午前１１時１９分  

○委員長（玉井昭一君） おそろいのようでございますので、休憩前に引き続き委員会を再開

いたします。  

松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 松田です。先ほどからお話聞いていて、バイオマス、どちらかという

といい話ばかりあったので、私、小さなことかもしれませんが２、３点質問したいと思います。  

 まず、先ほどからもありましたけれども、町民に 15 年で８億円あるのだと、これが４億円

になったと。これはやはり、大きな誤算だと私も思うし、町民にもそのことはきちんと、８億

円という大きなものをぶら下げながら町民に説明したわけですから、後退した話もきちんと言

うべきだなと思います。 

 もう１つは、12 月 12 日ですか、あのときの説明では歳入と歳出、歳入２億 90 万円ですか。

歳出もそのくらいだと。今回は２億円を切っている。１カ月くらいの間に、これも 100 万円く

らいの誤差も出ている。 

それからもう１つは、先ほど４億円減ったのもそうですが、この前の説明の歳入の中で、日

本製紙の寄付を 2,000 万円いただいている。これもいつまで計算できるのか、15 年たてば３億

円になるのですよね。 

私は、このバイオマスの運転の日生産が 37.6 トンですか、最大生産が。それから、マシンの

能力が 37.6 トン。今、工場で出している数字が 36.6 トン。言うなればぎりぎりの生産で計算

していますよね、305 日で。日本製紙の休転もあるし、もちろんそれは入れているのだろうし、

日本製紙も急な休転もあるわけですね。計画的休転のほかに、急な休転、そうなってくると 36.6

トンで 1 万 1,000 トン、305 日、きちんと計算して、しかも能力は１トンしかないわけですね。

ぎりぎりの生産をしていて、これもマシンがちょっと調子が悪かったりすると、１、２年はい

いかもしれないけれど、何年かするとマシンも老朽化してくるにつれて、この計画どおりにい

くのかなという、これも１つあります。 

 それから、私は今、クボタさんが４、５年やる。その後どこがやるかわかりませんが、私は、
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振興公社あたりに委託をやらせてはどうなのかと、前からそう思っていました。この辺の考え

方も副町長にお聞きしたいのですが。 

○委員長（玉井昭一君） 千石課長。  

○生活環境課長（千石講平君） 委員おっしゃられるとおり、この計画を立てるときに 15 年で

８億円の効果があるという形で今日まで、町民の皆さんにその数値をもって、この事業にご理

解をいただいた経緯等ございます。このような数値としてはっきり出てきた段階におきまして

は、当然町民の皆さんにも現状の数値を持って周知すべきではないかなというふうに考えてご

ざいますので、これの周知方法等につきましては、広報等がいいのか、再度議会の場とかもご

ざいましょうけれども、いずれにしても町民の皆さんにも、この数値をもって再度ご説明した

いとこのように思ってございます。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田主幹。  

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） 12 月 12 日に説明した金額よりも、今回１億 9,900 万円下

がっているという点でございますけれども、これは燃料価格の変更によって下がっております。

軽油だとか灯油だとかの契約単価が下がっていることで、今回下がっているということの理由

でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君） まず、日本製紙 2,000 万円寄付の関係ですが、できれば 15 年間いた

だきたいなというふうには思いますけれども、日本製紙も今、非常に紙が売れなくて、生産を

下げている状況です。燃料化施設は 21 年度稼動しますが、その中で経費をどういった形で削減

するか、１年間かけて試行錯誤しながら、できるだけ経費を下げていくという方向で考えてい

ますので、なるべく日本製紙からはいただきたいが、非常にそれは難しいだろうということで、

その 2,000 万円くらいは削減する方向で検討していきます。  

 それから、振興公社の関係でございますが、この先４年間はクボタ環境サービスに委託する

という形でございますが、これを受託するためにはそれなりの人数がいるということ。人を雇

うことについては何とかなると思うのですが、ノウハウが必要であるというようなことで、こ

れについて非常に難しい部分があるというふうに考えております。  

 できるかどうかは、これは今後検討をしていく必要があるかというふうに考えております。

４年間ありますので、その中で受けることができるのかどうか。ただ、これは直接受託すると

いう形ではなくて、入札あるいは見積もり合わせという形で受託する形になりますし、またそ

れなりのノウハウがある方に契約する形になりますので、そう簡単ではないのかなというふう

に考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今、ノウハウのないところから出発しますよね。ノウハウについては、

これは誰もないわけですから。そこから出発するわけですから最初が肝心かなと思います。 

 私は、なぜ今、日本製紙の 2,000 万円の寄付がずっと続くのかと聞いたのは、結局、計算上

は 2,000 万円出ていって 2,000 万円入るわけですよね。まちが１億 800 万円ですか。それに合



 18 

わせて 2,000 万円つけ加えたような気がしているのです。日本製紙の。なぜかというと、先ほ

ど言ったように生産能力が 37.6 トン、１万 1,000 トンですから、これ目いっぱい動かして 36.6

トンやって１万 1,000 トンですから。であれば、必ず私は無理がかかってくる。減ってもふえ

ることはない。普通誰が考えても。15 年間満度に動くわけはないですから。この辺で随分無理

のある試算だなと私は見たときから思っていました。ですから、そこに日本製紙の 2,000 万円

を、言葉は悪いですがただあてがっただけ、単純に考えてもそう思いました。 

 ですから、やはり、副町長がいろいろなことで、その 2,000 万円をどうするかこれから考え

るようですが、私はこの計画そのものが非常に無理、もっとゆとりのある計画にしないと。私

はこの計画はものすごく無理があると思う。日本製紙がことしは１年目ですから 2,000 万円寄

付したかもしれませんが、毎年寄付をもらう気であれば、トン当たりの生産に寄付ではなくき

ちんとした単価でもらえばいいわけですよね。その辺を明確にしておかないと、やはり、日本

製紙の敷地を借りているわけですから、蒸気も借り、電気も借りる。ですから、やはり何も物

が言えなくなるのですね、そういうように当てにしていると。やはりけじめというものをきち

んとつけて、もらうものはもらって、いただくものはいただく、あげるものはあげる、こうい

うことでしないと、私は後から、本当に詰まってくると思うのです。どうですか、一体その辺。 

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君） まず、単価ですね。固形燃料の単価については、北海道の相場は安

いと。本州の相場にプラス若干の上積みで単価は決めさせていただいております。また、蒸気

と電気については、ほくでんさんよりも安い形で供給をしていただくということで、これは契

約をしながらやっていくということで、必ずしも日本製紙さんのおんぶに抱っこという形では

なくて、それなりにお互い対等の形で契約結びながら契約を進めて行きますと。当然お互いに

協力していくことは大事なことですから、これは打ち合わせをきちんとしながら進めていくと。

当然、休転が出てきますから、それも事前にお知らせをいただくと。休転をするときには、蒸

気もとまる場合もありますし、電気がとまる場合もありますので、そこはきちんと綿密な打ち

合わせをしていく必要があります。 

 この数量については、日本製紙は最大で１万 1,000 トンということ。これ塩素の 0.3％です

ね、これがこれ以上使えないという部分があります。0.2％以下になった場合について日本製紙

は、もっと供給をしていただきたいという考え方はございますが、これも１年間かけてデータ

を積み重ねていく必要があります。また能力的にこの部分については最大ですから、最大とい

うことでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 また、この紙事情がどのように変わっていくかによって、場合によって１万 1,000 トンが１

万トンになるかもしれません。その辺は、この経済情勢が変わることによって、多少生産量の

調整がお互いに必要になってくるというふうに考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） ですから、私も先ほど言ったように、１万 1,000 トンというのは最大

の数値なのですよね。下がっても上がらない数値なのです。ですから私は、狂い出したら大き
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く狂うなと思って見ています。 

 このバイオマス事業も、いろいろな目的がありますね。もちろんごみをバイオにして、これ

もあるし、日本製紙がこのバイオ燃料を使っていただいて儲けてもいただきたい。利益を上げ

ていただきたい。こういうものがあるのですが、私は、かかるものはかかるし、出るものは出

るのですよね。ですから最初から、余り隠さず、８億円利益があるものが４億円になった、２

億円になったってね、こういう問題ではなく、最初からやはり何のために、どのようにやった

ら、このようになるのだということを、きちんと最初からやっておかなければ、今、８億円だ、

４億円だ、いや１万 1,000 トンだという話ばかりしていると、私は大きく狂ったときにどうす

るのだと思っているのです。  

 ゆっくり話せば、まだまだいっぱいあるのですけれども、それが心配されるものですから、

やはりこういうものは出発のときにきちんと、最初から低めに試算はするものだと思うのです。

すべて最大、足りなければ 2,000 万円寄付してもらう、こういう試算では、私は、我々委員会

に説明されてそれでいいのだということにならないのです。実際問題。そのようなことです。  

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君）  当初、平成 18 年、19 年のデータでいけば、この８億円と。これが

大きく変わったのは、登別市との協議の結果、資源ごみ、不燃ごみ、それと大型ごみの処分料

が予想以上に上がってしまったと。その差が 15 年間で当初８億円のものが４億円に下がってき

たと。その一方炉の関係、これについては修繕費がこれからかかっていくと。それが平成 20

年度になってわかってきたことであって、これも予想できなかった部分が多々ありまして、そ

れで狂ってきたと。狂ったというか、これは去年は経済情勢非常にころころ変わって、燃油も

相当変わったり、石炭燃料も変わったり、非常に予想外のことが起きてきていると。そのよう

なことで、こういった資料をまとめるのも今の時期にずれ込んだということもあります。 

 今後どのように、また原油価格が上がり、そのことによって石炭も上がり、蒸気がどのよう

に値段が変わり、電気が変わり、こういった影響はあると思います。そのようなことを、今か

らきちんと予想することは非常に難しいのですが、ただ、燃料化施設のこれをいかに安上がり

の経費でやっていくかということについては、21 年度中にある程度見えるような形にしながら、

４億 3,000 万円から７億 5,000 万円に変わってきたわけですが、さらに効果額をきちんと出す

ような方向で、21 年というのは大事な年になるというふうに考えております。 

 それから、出発のときの事情というのは、こういうことで変わってきているわけで、決して

大幅にアピールするために８億円を出したわけではないのです。単純に、18 年と 19 年、それ

と燃料化施設の効果で、逆にいえば単純に出しすぎたという部分はあったかもしれません。 

 ただ、これはアピールするために８億円の数字を出しわけではございませんので、ご理解を

いただきたいというふうに思います。そのようなところでしたでしょうか、ご質問の内容は。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 先ほど、松田委員のほうから質問があった運転ノウハウについて

の話なのですけれども、これ確かに今始まったばかりで、これからどういう形でマニュアル化
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されていくのかわかりませんけれども、それも今参事がおられるので、これから大体、このく

らいの期間を目安にしっかりとしたマニュアルをつくって、どこの業者が入札で入ってきても

できるのだよというようなところまで持って行く計画といいますか、そういったものをもって

いらっしゃるのかどうか。その辺を確認させていただきたい。  

 今、松田委員から、振興公社あたりはどうなのだろうと、私もそういう思いの一人なのです

けれども、これには資格だとかいろいろな技術的な条件が多分ありますよね。そういったもの

も含めての企業選定という形になるのではないかと思いますけれども、その辺も１点。 

 それから、燃料の販売価格、先般説明したときにはトン当たり 5,000 いくら、前に私たちが

受けたときの説明ではトン当たり 2,000 いくら、今回 5,000 いくらで受けたときには収支のバ

ランスが取れていましたよね。あの当時というのは、ガソリン価格でリッター150 円か 160 円

くらいのときですか。あれから今、実際 100 円台まで落ちていまして、多分燃料油の販売価格

にしてみれば、これまだ日本製紙さんとのやりとりはしていないのかもしれないのですけれど

も、販売価格についても下がると思うのですよ。でもこれからの世界的な部分で考えると、減

産体制に入ってくるというのが目に見えていますよね。そういった形の中では、燃料というの

はだんだん上がってくるだろうという予想はできますよね。もう実際上がってきていますよね。

そういう形で考えると、僕は原油が上がれば上がるだけ燃料化施設の価値というのはふえると

思いますから、それにこしたことはないと思います。 

 特に自動車メーカーだって、燃料よりは電池だとか、そういった分野に進んできているわけ

ですから、白老町としては原油価格の動向によって、そういった見通しをどう立てているのか

ということを、今副町長の話では、これからきちんと考えていかなければならないという話も

ありましたけれども、その辺についての考え方を明確にしていただければと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 萩原参事。  

○生活環境課参事（萩原康政君） それでは、マニュアルの部分と資格についてお答えいたし

ます。マニュアルの部分については、クボタ環境サービスに委託というのは４年というふうに

出したのですけれども、やはり基本となってくるのはごみの分別だと思うのです。ごみの分別

状況で、例えば一番心配なのは、これから３月の中くらいから試運転に入っていきますけれど

も、やはりコンベアの部分になってくるのです。高温高圧処理機の中に入ってしまうと、それ

ほど心配はないのですけれども、それに入るまでの間なのです。ですからスクリューコンベア

のところで何がひっかかるかわからないと思っております。そこが一番の問題なのかなという

気がしていますので、やはりごみの分別状況に直結していきますので、例えばこのまちもごみ

の有料化をしたときに、やはり、今も悪いとはいいながらそれほどひどくはないと思うのです

けれども。これから札幌もなっていくのですけれども、ごみの分別をやったときに、やはり３

年くらいの期間というのはどうしても必要になってくるのです。それを考えるとやはり３年く

らいの間に、いろいろなパターンも見えてくるでしょうから、その間できちんとマニュアルが

でき上がってくればいいのかなというふうには思っております。当然ながら、機械そのものの

運転というのはこの１年間でわかるのですけれども、ごみとの部分で、例えばコンベア部分に
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どのような影響が出るかとかいう部分については、やはり３年くらいの期間を見たほうがいい

のではないかと。それには当然並行して、やはり今のごみの分別体制、これをきちんと生活環

境課のほうも、町民に周知していく必要が当然ながらあるだろうというふうに思っています。  

 それから、資格の問題ですね。資格はありさえすればいい話なので、まず、なければ話にな

らないということですよね。資格があって、１年かけてノウハウをわかってくれればいい話だ

と思っておりますので、したがって、議会でも答弁させていただきましたけれども、やはり廃

棄物処理法にかかわる、バイオの資源でもありますので、有機資源の再資源化コース履修者と

いうのが一つあるのと、あと破砕サイクルの履修した者であるということ。これが２点大きな

もの。あとは、建設機械の運転、これがやはり大きいと思います。あとは２級ボイラー以上の

資格があると。ボイラーの資格は、ここ、いろいろ持っておられる方もいらっしゃいます。日

本製紙は特級ボイラーですから、あれだけ大きなものになってくると。そういった部分で、町

内には資格を持っている方はいっぱいいらっしゃるので大して心配はしていない。問題は、廃

棄物処理法にかかわる２つ大きな資格と、あとは機械運転がきちんとできること。 

ただ、あくまでも場内で動かしますので、道路運送車輌上の､例えば大型特殊だと小型特殊だ

とか、そこまでいらないのですけれどもやはり、例えば、建設機械メーカー、コベルコさんだ

とか三菱キャタピラとか、ああいったとこころで研修をやっているようなクレーンの資格だと

か、大型の資格だとか､そういった研修だけは済ませておられる方が必要になるかと思います。

それがあればそれほど大変ではないと私は思っておるのですが、ですから振興公社さんという

お話も、先ほど出てきておりますけれども、まだまだこれから４年間ありますよね。その中で

いろいろな部分を含めて資格を取ってもらうような形であればそれは別に差別するものは何も

ないと私は思っております。  

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君）  価格の関係ですけれども、昨年、日本製紙でトン２万円の石炭を、

今もその残ったものをたいていると思うのですが、そのことによって蒸気・電気の価格が変わ

ってくると。その中で消費税込みで 5,700 円くらいですか。その単価を提示していただいてお

ります。私ども、２万円の石炭をたくとなると、固形燃料は 8,000 円くらいになるのです。こ

れは、固形燃料は相場があって、私どもの考えは石炭並みの燃料だから、石炭より安ければい

いだろうということで日本製紙と交渉をした経緯があります。ただ、日本製紙としてはＲＰＦ

という考えで、これは相場があるので 5,700 いくらと、こういうようなことで折り合いがつか

なかった経緯があります。それでも、割と高い値段で提示していただいたということがありま

す。この 5,700 円の単価については、4 月以降もこの単価で間違いなくいけるでしょうという

返事はいただいております。  

また、この単価についてはこの燃料化施設を進めながら、当然ＲＰＦも非常に物が足りなく

なってきているという状況もあると思いますので、相場そのものは上がる可能性もあるだろう

と。そういう状況を見ながら単価の交渉は進めていく必要があるというふうに考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 
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○副委員長（氏家裕治君） わかりました。１点だけ最後に、その燃料の、町と日本製紙さん

との間での販売交渉、販売価格の交渉というのは、年１回でやるのか、その都度というのか、

その辺の話の確認だけさせていただきたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 竹田主幹。  

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） 固形燃料の販売の交渉の関係ですけれども、販売に関しま

しては年１度、基本的に１回という考えです。電気、蒸気の価格に関しましては年２回という

計画で、今進めております。  

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。山本委員。  

○委員（山本浩平君） 今の同僚議員の質問への回答の中で気になるところというか、私自身

が一番このバイオマスの計画のときに懸念していたことの回答が、前の議会での回答と若干異

なってきたなという印象を受けましたので、そこの部分を明確にしていただきたいと思います。 

 ごみの分別に関してなのです。前に私、議会で指摘したときに、ごみの分別はもっと細かく

やることが必要ではないのかというお話をさせていただいたことがございました。と申します

のは、私ども機械を扱うような仕事を長年やってきているものですから、必ずそういったもの

が機械の負担にもなりますし、また処理の効率、あるいは燃料化するときの効率を考えた場合

には、必ずこれは絶対必要なことではないのかなという思いの中で質問させていただいたので

すけれども、そのときの回答としては、今の一般ごみに関しては一切その必要がないと。その

ままで行うことで考えていますというお答えでした。しかしながら、今の萩原参事のお答えを

聞いていますと、今後、生活環境課でごみの分別方法等に関して検討を重ねて徹底すべきでは

ないかというやに伺いました。 

 札幌など大都市に行けば、白老ほどごみの分別細かくはないのです。しかしながら、人口

4,000 人から 5,000 人の少ないところは、リサイクルのためにもっともっと細かく分別をして

いるところがあるわけです。そういった意味合いで、今後、方針転換を行うことが必要になっ

てくるのか、それとも、今の時点で、逆にある程度、白老の場合細かい分別をお願いしている

わけですから、それが今わかっているのであれば、今の時点からすぐ、もっと細かいごみの分

別のことを検討して町民にお願いするのも一つではないのかなと。それによって、かかる経費

が全然違ってきますし、効率のいいものができ上がってくるのかなとこのように考えるわけで

すけれども、この点についていかがでしょうか。  

○委員長（玉井昭一君） 萩原参事。  

○生活環境課参事（萩原康政君） お答えします。私の答弁はブレていないと思います。ただ、

今、説明が不十分だったと思います。あくまでも、今までの実験結果の部分でいくと、一番怖

いのは可燃物の中に不燃物が入っていることなのです。特に、一番怖いのは針金ハンガーみた

いなものが怖いのです。針金ハンガー自体は非常に曲がりやすいです。コンベアで送ったとき

にそういったものが、どういう形で影響がくるのかというのは、実際にまだコンベア通してお

りませんので、ですから普通の可燃ごみであればコンベアの中で挟まるということはまず考え

られないのです。ところが、可燃ごみの中にそういった鉄系の不燃物が入ってくると、非常に
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どういう影響がくるかということがわからないので、私が言った分別というのは、これはいろ

いろお誘いいただいた、例えば消費者協会さんだとか、婦人団体連絡協議会さんですか、ああ

いうところでもずっとお話ししていますけれども、可燃物の中に不燃物が混じるということが

一番怖いのです。空き缶のような小さなものならいいのですが、針金ハンガーみたいなものが

一番怖い。特に、例えば長物の包丁みたいなもの、実は結構長いものがありました。そういっ

た包丁など本来可燃ごみには入らないものですから。これはお話ししていますけれども、中に

はシャンプーボトルとか、スプリングの入っているボトルがありますよね。あれはどう見ても

全体がプラスチックだから、それは可燃ごみに入ってもいいのですよ。それは大して問題がな

い。スクリューの中で送っていけば、当然歯と歯がありますので、それはつぶされていくので

大した問題はない。ところが、絡まりやすいものとか、そういうものはやはりきちんと、さっ

き言ったように３年くらいかけないと、可燃の中に入っている不燃の部分の徹底には時間がか

かるでしょうというところで、私の説明不足です。これは私、一切ブレていませんし、もとも

と前からずっと話していますけれども、ごみの分別というのはやっておられる町村があるので、

余り大きな声で言ってはいけないのですけれども、経費もかかるし、もっと言えばごみステー

ションの部分で、各町内会の会長さんといろいろな、例えば衛生担当の方が回ってやっており

ます。大変な作業なのです。当然経費もかかるわけですから、そういったことのないようにで

きるだけ施設そのものも安価で、それから分別にかかる経費もできるだけ安価で、今のごみの

袋の値段がありますよね。そういったものもできるだけ現状維持でというところを目指してや

ってきておりますので、先ほどの私の答弁、舌足らずで申しわけありません。その辺はそうい

う意味でございます。  

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君）  将来的に、このままうまくいけば参事が言った現状の形でやりたい

なというふうに思います。これはなぜかというと、私としてはもっと効率を上げる方法がある

のではないかと。それは、担当にも話はしているのですが、余り分別を細かくすると町民の皆

さんに負担がかかるという心配があるのですが、ただ、もっと効率を上げるには、余り細かく

するのではなくて、もう少し生ごみと可燃ごみを分ける方法でやる方法がありはしないか。こ

れをやったとして、住民の皆さんが、本当にそれを分けてくれるかという、こういう心配もあ

るのですが、これはもうちょっと検討しながら袋の色を変えるなり、手数料はどういうふうに

するかとか、そういうことを考えながら、かまに入れるのは生ごみ系統、乾燥したものでガス

の発生しないものについてはいきなり固形のほうに入れることはできないかと思いますが、こ

れは、今後試行しながらやっていく必要があるだろうと。さらに効率が上がっていく可能性が

あるだろうと。こういう考えを持ちながら、今やっていますので、その辺きちんと見えた段階

で町民の皆さんに協力をお願いすると。これまだ見えていない段階で、先走りするわけにいか

ないものですから、これは頭の中で考えながらやっていきますので、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） 山本委員。  
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○委員（山本浩平君） 今の副町長の回答で理解いたしました。やはり、効率のことを考えま

すと、今後、やはりそういったことも必要でありますし、エコに対する町民の意識を高めてい

くことも必要かなと思いますので、これは負担はかかるかもしれません。意識的な負担という

か、面倒くさいという方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、もっと細かくやって

いるところも実際に道内にはあるのです。それは決して効率を高める面においては、私はでき

ないことではないかなと思いますので、今後の検討としていただければと思います。  

 それと、先ほどの萩原参事の答えの中でありました。これは、本当に大変なことであります

ので、これは町民に意識の徹底が必要かなと思うのです。針金ですとか、あるいは包丁ですと

か、そういったものが可燃ごみの中に入っていると。これ、必ずしも白老の町民、皆さんが分

別の決められたことを守っているとは限らないのですね。そういう意識のない方もいらっしゃ

るかもしれませんし、また、町内会活動に参加されていない方々もたくさんいらっしゃいまし

て、そういった中で、いわゆる町内会の中でのコミュニケーションがない方はどうしても、み

んながみんなではなく中には一人でアパートなどで暮らしている方で、実際にそういった話も

いろいろな町内会でたまに耳にするものですから、そういった方々もいらっしゃらないとは限

りませんので、何らかの方法で、これは大事なことでございますので、町民に徹底してお知ら

せするような、何回もいろいろな方法で、広報紙もそうでしょうし、町内会連合会もあるでし

ょう。いろいろな方法で徹底して、これは今までとは違うわけですから、可燃物にそういった

ものが混入されないようなことで町民にお願いすると。そういう方法を必ず徹底していただき

たいと、このように感じます。いかがでしょうか。  

○委員長（玉井昭一君） 千石課長。  

○生活環境課長（千石講平君） おっしゃられるとおり、本来可燃不燃という形、単純にお願

いしている部分で、本来の形でない出し方をされていると。今までの中では、多少吸収されて

いた部分も、今後についてはシビアにとらえていかなければならないという部分が生じてまい

りますので、これはさらに徹底していただくよう、前にもお話ししていましたけれども、広報

等を通じまして、これの徹底をお願いしていきたいと。繰り返しお願いしていくという形で臨

んでいきたいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 簡単に２点、１つは先ほどから議論になっている固形燃料の売却の関

係なのだけれども、6,352 万 5,000 円というのは、これは最大の量で見ているのですか。先ほ

ど松田委員が言った部分なのです。１万 1,000 トンで見ているとしたら、先ほどの副町長の答

弁とは矛盾するのですが。整合性が取れないということになるわけです。だからそういうこと

は、やはり言われたとおりこれを最大で見ているとしたら、これはやはり議会として指摘をし

ておきたいというふうに思います。整合性のきちんと取れるような形を取るべきだと。生産量

が最大だと。最大の場合を考えているとしたら、ここに売り払い量を最大で見るというのはお

かしいのではないかということです。それが１つ、これはきちんと議会として指摘をしておく。  

 もう 1 点、今、大分エコの話が出ました。私はやはりいろいろあるのですが、問題点もこれ
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から出るかもしれないし、いろいろあるかもしれないけれど、やはり今の世界の環境情勢との

関係で言えば、本当に世界の中でごみ処理施設がどういうことになっている、今の状況がどう

いう状況になっているのか。それとＣＯ２を減らすということが、最大の眼目なのですよ。私

はやはり、ここのところを除いて議論をすると、何か違うようになってくるのではないかとい

う気がすごくしているのです。 

 それで、もう時間になったので簡単でいいですけれども、本当にこのことをやることによっ

て、どれだけ現実的にＣＯ２が削減されるのか。化石燃料どれだけ減るのか。このことが本当

に、全日本、全世界にアピールされたときに、この施設の評価というのが全く違った形になる

のです。ごみ処理しているとかそういう問題ではないのです。 

 だから、あそこで石炭を燃やすというのは極めて残念で、一番いいのは天然ガスにしてもら

えばよかったのです。それが無理なら重油にしてもらえれば、僕は万々歳だったのだけれど、

そういうことをもっとまちはアピールするべきではないのかなと。それは、よかった。よかっ

た。と言えという意味ではないのです。地球温暖化からも、白熊死ぬか死なないかというのは

ここなのです。そういうことを本当に知らせていくというのは大切だと思うのだけれども、ど

うですか。現実にＣＯ２はどれだけ減るのか。固形燃料どれだけ減るのかということを含めて。 

○委員長（玉井昭一君） 萩原参事。  

○生活環境課参事（萩原康政君） 1 万 1,000 トン、1 万トンでも大して変わらないと思うので

すけれども、ここのボイラーで燃やせば炭素換算で２万 5,000 トン。うちはボイラーの効果ぐ

あいはわからないので、あくまでも日本製紙にはじいてもらうしかないのですけれども、２万

5,000 トンくらいですよね。あとは二酸化炭素、そこのところは確かに、いわゆる効果額の話、

それから二酸化炭素の削減の話。あとは処分場の延命化。そういったものを３点セットぐらい

で皆さんにご説明して、ご理解をいただいてきたと。そこの二酸化炭素のところもっとアピー

ルしようと。確かにそのとおりなのですけれども、なかなかですよね。  

 例えば、この１町を見たときに、人口２万人の１町を見たときにはすごい話ですよ。ただ、

それが北海道レベルで見たときにどうかという話になってくると、これはちょっと、訴えるに

は訴えているのですけれども、道庁サイドの受け取りの話になってくるので、何ともと言えな

いところがあるのですけれども、先ほども日本版グリーン・ニューディールの話をしましたけ

れども、これから恐らく太陽光。特に太陽光部分はどんどん技術が進んでいますので変わって

いくと思います。それから、海底 100 メートルでしたか、あそこにあるメタンガスの利用もい

ろいろありますね。 

 ただ、上げるときには露出が大きいと二酸化炭素の部分になってしまいますので、あとは車

の部分含めて二酸化炭素を出さないという部分は、全くその通りですよね。特にホンダなどは

200 万円くらいの価格でハイブリッドが出てきましたよね。ですからそのような部分で技術革

新いろいろの中で、人口２万人のまちでこれだけのことやっているということを、またさらに

やっていくしかないと思うのですよね。  

 余談ですけれども、来週、北海道の総合開発計画、今これから基本計画をつくっております。
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骨格ができて、この後計画が出てきますので、実はエネルギー担当をやっている部署の人間が

うちに来ます。そういう中で、うちの施設も見ていくし、私としてもやはり二酸化炭素の部分、

また廃棄物を利用したエネルギーというのはあるようで、余りうまくはいっていないのですよ

ね。そういったものを含めて、北海道の総合計画にも少しでもアピールできるように私の方で

いろいろご説明したいと思います。そのようなことでご勘弁いただきたいのですけれども。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） だから私、前に言ったけれどもね。日本で初めてだよね、だからもう

少し金をもってこいと私は言っているのだよね。これが２分の１なんてバカな話はないでしょ

う。２分の１しかもらわないで、日本一だなんて威張ったってどうする。この白老の金のない

まちが。これはまず１つ。 

 もう１つは、先ほど包丁や何かが入っていると言ったけれど、必ずしも白老の町民ばかりで

はないと思いますよ。私は魚釣りに 1,500 人も 2,000 人も来る日があると前にも言ったけれど

も、この人たちは包丁を持ってきて魚の餌を切って、スーパーや何かの袋にみんな捨てていく

のだから。また、その袋に入ったまま拾って、我々も毎日のように拾って、ごみに出したりし

ている。ですからこれは、必ずしも町民ばかりではないのですよ。魚釣りや何かの連中は、本

当に 1,500 人も 2,000 人も来るのですから、その方々包丁もみんな捨てていくのだから、必ず

しも町民にばかり言ってもだめなのです。 

 ですから、100％はないです。１％や２％、包丁も入ることを考えた施設でなければだめなの

ですよ。私は前に言ったけれども、完璧はないですよ。  

○委員長（玉井昭一君） 萩原参事。  

○生活環境課参事（萩原康政君） ご指摘のとおりなのですよね。それで、恐らく、我々も当

然ながら、町の方、町民の方という形で断定しているわけではありませんので、施設にしても

ある程度コンベアの部分についても余力を持った形にしておりますので、多少のことなら大丈

夫だと思います。ただそれも、やはりやってみなければわからない話なので、それも含めて少

し時間をいただきたいということでご理解いただきたいと思ってございます。  

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。一つだけ、先ほど答弁された中で、固形燃料の価格交渉は

年に１回だけれども、電気とか蒸気の価格交渉は年に２回というふうにおっしゃっていたので、

これの違いというのですか、どうしてそのようになってしまうのかわからないのですけれども。 

 普通は価格交渉と言いましたら、１回なら１回となっているものですけれども、どうして今

回はそのような形で約束されているのか。その辺だけ伺ってみたいのですけれども。  

○委員長（玉井昭一君） 竹田主幹。  

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） 燃料関係の価格は年２回ということで、日本製紙のほうか

ら下期、上期２回の価格改定でお願いしたいという話が来ております。燃料に関しては変動が

ありますので、その変動が１年間ずっと同じというのは当然ないわけであって上下してきます。

石炭の価格が上下する関係がありますので、その関係を含めて年２回価格交渉をしていきたい
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というふうに日本製紙から言われています。 

 固形燃料の価格につきましては、今回 5,700 いくらで契約になる予定ですけれども、これに

ついては１年間は価格変動はなしというふうに日本製紙のほうから聞いておりますので、１年

間は変わらないと思います。ただ、２年後に、先ほども説明しましたが、市場価格といったも

のを考慮した中で、また交渉ということになるというふうに考えております。  

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。  

○委員（西田祐子君） そのような難しい話ではなく、片方はどうして２回で、片方は１回な

のということだけです。  

○委員長（玉井昭一君） 竹田主幹。  

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） 蒸気・電気価格と固形燃料の価格というのが連動していま

せん。要するに、電気・蒸気が例えばいくらかかったら、その販売価格はいくらというふうに

設定されていなくて、それぞれ別々なのです。 

 だから、本来であれば、固形燃料をつくるためにかかった経費が販売価格にいくのですけれ

ども、そうではなくて固形燃料は固形燃料で、単独で価格を出しているのです。ですから、片

方は２回ですし、片方については１回、どちらも市場価格なのですけれども、固形燃料は市場

価格、回りの道内品だとか道外品を見ていくらと決めます。というやり方で１回です。 

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君）  単純な話なのです。従来、日本製紙は蒸気とか電気、ほかのところ

にも売っているわけなのです。下半期と上半期、２期に分けて単価を決めている。それを単純

に町のほうもそれを受けて蒸気と電気は価格を決めていきましょうと、こういうことです。 

 燃料については、これは全く電気とか蒸気と関係なく、これについては相場変動があれば、

その都度やりましょうと。大体目安としては１回の関係ですが、これはまた、大幅に上がった

り下がったりしたときはその都度やりましょうと。大体目安としては１回くらいと、こういう

ことです。ご理解いただきたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君） 今、世界的な紙余りがある中で、この経済状況が、全く先の方向が

見えない状態がありますよね。そういうときに、例えば今ある既存の日本製紙が減産体制に入

るとか、工場を休止するという可能性もなきにしもあらずだと思うのです。そういった状況が

起こった場合に、今の施設そのものが方向性というのは考えておられるのかどうかということ

と、仮に減産体制に入った場合に、固形燃料が満度に使われなかった場合、その後の処分とい

うか、そういうことも考えておられるのかどうか、その点についてお聞きします。  

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。  

○副町長（目時廣行君）  白老工場ばかりではないですね。勇払にもあります。ですから、１

万 1,000 トンは目標としてやります。勇払のボイラーにも使えるということですから、これは

１万 1,000 トンは何とかしてやりたいという考えであります。日本製紙がどのようになるかま

では考えたくはありません。何とか日本製紙が、紙需要がふえて、「もっと欲しい」と言われる
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ような品質のよい固形燃料をつくっていきたいというふうに考えております。  

○委員長（玉井昭一君） いいですか。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは、きょうの産業厚生常任委員会は以上で終了いたします。

ご苦労さまでした。 

（午後 ０時１２分）  


