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平成２１年白老町議会全員協議会会議録 
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◎開会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） ただいまから全員協議会を開催いたします。 

（午後 １時５８分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） 本日の協議事項につきましては、バイオマス燃料化施設の運営状況

及び機能改善についてであります。 

まず、ご説明をお願いしたいと思います。飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 本日の全員協議会の開催にあたりまして、私のほうから総括的に説明

させていただきます。 

 まずは、バイオマス燃料化施設の運営状況についての報告が大変遅くなりました。施設の現

況の説明だけでは町民や議会にご心配をかけるだけになるという私の考え方から、現況報告と

あわせて、しっかりと対策をお示ししたいとの思いから、時間を要したところでありまして、

お詫びを申し上げます。いずれにしましても、もう 12 月ですので、ここまで皆さんにこの対策、

さらには、この現況の報告が遅れたことについては、本当に申しわけなく思っております。私

の方からも皆さんにお詫びを申し上げます。 

 まず、施設の運営状況を総括的に申し上げますと、ごみ処理という一般廃棄物処理施設とし

ての役割は、計画通り遅滞なく果たしているところであります。しかしながら、可燃ごみを活

用して固形燃料を生産する過程において、当初の想定と異なる事態が生じていることから、本

年度においては計画生産量を下回る見通しでありまして、製品化に至らない残りの生成物を一

時的に保管している状況にあります。このため生産コストの減額は見込まれるものの、固形燃

料の収入の減少により、施設の運営収支については、平成 21 年度の当初予算よりも 1,500 万円

ほど財源不足を生じる見通しであります。この不足額につきましては、現在一時保管している

生成物を平成 21 年度以降に対策を加えてから固形燃料化して売却いたしまして、回収に努めた

いと考えております。固形燃料生産過程での問題といたしましては、生成物の塩素濃度が高い

こと、そして、燃料を生産するにあたって、使用する副資材のチップダストの含水率が高いこ

となどから、製品の計画量を確保できないという点でありますが、このほどこれらの課題を解

決する方策が定まったことから、固形燃料の安定生産に向けた施設の機能改善工事を年度内に

実施することといたしました。詳細は後ほど担当から説明しますが、当初の整備工事の性能保

証として、機能改善の追加工事を受注者の責任において実施していただくものであります。ま

た、近隣住民からご指摘のある臭気対策についても、あわせて実施するものであります。 

固形燃料の生産量についてでありますが、特に最近の状況としての可燃ごみの発生量が減少

しており、また、生成物の塩素対策と臭気対策として、生成物の水洗浄を行うことにしており

ますが、燃料のもととなる固形分が減少するため、対策実施後の固形燃料の生産量は、当初想

定したよりも下回る見込みであります。また、長期的なごみ処理経費の見通しにつきましては、

現在平成 22 年度の運営コストを見積もっているところでありますので、新年度予算とあわせて
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お示ししたいと考えております。燃料生産量の減少はありますが、運営コストの見直しを図っ

て、当初想定した効果額をなるべく確保するように努めたいと考えております。 

国政の政権交代後、鳩山首相が９月の国連会議で宣言した、2020 年までに二酸化炭素を 25％

削減することが、国の目標として掲げられましたが、地球温暖化対策については、地域におい

てもより積極的に取り組まなければならない事業であります。このことから、本施設の意義は

より一層高まっておりまして、この施設を安定稼動させることにより、地球温暖化対策に貢献

できる廃棄物処理方法を確立できるものと信じております。町民の皆様、議員の皆様に大変ご

心配をおかけしておりますが、この対策の実施により、平成 22 年度以降は施設の安定運営は図

られるものと考えておりますので、機能改善工事の実施についてのご理解をいただきたいと存

じます。 

また、白老町からの固形燃料の供給、日本製紙白老工場からの副資材、蒸気、電気の提供等

につきまして、白老町と日本製紙が定期的に打ち合わせを行っており、必要な事項については、

施設運営の受託事業者も交えて情報交換を行っておりますが、この機能改善工事については、

日本製紙にもご理解をいただいているところであります。全国的にも先進的な取り組みである

ということで、施設の安定稼動に至るまでに時間を要しておりますが、関係者が一致協力して

本年度内の対策工事の実施に全力を挙げて取り組むことといたしておりますので、あと少しお

時間をいただきたいと存じます。 

この後担当から施設の運営状況と対策の内容をご説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。本当に遅くなりまして、申しわけございませんでした。 

私のほうからは以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） それでは、お配りの説明資料に基づきまして、私のほうから

内容をご説明させていただきたいと思います。 

 まず１点目のバイオマス燃料化施設の運営状況についてでございます。現状と課題でござい

ますけれども、まず可燃ごみの処理状況につきましては、町長から先ほどご説明がありました

ように、バイオマス燃料化施設で全量処理されておりまして、一般廃棄物処理施設としては計

画どおり稼動しているところでございます。しかしながら、可燃ごみを高温高圧装置で処理し

て発生する粉状の生成物、固形燃料の原料となるものでありますけれども、この塩素濃度が

0.8％から 1.4％と当初の想定より高い状況となってございます。また、副資財として活用する

チップダストの含水率も当初の想定よりも高くなっておりまして、このため固形燃料の塩素濃

度と含水率が安定しない状況が続いているという状況になってございます。また、塩素濃度の

低い副資財として活用する廃プラスチックが、実証実験当時に比べると確保しづらいという状

況になってございます。 

９月までの上半期につきましては、固形燃料予定の 20％しか生産できなかったというような

状況でございますけれども、10 月以降、ある程度軌道に乗ってきておりまして、下期について

は生産効率が上がってきており、それにしても 40％程度ということでの生産水準の見通しでご



 4 

ざいます。生産量の改善のためには、塩素濃度と含水率の対策が必要であるということでござ

います。平成 21 年度のバイオマス燃料施設運営に係る収支につきましては、下の(３)の表にも

記載してございますけれども、固形燃料販売収入が当初予算より減額になります。ただ、燃料

生産に係るコストの初期縮減も、燃料あるいは原料と電気、蒸気の量も含めまして、コストの

縮減が見込まれるため、当初予算と比較した財源不足額は約 1,540 万円の見込みと試算してご

ざいます。後ほど機能改善対策をご説明いたしますが、今回行う機能改善対策によりまして、

塩素濃度と含水率の改善が図られ、生成物の全量について固形燃料化が可能となるものと考え

ております。また、平成 21 年度中に固形燃料化できない生成物を一時保管している状況にあり

ますが、対策後につきましては、固形燃料に再生利用することが可能となるため、本年度の財

源不足額の 1,540 万円につきましては、22 年度以降販売して回収するように努めていきたいと

考えております。また、環境面では、施設から生じる臭気については環境基準以下ということ

になってございますが、近隣住民からのご指摘もあることから、現在の対策に加え、さらに脱

臭対策を追加して講じるというような必要があるということでございます。 

次、(２)の平成 21 年度の運営見込みということで、上期と下期の内訳つきで載せてございま

す。まず可燃ごみの搬入量につきましては、上期が 3,420 トンということで、こちらは実績で

ございますけれども、下期については最近の状況として一割ほど可燃ごみの量が減ってきてい

ると、そういうような状況もございますので、若干低めに見積もって、合計 6,630 トンと見込

んでございます。この全量、高温高圧処理し、そこから発生する黒い粉態の生成物については

3,980 トンという見込みを立ててございます。塩素濃度につきましては、これまでのところ

0.8％から 1.4％いうことで、当初の想定の 0.5％から 0.6％よりも高い水準になっているとい

うことでございます。この生成物を活用して固形燃料をつくるということになるのですけれど

も、本年度の生成物の燃料に使う使用量につきましては、940 トンというような見込みを立て

てございます。上期につきましては 250 トン、下期については 690 トンということでございま

す。その残りについて右側の矢印の一時保管ということで書いてある部分が 3,030 トン。これ

が本年度末で燃料として処理しきれないで残る量ということで、これが全量再生利用できると

なれば、燃料換算にいたしますと、約 5,600 トンの燃料になるということでございます。生成

物の使用量 940 トンと一時保管の 3,030 トン、これを合算したものが生成物の発生量 3,980 ト

ンになるということでございますが、上期、下期の四捨五入の計算の結果、10 トンほど合わな

くなってございますけれども、これについては基本的には一致するものということで見ていた

だければと思います。この生成物の使用量 940 トンに副資財、上期、下期の合算量 3,240 トン、

これは廃プラスチック、先ほどからお話ししているチップダスト等の木くず、そういうものを

合わせて固形燃料については、年間トータルで 3,260 トン生産できるのではないかと、そうい

う見込みを立ててございます。この全量につきましては、日本製紙白老工場のほうに出荷とい

うことでございます。この内訳につきましては、規格内、規格外ということで、上期、下期と

載せてございますけれども、規格内につきましては、日本製紙のほうの燃料の受け入れ基準で

ある塩素濃度 0.3％、これをクリアした部分ということでのことになってございます。それを
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超える部分については、一応規格外ということで、旧型のボイラーで使っていただいていると

いう状況になってございます。 

次、(３)のバイオマス燃料化施設運営に係る平成 21 年度収支見通しでございますけれども、

概括的な収支差し引きについては、一番右下の 1,540 万円ということでございますけれども、

収入が上期、下期の合計 3,870 トン、このうち固形燃料の販売収入が 1,300 万円です。3,870

万円の内訳としては、固形燃料販売 1,300 万円、その他 2,570 万円ということでございますけ

れども、このうち 2,000万円につきましては日本製紙間の運営あるいは技術支援の寄付金 2,000

万円が入ってございます。支出につきましては、合計額１億 6,210 万円を見込んでおりまして、

内訳につきましては、燃料・原料等、委託料、そのほかのという事で内訳をつけてございます。

この差し引きがこの施設の運営に必要な一般財源ということで、１億 2,340 万円でございます。

21年度の当初予算ではこの施設の運営に必要な一般財源を１億 800万円ということで見込んで

ございましたけれども、１億 2,340 万円からこの金額を差し引いた 1,540 万円が現段階で一般

財源として必要になる財源不足額ということでございます。 

次、２ページのバイオマス燃料施設の機能改善対策でございます。本年４月から稼動し、な

かなか製品の出荷について安定しないということで、工事事業者のクボタ環境サービスと夏以

降抜本的な対策について協議を行っておりまして、このほどこの対策についてまとまってござ

います。 

まず、(１)の対策の方針でございますけれども、固形燃料の安定生産と環境対策のため、施

設の機能改善について下記の対策項目を性能保証工事として、施設の工事事業者のクボタ環境

サービスが平成 21 年度中に実施するということでございます。その内容の大きな柱としては、

塩素対策、副資材の水分調整対策、臭気対策でございます。 

次、②といたしまして、現在一時保管している生成物については、固形燃料を製造して収入

の確保を図るとともに、現在高圧蒸気についてはＡ重油のボイラーを稼動させておりますけれ

ども、この生成物の基準外的なものを使って動かすボイラーというのがだんだん開発されてき

ていますので、そういうバイオボイラーを導入して活用できないか、これについては現在検討

中ということでございます。 

具体的な塩素対策と水分調整対策についてでございますが、具体的な課題といたしましては、

先ほども少しご説明していますように、高温高圧処理後に発生する生成物の塩素濃度は 0.8％

から 1.4％の分析結果となってございます。当初は生成物を副資材によって塩素濃度を下げて

製品をつくり出すという考え方でおりましたけれど、塩素濃度がその水準よりも高いというこ

とで、副資財の量的なもので希釈するには限界があるため、新たな方式の導入が必要であると

いうような結論に達してございます。この具体的な対策方式としては、水洗浄による洗浄方式

を採用するとしてございます。対策後の目標でございますけれど、生成物の塩素濃度を 0.42％

ぐらいに下げられるのではないかと考えてございます。これについては９月から 10 月にかけて

実施したテスト結果に基づきまして、こういう設定をしてございます。これに副資財を確保し

て混合し、固形燃料の塩素濃度を 0.3％以下にしたいと。生成物、副資材を１対１の割合にす
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ると 0.2％台になってくるということで、確保していきたいと思っています。 

次に、チップダストの含水率が 45％以上あることで、現在成形する、生成物の粉黛を固形燃

料にするにあたりまして、成形処理で用いる量に限界があるという状況がございます。これに

ついては、チップダストを乾燥することによって含水率を下げ、固形燃料の含水率を 10％以下

にしたいというのが目標でございます。 

次、(３)の臭気対策でございますけれども、生成物から発生する臭気の中に洗浄・活性炭吸

着では、現在の洗浄・活性炭吸着では除去できない臭気があることが、近隣の方からの苦情に

つながっているのかなと考えてございます。従来の活性炭脱臭に加えまして、臭気ガスにつき

ましては、対策方式として、触媒燃焼脱臭方式をつけ加えるということで考えてございます。

目標としては、臭気を白金等の触媒で脱臭するというような内容になってございます。 

(４)の機能改善対策の施設整備の内容でございますけれども、具体的な計画平面図につきま

しては後ほどご説明したいとい思いますけれども、整備事業者につきましては、当初の本施設

の受注者でありますクボタ環境サービスが性能保証工事として実施するということで、白老町

の負担はないものでございます。整備事項といたしましては、１点目洗浄施設、内容は洗浄タ

ンク、ポンプほかということでございます。２点目は脱水施設ということで、これは生成物の

脱水施設ですけれども、濃縮脱水機です。③の乾燥施設につきましては、チップダストの乾燥

施設ということで、これにつきまして新たに乾燥機室を設置し、その中に乾燥機、投入コンベ

ア等の装置を整備するということでございます。④の脱臭施設につきましては、触媒脱臭装置

を導入するということでございます。整備期間につきましては、平成 21 年 12 月から平成 21

年度の年度末であります平成 22 年３月までという計画でございます。 

３ページに、機能改善対策後の固形燃料生産の流れを記載してございます。もう少し詳しい

機能改善フロー図というのを別につけてございますけれども、これも後ほどご説明いたします。

先に参考という、下の流れ図を見ていただきたいのですけれども、現在可燃ごみを高温高圧処

理機にかけ、そこから発生する生成物については、下の矢印ですけれども、生成物使用という

ことで、副資材と混合し、固形燃料にして日本製紙白老工場に出荷するということでございま

すけれども、現在製品の品質が安定しないということで、一時保管している生成物がございま

す。この機能改善対策後の流れ図ですけれども、この生成物について洗浄、脱水を加えまして、

さらに、副資材のうちチップダストについては乾燥工程を加え、また残りの、この図には載せ

てございませんけれども、廃プラスチック等を加えて固形燃料化するという流れでございます。

現在保管しております一時保管の生成物につきましては、洗浄、脱水処理をして、再度固形燃

料に活用するということで考えてございます。 

３点目のバイオマス燃料化施設の各種処理量及び固形燃料生産量の見直しでございますが、

見直し事項といたしましては、それぞれの処理量あるいは含水率、また、ペットボトルを当初

は副資材ということで、成形する段階での加工に加えてございましたけれども、これは具体的

に言いますと、ペットボトルの中に飲み残し等がございますと、それが塩素濃度を含んでござ

いますので、これについては、洗浄するために可燃ごみとして一緒に処理すると、そういうよ
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うな工程の変更等考えてございます。 

当初想定の部分でございますけれども、可燃ごみにつきましては、一般家庭あるいは事業者

から出てくる一般的な可燃ごみ 6,490 トン、また食品加工残渣 750 トン、合計 7,240 トンが当

初の計画でございましたけれども、これにつきましては、最近の経済情勢の変化等もあろうか

と思いますけれども、重量的にここ近年かなり減ってきてございます。見直し後、②につきま

しては、可燃ごみの水分を含んだ重量ですが、6,630 トンということで押さえてございます。

また、可燃ごみ食品加工残渣の水分含水率につきましても、現状に近い含水率の見直しを行っ

てございます。この結果、可燃ごみの重量の差し引きといたしましては、年間マイナス 610 ト

ンで、固形物量というのは水分を除いた部分でございますけれど、750 トンということでござ

います。 

生成物の発生Ａでございますけれども、可燃ごみの固形物量の当初想定 4,700 トン、これは

乾燥重量で同じく生成物の発生量 4,700 トンということで押さえてございましたけれども、見

直し後の②の生成物の発生量につきましては、洗浄後 3,440 トン、可燃ごみの固形物量が 3,950

トンですから、510 トンほど洗浄の中で減ってくるということでございます。当初の想定に比

べると、生成物の発生量で 1,260 トンほど減ってくるという見込みが出てございます。これは

可燃ごみの減少、それと水洗浄によるというものでございます。 

副資材につきましては、種類といたしましては、当初はチップダスト、廃プラスチック、ペ

ットボトル、建設廃材等の４種類を予定してございました。これについては、まず品目の部分

でいきますと、ペットボトルにつきましては、副資材ということでの燃料生産の後過程のほう

ではなくて、前処理の高温高圧処理のほうに回すということで、ペットボトルについてはここ

から重量がゼロになってございます。また、当初建設廃材を活用ということで予定しておりま

したけれども、建設廃材についてはかなり塩素濃度が高いものを多く含んでいるということで、

これは見送らざるを得ないということで、最近の状況では雑紙ということで、日本製紙のほう

から出てくる損紙等を一部活用させていただいていると。これについては、塩素濃度がほとん

ど少ないということでの扱いでございます。これら合計いたしますと、副資材の重量、固形物

量で申し上げますと、これは完全に乾燥した状態での重量ということですけれども、5,320 ト

ンが、見直し後 4,550 トン、マイナス 770 トンということになります。これら生成物発生量と

副資材を合算して固形燃料を生産するわけですけれども、ＡプラスＢということで、当初想定

では、水分を含まない固形燃料の量 10,020 トンということでございましたけれども、見直し後

につきましては 7,990 トン、実際に製品としては 10％程度の水分濃度を含むということで、当

初の想定は 11,000 トンの製品量ということで今までご説明していたところでございます。これ

につきましては、今回の見直し後 8,880 トンということで、マイナス 2,120 トンでございます。

固形燃料生産量の減少の理由につきましては、先ほどもご説明の中で触れておりますけれども、

１点目として可燃ごみ発生量、搬入量の減少、２点目に水洗浄による生成物発生量の減少、こ

こに記載しているのは乾燥重量ベースでございます。さらに副資財の品目及び含水率の見直し

ということで、チップダストの含水率の見直し、また、ペットボトルの高温高圧処理のほうに
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回すと。また、建設廃材の利用を見送ると。また、雑紙等を利用すると、そういうようなこと

での品目の変更も行ってございます。 

以上で対策等の概要については、この資料での説明は終わらせていただきます。 

次、Ａ３版の資料１をお開きいただきたいと思います。この図面につきましては、バイオマ

ス燃料化施設の１階部分の平面図でございます。今回の既存施設の改修する区域、範囲につき

ましては、薄い緑色の太い線で囲まれている部分でございます。色の塗ってある黄色い部分に

ついては、新たな施設ということで設置するものでございます。そのほかに、右下のほうに青

い線で囲っております乾燥機室を設けるということになってございます。洗浄器については、

濃縮機、脱水機あわせて記載してございますけれども、この中央部に設置するということでご

ざいます。チップダストの乾燥機につきましては、現在の燃料化施設の建物の外側に乾燥機室

を設けるということで、面積 86.6 平方メートルでございます。臭気対策の触媒脱臭装置につき

ましては、現在別棟になっております廃水処理棟の外側に設置するということでの計画になっ

てございます。 

次、もう１枚の資料２でございます。これにつきましては、固形燃料を生産するラインのフ

ロー図を上に記載してございまして、下のほうは臭気対策のフロー図になってございます。ま

ず、ごみの処理及び固形燃料の生産のフロー図でございますけれども、現在行っている処理の

流れといたしましては、改善前のところでございます。可燃ごみを搬入し、原料供給機を使い

まして、高温高圧処理装置に入れまして、ここで生成物をつくると。その生成物については、

生成物供給ホッパを経由し、木質ということで、チップダスト等の木質供給のホッパと合わさ

り、また廃プラスチックと合わさりまして、最後はペレット生成機ということで、固形燃料を

生産するという流れになっております。新たに追加するものといたしましては、高温高圧処理

装置から出てくる生成物について点線の矢印が下におりておりますけれども、洗浄タンクに入

れまして水洗浄を行い、その後脱水機を経由して水分を抜きまして、この生成物供給ホッパに

戻すと、こういう流れが一つでございます。チップダストにつきましては、新たに設置する乾

燥機に入れまして、送風という運搬方法によりまして、木質供給ホッパに入れると、こういう

ような計画でございます。 

次、臭気対策のフロー図ですけれども、左側が改善前ということで、高温高圧処理装置から

発生する臭気ガスあるいは凝縮水につきましては、活性炭脱臭ということで、現在一緒に排水

処理施設のほうで処理してございましたけれども、改善後につきましては、高温高圧処理装置

から発生する臭気ガスについては、別に触媒脱水装置により大気放出するという、臭いについ

てはかなり薄くなるというふうに考えてございます。凝縮水につきましては、従来どおりの処

理で考えてございますが、生成物を洗浄することにより、この洗浄の中で臭いについてもかな

り薄まってくると、そういうふうに考えてございます。 

以上でバイオマス燃料化施設の運営状況と機能改善対策についての説明を終わらせていただ

きます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま説明が終わりました。何かご意見等ありましたらどうぞ。 
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 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 大渕です。２ページの２の(１)の②、一時保管している生成物につ

いては、固形燃料を製造して収入の確保を図るとともに、コスト削減につながるバイオマスボ

イラーの導入による活用ができないか検討を進めるという、これはどういう意味ですか。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 実際、現在保管している生成物を、考え方としては、水洗浄

ができる平成 22 年度以降に水洗浄を加えて、そして、燃料として活用しようということで考え

ておりますけれども、現在、今年度末で 3,000 トンぐらいの一時保管の生成物が残るというこ

とでございますけれども、これをどのくらいの期間で処理していけるかという部分でいくと、

大まかな試算でいけば、１年、２年という形になかなかならないのかなというような、期間的

な押さえをしてございます。そういうことから、これについても一応燃料ということで、現在

きちんと温度管理した中で問題はないと、そういう発熱等について問題はないということで考

えてございますけれども、少しでも早くこれを処理、あるいは処分すると、活用するというよ

うな考え方でいるのですけれども、現在こういう生成物という粉黛を使えるボイラーというの

が、今現在開発されつつあります。現在この施設の蒸気につきましては、低圧蒸気ですか、低

圧蒸気は日本製紙から実は供給を受けているのですけれども、高圧蒸気についてはＡ重油をた

くボイラーを、既に施設に設置されているのですけれども、活用しているのですけれども、こ

のバイオマスボイラーを活用することによって、かなり燃料費の削減につながるということも

考えられますので、その辺の収支計算、あるいはそういう新技術を導入する補助事業がないの

かどうなのか、そういうことも検討しながら、この生成物を活用できるような道も別途一つ考

えていきたいなということで、これは決定ではございませんけれども、現在検討中の事項とい

うことで書き込んでおります。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 日本製紙が導入したといわれているものも、バイオマスボイラーな

のです。という名前で使っています。現実的にいろいろな報道を見ると、実際に 0.3％なのか

どうかというのは、実際にそういう報道でない部分が結構あるのです。当時私は石油だと思っ

ていたのが、石炭だったということです。石炭がＣＯ２を一番発生するのです。製油よりも天

然ガスのほうがもっともっと少ないわけだから。そういうことで言えば、バイオマスボイラー

というのは一体何なのかなと私は思っているのです。ほかのところだったら、もっと塩素濃度

が高くても処理できるバイオマスボイラーが実際にここに書いているようにあると。ほかのと

ころにもそういうものというのはないのですか。例えば、今のバイオマスボイラー、本当に日

本製紙の 0.3％というのは、そんなに厳しいものなのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私も技術的なものは詳しく押さえていませんけれども、この

日本製紙で新型のエネルギーボイラー、転換を計画した中で、当初についてはバイオマスボイ

ラーということで検討されているというような形があったということで聞いてございますけれ
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ども、現実的には、結果的には、今現在日本製紙で動いている新型ボイラーについては、基本

的に石炭をかなり中心にたくボイラーであると。そのためにこの塩素濃度の基準というものを

一応 0.3％ということで定められて、なかなか私どものほうで生産する塩素濃度が高くなるも

のについては、受け入れがなかなか難しいということで聞いてございます。ほかの大型ボイラ

ーという部分では、こういう工場に設置する大きな大型ボイラーというものについては、ほか

の工場等ではバイオマスボイラーということで、0.6 とか、そういう基準での受け入れをして

いるボイラーもあるとは聞いていますけれども、現実的には、日本製紙との協議のやり取りの

中では、0.3 というのが一つの基準になってございます。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 私は、どちらでもいいのです。どちらでもいいということはないの

だけれども、ただ、当初バイオマスボイラーということで報道も現実的にされているのです。

それで、もちろん性能でクボタが 0.3 であるというのだから、それはそれでいいと私は思いま

す。0.3 になれば何も問題はないのですから。ただ、ここで話すというのはどうしてかという

のは、0.3 ではなくて 0.8 から 1.4 だからです。となると、ほかにバイオマスボイラーで実際

に今言われたように、私もそれは聞いたことがあります。報道もありました。0.6 というので

あれば、極めてやりやすいのです。もちろん２年間の保証期間があるのだから、もちろんそれ

は全部クボタでやってもらうからいいということになるのかもしれないけれども、当初からバ

イオマスボイラーだって日本製紙言っていたにもかかわらず、そうでないということは信義違

反にならないのですか。そういうことを言っていいか私よくわからないけれども、だけれどそ

れはおかしいと思いませんか。なぜバイオマスボイラーという名前でできるのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長どうぞ。 

○副町長（目時廣行君） 私もバイオ系のボイラーと話は聞いていたのですが、塩素濃度につ

いては 0.3％という日本製紙からの提示ということで、後でわかったのですが、ほかの製紙会

社のバイオボイラーについては 0.3％。このことについて日本製紙さんと 0.6 までいかなくて

も 0.45 とかそういう形でもう少し緩和できないかという、そういう交渉はしたことがあるので

すが、どうしても 0.3 は譲れないという。なぜかというと、今の新型ボイラーについては 15

年は持たせたいと。何かグラフがありまして、0.3％いくと、やや 15 年まで耐用年数を持つこ

とができると。これを 0.35 にすると、それが 12 年ぐらいしか持たないとかという、そういう

グラフがあって、どうしても 0.3 を守らなければいけないというようなことで、この形で何と

か 0.35 あるいは 0.4 とかに緩和していただけないかと、こういう交渉もしたのですけれども、

そういったことで、耐用年数を 15 年持たせなければいけないということで、どうしてもこれは

守らなければならないと、こういう経過があるのです。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 小野寺さんは道から来ているので、小野寺さんに聞くかどうかは別

にして、バイオマスボイラーの定義というのはないのですか。間違いなく、新聞報道含めて、

日本製紙のボイラーはバイオマスボイラーと報道されました。ですから、そういう定義という
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のはないのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） お答えします。バイオマスというのはもともと炭素です。

ＣＯ２の原因となる炭素ができるだけ自然界の中で循環するようにということで、いわゆるバ

イオマスという言葉を使うのですけれども、それを使うことが可能なボイラーのことをバイオ

マスボイラーと言います。それで、日本製紙の新エネルギーボイラーがバイオマスボイラーと

いうふうに言われるゆえんというのは、いわゆるＲＤＦ、あるいはＲＰＦを使うことが可能な

ボイラーだということで、バイオマスボイラーというふうに表現しています。当初日本製紙と

しては、ＲＰＦを使おうと。ＲＰＦというのはご存知のように、紙とプラスチックです。です

から、塩素はほとんど入っていないということで、塩素濃度が 0.3％でも特段問題がないとい

うことでのバイオマスボイラーです。ここにいわゆるＲＤＦ、白老町のような生ごみというか、

可燃ごみですとか、生ごみなんかも使っているところがありますけれども、日本製紙の勇払工

場なんかもそうなのですけれども、そういうところだと塩素濃度が高くなるのです。そうする

と、そのボイラーが塩素濃度が高いものでも対応できるボイラーであれば問題がないわけで、

塩素濃度の高い、低いがバイオマスボイラーの基準ではないのです。それで言う話になります

と、今回の日本製紙白老工場での新エネルギーボイラーの話をもう少し細かく説明をいたしま

すと、新エネルギーボイラー自体はそもそもが石炭の選奨ボイラー、石炭だけをたくボイラー

を考えていたところにＲＰＦのようなものを補助燃焼材として使おうということで、総体の数

パーセント、一割にも満たないぐらいのものを投入しましょうと。その一割にも満たないもの

を投入するときに、その塩素濃度が、ちなみに石炭の塩素濃度というのは 0.005％かそのぐら

いのものなのです。ですから、0.3％を大したことないとおっしゃいますけれども、0.005％に

対する 0.3％は相当影響があるわけです。それを何パーセント入れると最終的に 0.005％、

0.01％ぐらいまでのところを許容範囲とするボイラーで燃焼するにあたって、ＲＤＦの塩素濃

度がどの程度まで、あるいは量に対してどの程度まで、というようなシミュレーションをした

結果、日本製紙としては 0.3％までは許容しますという数字が出てきたというところでござい

ます。それを、さらに今副町長が説明したように、0.4％、0.5％にするとなると、それは簡単

に言うと、相当大事です。ですから、その辺はなかなか、日本製紙としては簡単に了解をする

ということにならないというようなことになっています。 

それともう一つは、先ほど大渕議員がおっしゃいました 0.6％で燃やせるところがあるであ

ろうというのは、そもそも 0.6％でも対応できうるボイラーですので、そこに入れることは十

分可能です。それは日本製紙白老工場にも小さいものはあるのですけれども、今バイオマス燃

料化施設で製造している固形燃料すべてそこで燃やすというのは当然不可能な状況でございま

すので、今のところ日本製紙の新エネルギーボイラーを頼りにというか、そこで燃やすことを

最優先に考えて固形燃料を製造するしか、今のところ道はないというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 大渕紀夫議員。 
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○１０番（大渕紀夫君） 大渕です。理屈としてはわかります。ただ、我々はバイオマスボイ

ラーというのは、そういう社会的な貢献をするための、地球上のＣＯ２を減らすためのものだ

という認識だったのです。もともとこれを取り組むときから、私はそういうものがなければ、

こんなことは町でやる必要がないと。地球のＣＯ２をどれだけ減らせるかということが問題な

のです。だから私は議会でも質問をしますけれども、何で日本製紙がそうやって言っているの

に石炭ボイラーなのか、おかしいのではないかと。私はここでも質問をしています。なぜ、そ

ういうことを言うのだったら、石油ボイラーにしないのかと。石油のほうがＣＯ２の排出量が

少ないのだから。もともと我々がこの装置に賛成をしてやったというのは何かといったら、も

ちろん白老町の財政問題等々いろいろなことがあるけれども、基本的には地球の温暖化をどう

防ぐかという、ここが最大の眼目なのです。だからほかで燃やせるところがあったら、塩素問

題ないというのであれば、ほかの 0.6％のところへ持って行って売ればいいのだから。小野寺

さんとやるわけではないです。やるわけではないけれども、私はやはり、そこは何か、もちろ

ん 0.3％と初めから聞いていたから、それがだめだというのではないです。それは、町はクボ

タにやってもらえばいいのだから、いいのだけれど、何かそこら辺がちょっと、だまされたよ

うな感じに、私としてはなっています。そういう施設があるのに、それをつけないでバイオマ

スボイラーと言わせて、これを町に積極的にやらせるような、実を言うと、そんなふうに受け

とめられてしまうのです。 

私が言っているのは、とにかく地球上のＣＯ２をどうやって減らすかということが最大の眼

目なのです。これをやるためには町民もみんな協力するというのは、ここに協力しているので

す。お金でないのです。そうでなかったら、実際に我々の、ひょっとしたら今の状況だったら、

我々の生きているうちに地球だめになるかもしれません。本当に。だから中国だってきょうの

新聞に出ているように、ああいうふうになっていくわけです。確かに中身がちょっと違うけれ

ども。そういうことで言えば、つくってしまったものしようがないと言えば、何か変だなと思

うのですが。 

○議長（堀部登志雄君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） 説明になるかどうかわからないのですけれど、そもそも

日本製紙に固形燃料を、当初の予定で１万 1,000 トンを供給することによって、日本製紙で使

おうとしている石炭の量が減ると。減ることによってＣＯ２が削減できるというところの構図

というのは、もちろんご承知だと思います。今回その量が若干減るということは、一つありま

す。それと塩素濃度を下げるということとは、基本的には無関係というふうに認識していただ

いて構わないと思います。ただ、石炭の使用量を削減するためにボイラーの寿命が短くなって、

新たにボイラーを買いかえなければいけないというスパンが短くなるということであれば、そ

れは逆にＣＯ２の排出量がふえるということにもなりますので、そういう意味で日本製紙にと

っては、今つくってしまった新エネルギーボイラーを、できるだけ長い間使いながらＣＯ２の

排出量を削減したいという思惑はあると思います。一方白老町としてもそこは承知をしてこの

施設をつくったわけですから、そこには協力をしないといけないと思います。ただ、協力をす
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るがために、この施設で使うエネルギーの量がふえて、ＣＯ２の排出量がふえるというような

ことになってしまっては、当然問題になりますので、その辺は十分に精査をしながら、どのよ

うな効率的な稼動を進めることによって当初の目的を達成する固形燃料が製造できるのかとい

うことを、今までずっとやってきたわけです。その結果として、見直し案のほうを見ていただ

ければわかると思うのですが、エネルギー総体としては、できるだけ現状維持、あるいは、そ

れよりも少ないところで対応したいということで、今検討しているところです。おおむねこの

ぐらいで行けるであろうということが精査できましたので、今回ご報告させていただいている

のですが、いかんせん、まだ一年たっておりませんので、細かいところでは、微調整というの

はこれからも当然出てくると思いますけれども、この数字が固まったということではないです

が、ただ、そういう中である程度当初のエネルギー量で対応できるのではないかというところ

まで来たものですから、今回ご報告をさせていただいたと。そういう意味でいきますと、白老

町にとってもＣＯ２の排出量というのは、さほどふえてはいない。もちろん日本製紙にとって

もＣＯ２の削減対策としては一定の成果が得られるというところで、特に大渕議員が懸念され

ているようなところというのは、私どものほうとしてはないというふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君） 大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 大渕です。そこはわかりました。なぜこういうことを言うかという

と、ＣＯ２がふえなければいいということは、今言われたとおりです。ただ、同じ状況で 0.6％

でも企業としてやっているところ、やれるところがあって、ＣＯ２が減ればもっといいわけで

す。そういう企業は今ないのですか。今ここで言った、辻部長が言ったのは、大きなものでは

ないですよね。産業用ボイラーとして、今そういうものはないのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） あります。0.6 から 0.7 でも受け入れますという。大きい企業さんで

もあります。町内ではないですけれども。ただ、ボイラーの値段と言いますか、どうしても高

くなるのです。石炭ボイラー主体と、どうしても塩素濃度 0.6、0.7 でもいいですよというボイ

ラーになると、ボイラーの値段そのものが、コストが高くなると。ですから、0.3 というのは、

石炭に対応したボイラーを主体にしてつくったのかなと。それを当初からごみを想定して、ど

ういうものでもどんどん燃やせますよといった場合には、ボイラーの使うボイラーも変わって

くるということなのです。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 大渕です。基本的には、そこは理解しました。もちろん私が言って

いるのは、当初の状況があるから、そこのことを無視して、やれと言っているのではなくて、

我々の認識としては、当時の最高水準で 0.3 で、それで燃やせるボイラーしかないと私は思っ

ていたのです。だから、仕方がないと言ったのです。そのときから 0.6 のやつが燃やせるのだ

ったら、もちろん企業は採算ベースもお金掛けないほうがいいのだから、それは言われるとお

りだし、そこでＣＯ２がふえるのだったら意味もないわけだから、それはよく理解できるので

す。ただ、そのときにそういう選択肢があるなんて、我々は全く知らないで、0.3％が最高限度
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で、これしかごみを燃やせるものはないのだなというふうな、そういう認識で今まできたから、

今聞いて、何だ、それだったらちょっと違うのではないかという気持ちになるのも、小野寺参

事の理屈はよくわかります。そのとおりだと私も思います。企業の側に立ったって、町の側に

立ったってそうなのだけれども、我々はそういう考え方できたのです。そこのところが一つは

違っているのです。 

 もう一つだけ。道から来ていらっしゃるから十分だと思いますが、私はこういう問題はもう

少し、クボタに行ったとしても、学が入るべきではないかと。今までの議論のように徹底した

ＣＯ２の議論になっていったときに、これはもちろん町がお金を出して民間がこれを受けてい

るのだから、そこに入るのは大変だと思います。だけれども、これは、私は国家プロジェクト

にも値するような大きな問題だと思うのです。こういう状況のときに、学がもっともっとクボ

タには学者さんもいらっしゃるのだろうけれども、もっと公の場でこういうことがきちっと議

論されて、ＣＯ２を減らすために、例えば 0.6 でも 0.7 でも 0.8 でも燃やせるボイラーが完成

したら、中国に持って行ったら、これからいくらでも売れるでしょう。あそこは石炭ばっかり

だから。本当にもっとスケールのでかい地球規模な環境を考えたときに、私はこの問題では学

をもっともっと入れないと、これでやめるというのは、私は一般質問でやりたいと思っている

けれども、やめるけれども、そういうことをもっと大きなあれでやらないとだめでないかと思

うのですが、町長さんでも小野寺参事でも誰でもいいけれども、やはり私はそう思うのですが。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、仕様書をつくる段階で北大の先生と、それから室工大の先生

に入っていただいて仕様書をつくる。そして設計事務所を選んだり、最終的には、クボタさん

を選ぶという、そういう過程の中で、先生方が入ってご意見をいただきながら進めてきたとい

うことは、皆さんもご存知だと思うのですが、ただ、その後先生と相談というのは、まだやっ

ていなかったということは、ちょっとこの辺は、私たちが反省すべき部分でないかなというふ

うに感じております。まずその塩素濃度が、生成物が 0.8 とか 1.4％いうような形で、現場サ

イドのほうは、とにかく副資材を多くしていけば塩素濃度は下がっていくだろうというような

ことがずっと続いてきたわけです。こういうことをやっても塩素濃度が安定しないと。方法を

変えていかなければだめではないかと。ゼオライトを使ってみる方法もあるのではないかと。

あるいは、塩素関係だったら水に溶ける可能性が高いのだから、まずそういう試験的なことを

やって、確認するべきではないかと。こういうことを我々が提案しながら、それでも現場サイ

ドは副資材で何とかなると。こういうことでずっと遅れてきたというのが、実情なわけです。

いよいよ限界を感じて、どうしても、もう副資財で埋めていくことは難しいと。そういうこと

で、水洗いで試験してみたら効果があると。ゼオライトもやってみたのですが、これは砕けて

しまって、生成物が混ざってしまって、これは問題があると。水洗いにしようと。こういうこ

とで、やっとクボタのほうが腰を上げて、ある程度いけるということで、今ある程度積み重ね

て、設計もほぼ上がってきていると。こういうことなのです。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川保議員。 
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○４番（及川 保君） ４番、及川です。素人的な考え方で、全く根拠も何もない話なのです

が。３ページの生成物を、今先ほど説明がありましたように水洗浄するわけですよね。その次

にチップダストのところの乾燥に行って、洗浄して固形燃料にするのだという説明なのですけ

れども。素人考えです。ごみというのは、全部水と一緒に流れるのではないですか。私そうい

う、非常に危惧しているのです。ほとんど流れてしまうのではないかと。そうであれば、最終

的にごみの量も減ってしまって、燃料化どころではないのではないのかと、私は非常にそのあ

たりを心配するのだけれども。そのあたりはどうですか。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 生成物を水洗浄したときに回収できる生成物のようなのです

けれども、今の段階では 87％程度が生成物として回収できるだろうというふうに計算していま

す。洗浄して減る分が、３ページの表にもありますけれども、大体 500 トンぐらいが回収でき

ない可能性があるのです。それはどうしても回収できないので、水に回ってしまうと。残りが、

3,400 トンの生成物は固形燃料として利用できるという計算をしています。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川保議員。 

○４番（及川 保君） ４番、及川です。要するに 13％は水に流れてしまうということですね。

これは現実的に、試験的にわかったわけですね。これはさらにこれ以上、やっていく過程で、

またこの状況が悪化したというか、回収できる部分が減ってしまうということは今後考えられ

ないですか。この 13％の流れてしまう部分が、今後いろいろな部分で影響してこないかどうか、

そのあたりの心配があるので、聞いておきます。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） クボタのほうで、実験するために機械を、機器を取り寄せて

何回か、何十回か実験をしてきた中での平均的な数字なのです。絶対大丈夫かと言われると、

例えばそれが 80％台に落ちる可能性がまったくないかというと、それははっきりわからないと

ころがあります。ただ、何回かテストする中で平均値としては 87 あるいは 85 という部分は固

形として残るという実証が出ましたので、今回これで行こうという結論になったところです。

それと、実際に装置が設置された中で、やっていく中で、それ以上逆に回収が多くできるよう

になるのかというところも含めて、なれば当然いいわけであって、そういったことも試みなが

らやっていきたいというふうに考えています。 

 洗浄した後の固形分が水処理施設のほうに流れていきますけれども、その流れていく水につ

いては、今の設備の中で廃水処理していけるというふうに計算しています。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本です。先ほど大渕議員から出ていた問題なのですけれども、

私はあの話は、私の感覚から、観点がちょっと違うのではないかなと、逆に思いました。これ

が議員同士の自由討議の場なら大いに自由討議したいぐらいだなと思っているのですけれども。

そもそもバイオマスボイラーだとかそういう名前は、名称はどうでもいいのです。日本製紙の

新型ボイラーで、条件として 0.3％クリアするという条件の中で、それで始まっていることだ
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というふうに私は認識しています。その中で、総合評価方式の中で、クボタ環境サービスが落

として、これで行けますよということで出発しているわけです。それがクリアしていないから、

今こういうような問題が起きているわけでございますので、決してクリアできるようなボイラ

ーがあったにもかかわらず、日本製紙はそのボイラーを見つけてこなかったみたいな議論をし

てしまうと、私は全然違う話だなというふうに、正直言って感じました。この内容を見ますと、

平成 21 年 12 月から来年３月、21 年度中にこの塩素対策と副資材の水分調整、そして臭気対策、

これを行うということでございますので、それに向けて万全な体制をとるということだと思い

ます。めどとして、３月までにこの工事は終わらせるけれども、大体どのくらいまでにはこの

0.3％をクリアできるような状態に、稼動としてできる目安がわかればの範囲ですけれども、ど

れくらいで検討されているかということが一点。 

 それと、やはり町民が心配しているのは、税金を投入するのではないかということと、ある

いはマイナスで出ている部分、今までの商品化されていないものが一体どこにどうなっていく

のかという話だと思うのです。その部分についても、ここに書いてありますとおり、22 年度以

降に回収するように努めて、財源不足のこの金額に関しては 1,540 万円ですか、これも回収で

きるというような内容でございますので、この説明を町民にきちっとすれば、いろいろな、広

報でも何でも結構でございます、こういうお話をすれば、町民も私は理解できるのかなと。こ

のように思うわけでございます。 

この二点どうですか。町民に対して、この辺をやはり中心にきちっと説明する。それと、先

ほどの話ですけれども、責任を持ってメーカー対応の中できちっとやるのだと。間違いなくこ

れは心配ありませんと。こういうお話を聞かせていただければ、これで私は十分かなというふ

うに思っております。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） この対策後の安定稼動のめどというのが一点目のご質問にあ

りましたけれども、私どものとらえ方としては、一応３月にこの施設が完成すれば、来年度に

ついては一応全量、基準内の製品ができてくると、そういうふうにはとらえてございます。 

 それと、町民への十分な説明という部分については、山本議員がおっしゃるとおりですので、

広報等何らかの方法できちんとこういうような対策を加えていくということ、そういうような

内容をきちんとお知らせしていきたいなと。経費的な部分を含めまして、そのように努めてい

きたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） それと、先ほど私が指摘した部分に関しては、そういう認識でよろし

いのですね。あくまでも 0.3％をクリアできるということを条件に、日本製紙の新型ボイラー

で行うということから出発しているのですよね。この確認だけしたいのです。副町長は先ほど、

0.45 だとか、そのくらいで何とかなりませんかというお話もしたというような話をされていま

したけれども、私は、それはおかしいと思っているのです。おかしいという言い方は少し語弊

があるかもしれませんけれども。 
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○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 日本製紙のボイラーが完成したのは、昨年８月だったと思うのです。

この工事のほうはさらにその前の年の平成 19 年 12 月に契約して、さらに５月ぐらいに検討し

た仕様書をつくって、当然そのときは 0.3％以下という数字が出ているわけですから、その形

でずっと進んできていると。0.6％の話というのは、私としては、ほかにあるというのは後で聞

いたという話でございますので、その計画を練っている段階で 0.6％という話は、私は聞いて

はいないわけです。先ほど言いました 0.3％を何とか 0.4 とか、これは日本製紙のほうで何と

かお願いできないかという交渉でやったということでございますので、これは、現場のほうが

0.3 クリアできないので、何とかその部分について緩和できないかという交渉はやったという

お話をしたまででございます。 

○議長（堀部登志雄君） わかりましたか。いいですか。 

それでは次、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 先ほど２ページの②の部分の、コスト削減につながるバイオマスボイ

ラーの導入。この 0.3 の基準は、私６月で一般質問していますので、ある程度のことは私も理

解していますし、こういう問題は当然起こると思っていますから、それは別として、このバイ

オボイラー導入ということを、具体的に導入ということは、新たにきちっとどこかにつくるの

ですか。それとも、どこかにあるボイラーに入れるということですか。導入ということは、新

たにどこかにそういう、0.3 をオーバーしている、該当しているこの生成物を使うために、ボ

イラーを入れるという意味なのか、それとも、具体的に教えてください。 

 それと、１ページの、今 0.3 とか 0.7 になっていますけれども、私も６月質問しましたけれ

ども、規格内の 2,050、規格外の 1,210 は実際にどういう形で使われて、どこのボイラーに入

っているか。まずこれ６月にするときに日本製紙で調査していますから、私が言っているのは、

公の場でちょっと教えてください。どういう形で、どう使って、これは多分主になっていると

思いますから。どこのボイラーで。今議論されているのは、本当に新型ボイラーに行っている

のか、それとも、この規格外は多分バイオマスの蒸気とか何か使うために行っているから、ぐ

るぐる回っているはずです。本当は、多分そうだと思います。そうであれば、今も議論が出て

いるけれども、趣旨が全然違ってきているのです。その辺のところだけはっきり。これはプラ

スチックだとか、一般質問だとか、いろいろな場で聞くべきだと思いますけれども、確認だけ

させてください。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず、２ページの２の(１)の②の部分ですけれども、日本製

紙のボイラーと、大きなボイラーと話して、混ざってしまってちょっとわかりづらい話になっ

たかと思いますが、実際に今バイオマス燃料化施設の中に小型ボイラーが何機かあります。Ａ

重油をたいているボイラーなのです。石油をたいているボイラーです。何に使っているかと言

うと、日本製紙からは蒸気は送っていただいているのですけれども、低圧の蒸気なので、どう

しても高圧蒸気が必要な工程というのが乾燥過程等にあるのです。そこのところではどうして
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も重油を使ったボイラーをバイオマス燃料化施設で動かさざるを得ないと。そういう実態が、

現状に今あります。現在もＡ重油、バイオマス燃料化施設で使っています。そこの部分をせっ

かく燃料として自分の施設でつくれるので、当然、一番最初のときはそういうものはないので、

そういうＡ重油のボイラーが必要なのですけれども、せっかく燃料もつくっているし、また規

格外のものも活用できないかという方策の中で、そういうことも転換可能なのかどうか、これ

は検討していきたいよという検討事項ということで、一つ押さえていただければなと。財源的

なものはいろいろそういう補助制度なんかも考えながら。 

 それとあとは、１ページの規格外の、実際日本製紙でどのような使われ方をしているかとい

う部分につきましては、日本製紙は新型ボイラーについても、点検等で休止していたり、いわ

ゆる休転といわれるような、そういうような状況もございます。また、何らかの形でのそうい

う休ませるという状況があって、そのときは旧型のボイラーを当然動かさないと操業等継続で

きないと。あるいは一部エネルギーが休転でも必要だということで動いている時期もございま

す。そういう中でこの規格外については活用していただいているということでとらえていただ

きたいと思います。規格内は新型ボイラーで、規格外はその旧型のボイラーでということでご

ざいます。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。この費用に関しては、すべてクボタさんが今後責任

を持ってやるのだというふうに聞いていますが、参考までに、３月いっぱいまでかかる費用を

概算でもいいのですが、積算していれば提示を願いたいと思います。それ以上かからないとい

う数字です。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 町としては、追加の工事といいますか、これについては保証

工事ということで、基本的には機能的に十分確保されれば、それは承認していくと、そういう

スタンスです。事業費が幾らならなければならないとか、そういうものではないというふうに

考えてございますけれども、参考までにどの程度の投資が必要なのかという部分で、これは対

外的に数字が出てしまうと、やはり相手があることですから、ここで答えさせていただくのは

控えさせていただきたいと思いますけれども、かなりの金額がかかるというふうには聞いてご

ざいます。 

○議長（堀部登志雄君） ８番、近藤守議員。 

○８番（近藤 守君） 近藤です。単純なことを質問いたします。今濃度 0.3％ということで

議論しているわけですけれども、これはもともと燃えるごみの中にそれの要因というものがあ

ると思うのです。それはやってからわかったことなのですけれども、実際に何がそういう悪さ

をしているのかということ。 

もう一点。チップダストの含有量が 45％以上あって、非常に難しいということなのですけれ

ども、このチップダストというものは昔からあるもので、今ここでどうのこうのということで

はないので、調査、研究不足かなというふうに思うのですけれども。 
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この二点について伺います。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 可燃ごみの中に含まれる塩素分の関係なのですけれども、プ

ラスチック類、そういったものに塩ビが含まれているというふうに考えています。役場のほう

でスーパーなどに行きまして、どのくらい塩素を含むものがあるのかという調査を実はしまし

た。そうすると、全部の品物を見たわけではないのですけれども、ある程度生活用品とか家庭

用品、そういったもの見た中で大体 50 品目ぐらい怪しいのが出てきたのです。そういったもの

が基本的に燃えるごみの中に入っていなければ、ごみそのものの塩素濃度は下がるというふう

に考えていますけれども、それを抜いてしまうということはなかなか難しいのではないかなと

いうふうに判断していますので、洗浄することによって塩素濃度をある一定のところまで下げ

て、なおかつ安定させるということがいいのかなというふうに考えています。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今の塩素濃度を補足しますと、家庭から出るもの、これは燃

えるごみの中にいわゆる食料品の残渣なんかも当然含まれています。これは調味料のカスとか

も含めて、そういうことで、実際日常生活で使う中で、当然塩というのは生活の中で使います

ので、当然そういうものも入ってこようかと思います。一般的な傾向として、一般廃棄物の塩

素濃度の地域的な状況というのを、ことしになりまして専門家の方とお話しする機会がありま

して、おおむね海岸部のほうが内陸部よりも塩素濃度が一般廃棄物高いのではないかと、そう

いうようなお話をちょっと承っています。これは魚を食べるのが多いのかどうかちょっとわか

りませんけれども、傾向的にはそういうようなお話も一つ承っています。 

 それとチップダストの含水率について、ちょっと調査不足ではなかったかというところでご

ざいますけれども、実は実証実験の部分のかなりの中心の部分というのは、生成物をつくると

いう部分です。こちらが中心となって行われたというふうに聞いているのですけれども、この

固形燃料の成型化という部分でも、この辺の中では、当初は極力水分の含まない廃プラスチッ

クを多く活用しようということでの、当然チップダストも当初から想定はしていますけれども、

そういう中でのとらえ方があったのかなと。そういう部分では、水分については、水分率の見

直しも今回やったという部分では、確かに調査不足あったのかなということでは、私ども反省

してございます。 

○議長（堀部登志雄君） ８番、近藤守議員。 

○８番（近藤 守君） 近藤です。簡単です。一般ごみ焼却ですと、袋に詰めたままビニール

袋ごと燃やしてしまうのですけれども、このバイオマスに来たときにビニール袋は、あれはど

うしているのかだけ確認したいです。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ごみの袋という意味ですよね。そのまま高温高圧処理機に入

れて処理をしています。塩素は含んでいません。そのものには塩素は入っていません。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 
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○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。単純なことをお伺いいたします。今後は洗浄をし

ていくということ、それからチップダストは乾燥させていくということでの取り組みをしてい

くということなのですが、３ページのバイオマス燃料化施設の各処理量の見直しのところを見

ていくと、一番水分量が少ない廃プラ、ペットボトルはほとんど１％ぐらいですから。でも、

今後の見直し後は、廃プラは半分になっているのです。チップダストは乾燥させるから多くす

るという考えなのかなと思ったのですが、今後これを継続していくために、副資材として廃プ

ラスチックとか、もちろんペットボトルもたくさんあれば使っていくことのほうが効果がある

のでしょうけれども、この辺の割合、集まらないのか、副資材としては今後継続していくため

には、廃プラとかプラスチック、ペットボトル等は、集まるということが無理なのか、その辺

どのように判断をされているのかなと思ったのですけれども。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ３ページ目に書いてある副資材の関係の量なのですけれども、

これにつきましては集まるという考えの中で組み立てております。これより多く仮に集まると

するならば、多い製品ができてくるということは間違いないのですけれども、その段階で集め

てくると言っても、有価で買ってくるのです。ですから、そういった買ったときに、つくるコ

ストというのか、そういったものがどういうふうになってくるのかということを確かめた中で

ふやすことは可能かなというふうに思っております。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） そうやって考えると、有価ですから、チップダストを使うことが、

量はふえていますから、脱水をする、乾燥をさせるということでは、今後可能性としては、チ

ップダストの部分が多くなるというふうに考えたほうがいいのですか。それとも廃プラだとか

ペットボトル、苫小牧のほうの関係で、廃プラとかペットボトルの処理、今大変苦労されてい

るみたいなのですが、有価ですから、どのくらいの値段になるのか、私もそれを聞いたわけで

はないのですが、そういう広域的に、今後チップダストで十分間に合っていくものなのかどう

なのか、その辺がちょっと疑問だったのですけれども、その辺どうなのでしょう。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 現在の、ここで提示しました中身については、これで十分に

0.3 を間に合わすことができます。チップダストにつきましては、日本製紙との協議の中で、

これ以上は量的には無理だと思います。今後何をふやすことが可能なのかと考えたときに、や

はりプラスチック関係がふえるというか、捜すことについては可能だと思っています。ただ、

その中でも塩素分が入っていないという前置きというか、条件がついてしまいますけれども、

廃プラ関係については小まめに探していきたいなというふうには考えています。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） 水分量だとかそういったものを考えていくと、今後もちろん乾燥さ

せたら、脱水させるということで、きちっとした数値は出てくると思うのですが、ペットボト

ルというのは、本当に水分量ゼロですよね。そういうことから考えると、これを十分間に合う
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だけ集めるといったらとんでもない話になるとは思うのですが、こういったものが数字として

はふえていくほうが、町としては、ほかの乾燥にかけるお金の金額だとか、かける財源だとか

が少なくなるという可能性はあるのです。乾燥させる分が減れば減るほど、維持管理というの

は安くなるのですか。ちょっとその辺だけお伺いしておきます。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） チップダストを乾燥させる量が減れば、ほかのもので補うこ

とができて、そのチップダストの乾燥という工程を減らすことができれば、電気、蒸気、それ

らを削減することは可能です。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。先ほどからいろいろ聞いているのだけど、廃プラがどう

の、塩素の数値がどうの、ダストがどうの。そんなこと関係ないのです。要は、ちゃんとした

製品を日本製紙に約束どおり売ることなのです。 

それからもう一つは、先ほど議会がだまされたということもありましたけど。日本製紙をだ

ましているのは、白老町なのです。クボタなのです。約束どおり入れないのだから。私はもっ

と大切なことは、やはりきちっとした約束どおりの生産をして、それからランニングコスト２

億円かかるわけですから、２億円をきちっと賄える、これをされていない部分が、今されてい

ないわけですから、町民はダストがどうのとか、塩素がどうのとか、そんなこと関係ないので

す。私も議事録を読んだら、最初の萩原参事は、分別は２種類でいいと言っているのです。函

館と富良野は 10 種類やっているけれども、今のバイオマスは２種類でいいと私は思っています。

ちゃんと議事録に書いてあります。17 年５月７日か７月７日の議事録に書いてあります。全部

読みました。ですから、私たちは、今大事なのは、日本製紙にだましたのか、だまされたとか、

そうではないのです。約束どおりの生産をきちっとして、ランニングコストをきちっと賄えて、

正常にいつなるのだ。町民には先ほど、今の段階で上半期 1,540 万円赤字になります、マイナ

スになると。これをいかに小さくして町民負担を軽くするか。このことが、この事業の一番の

目的ではないですか。もちろんその中でＣＯ２もありますし、それから日本製紙がこのバイオ

マス入れることで利益を生まなければならなかったはずなのです。でも私、一般質問するから

これ以上余り言わないけれども、本来であれば日本製紙がなぜいつまでも黙っているか、この

ほうが私は町民として不思議です。この当時見学したよりもＡ重油の値段も、いろいろなもの

が、あの頃石油 180 円の時代です。今は 60 円の時代です。こういうものがあるから、日本製紙

に苦情が出ないのかなと思っているのですけれども、私は一番大切なのは、日本製紙の苦情処

理をきちっとしてあげること。そして町民負担がないことなのです。塩素が３とか４は、約束

したのだから、それはクボタが考えることです。私はこう思うのですが。 

○議長（堀部登志雄君） それについて何かありますか。 

目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 松田議員のおっしゃるとおりです。当然塩素をきちっと適正な 0.3

以下に製品をつくって、当初の数量をきちっと日本製紙に納めるというのが、それ以前に町民
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から集めたごみを完全に処理して、そして燃料をきちっと納めるというのが当初の目的ですか

ら、それに向けてきちっと、まず改善すべきものは改善すると。ただ、先ほど説明した中で、

固形燃料については数量は若干減ると。十数パーセント減るという形になりますので、これに

ついては日本製紙さんと相談してご理解をいただいているところでございますので、これは来

年３月いっぱいまでにこれをきちっと整理をして、４月から安定的に固形燃料を生産していく

というようなことが、努力していきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 失敗もある、成功もあるのです。だからやはり、こういう状況とい

うのをもう少し早く、議会にも町民にも。先ほど町長深々と陳謝しましたけれども、私はもっ

と早くこのことをきちっと、議会なり町民に現状を示していれば、もう少し見られ方、見る方

が、町民の目も違ってくるし、やはりそのことが私は大切だったなと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） 一つだけ伺いたいのですが。初めてのことだから、そういういろいろ

な現象が起きる。それを乗り越えなければならないくらい試練だと思ってはいるのですけれど

も、別な面から見ると、今話を聞いていると、基本的な部分でトラブルが起こっているという

ことだから、これはクボタだとか何かの責任なのかなという気はするのですけど。町民側から

言えば、町民も何とか成功してほしいという願いを、基本的にはみんな持っているわけです。

その証拠に、この間の懇談会のときに、竹浦だったかな、町民のできることは何なのだという

話が出ていたということも確かなのです。だから、本当に可燃ごみをどうするかということの

中で、町民が何とかして応援できないのかということが、全くこれは技術的な部分だけのこと

であって、町民が手を出せないのかということになると、これも違うのではないかと。何とか

町民にお願いして、町民が成功のために何とか応援するという部分というのがあるのか、ない

のか。全くないのか、そのあたりはっきりさせてほしいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 町民とこの施設との係わり合いについては、一般的な家庭ご

みをどのように出していただくかと、そういう部分になろうかと思います。私どもも、そうい

う分別の中で塩素を減らせないのかという検討をしなかったわけではないのですけれども、た

だ、それがどれくらいこれに決定的な対策になり得るかどうかという部分では、やはり抜本的

に高温高圧処理したものの塩素濃度の水準を下げない限り、それは抜本的な解決にならないだ

ろうということで、こういう部分では、現在の基本的な収集形態については、また混乱を招く

部分もありますから、このままということで考えています。ただ、幾つかお願いする事項とい

うのは、今後出てこようかと思います。一つは、高温高圧処理の中で分解できないものが、実

はあります。ゴム製品です。靴とかスリッパ、サンダルとか、そういう部分については、一つ

分別ということもあり得るのかなと。これは塩素の問題とはまたちょっと別ですけど。 
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塩素の問題について言えば、ペットボトルについては、高温高圧処理をして洗浄をかけると

いうことで、中に入っている、ペットボトルに入っているものについても、ある程度洗浄かけ

られるのですけれども、ここの部分については、基本的にはペットボトルをきちっと洗って出

していただくということで、従来もお願いしたのですけれども、再度この部分については、き

れいな状態で出していただくような、そういうお願いをする必要があるのかなと。量的な部分

で、決定的な対策につながる部分ではないのですけれども、そういうようなことも含めて、や

はり、ごみを出していただく方法についても検討して、できれば新年度にお願いする事項は整

理をして、早めに町民の方に周知していきたいなと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） ごみの分別や何かというのは、また別な話だと思うのですけれども、

数値としてゼロコンマ何がしかの勝負をかけているわけです。そうすると、町民側の活動によ

って、それは抜本的には直らないことは明らかだろうというふうに思うのですけれども、だけ

ど 0.01 でも役に立てれば、本当にみんなで応援できるというような仕組みというのが、やはり

確立しなければならないのではないかと。そういう意味では、本当に町民のできること、それ

が負担になったのでは困るかと思いますけど。やはりそういう部分もきちっと分析してみるべ

きではないかというふうに思っているということです。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 少しでも塩素濃度を下げるために、協力していただけること

があるかどうか、これについては、私どもさらに検討してまいりたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ６番、本間広朗議員。 

○６番（本間広朗君） 臭気対策については、３月までに何とかやるということなのですけれ

ども、先般の議会懇談会で、これは竹浦コミセンで出たのですけれども、臭気で健康被害が出

ているという、そういう町民からの訴えがあったのですけど。それは町のほうが把握している

のかどうかというのと。把握しているのでしたら、どういう対策をしたのか。聞き取り調査し

たのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 今の件についてなのですけれども、町のほうではちょっと把

握しておりません。周辺の町内会さんのほうにも聞いた中でも、そういった情報はちょっとな

かったです。そういった状況です。 

○議長（堀部登志雄君） ６番、本間広朗議員。 

○６番（本間広朗君） 議会懇談会を開き、そういうお話が出ていたので、ちょっと気になっ

たもので。多分竹浦コミセンでそういうお話が出ているので、その方に実際、私もそこの場所

のあれではなかったのでわからないですけれども、出た議員の方、その方がどの方かというの

がはっきりわかれば、実際にそういうお話が出ているので、ここにもありますけれども、出て

いるので、その辺町のほうでちゃんとそれを押さえておいて、いろいろそういう方に対してど

ういう状態、健康被害というのはどのような健康被害かわからないので、調査していただけれ
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ばというか。私、出ていないのでわからなかったらいいのですけど。 

○５番（山本浩平君） 私が答えるのは変な話なのですけれども、私がその場所にいて、その

方に対してちょっと申し上げたことがあったものですから、よろしいでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） その方においては、もしそれが本当だったら、これは大変なことです

から、この懇談会終わった後でもその方を教えてくださいと。どちらの何々さんがそういうお

話をされて、実際にそれが、いわゆる何か肌に湿疹が出たとか、そんな話だったものですから、

もしそれが本当だったら大変ですし、これは医学的な立証がされないと簡単な話ではありませ

んと。こういうことあなた方議会は知らなかったのかと言われても、それは初めて聞きました

と。もしそれが本当だったら、会議終わったときにでもちゃんと教えてくださいというお話を、

私はいたしました。先方からは終わってからも何もございませんので、私は何もそういう話は、

実際にはあるのか、ないのか、わからないことではないのかなというふうにお話もいたしまし

たし、こういう話が出ていますという話は、生活環境課のほうには、一応報告には行きました。

たまたま班にいたものですから。だから、正式な話として取り上げているような状況ではない

というふうに認識しております。 

○議長（堀部登志雄君） ６番、本間広朗議員。 

○６番（本間広朗君） 実際出ているので、何かの形でやはりそれは、これは大事なことだと

思うので、その辺ちゃんと生活環境課のほうで把握しておいたほうがいいような気も。後々で

またどうなるかわからないので、その方が本当に健康被害にあっているかもしれないので、そ

れが事実でなければ、それはそれでいいかもしれないけれども、実際にそうやってお話が出て

いるので、生活環境課のほうでそれはちゃんと把握しておいたほうがいいような気はしますが。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 一般的に本当であれば、山本議員がそれだけ言っているわけですから、

何らかの機会に、何々町内会の誰々さんですとか、役場のほうに直接電話来たり、本来するは

ずなのです。終わってから聞きますと、そこまで言っているわけですから、それは勘違いなの

か、極めて信憑性が薄いのか、それはわからないのですけれども、町内会のほうにはうちのほ

うからは確認をしてみます。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 一点だけ教えてください。３ページのバイオマス燃料化施設の処理

量の固形燃料化の生産量の見直しというところなのですけれども、最後の部分、製品重量が１

万 1,000 トンから今回 8,880 トンぐらいになるだろうという見通しがたっています。この中で

総体の 2,120 トンというのが、これは１万 1,000 トンを、例えば売って、そのお金を一つの運

営経費の中であわせていくという話の、計画の中で進められた部分ですよね。この 2,210 トン

という減少した部分というのが、これからの運営にどう影響していくのか、どういう形でこの

2,120 トンというのが、当初の計画に影響してくるのかというところのお話を。その一点だけ
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お聞かせ願いたいなと。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 約 2,000 トンの出荷量が減るという部分で、現在の出荷して

いる単価に置きかえると、約 1,000 万円の減収ということになります。ただ、この製品をつく

る過程の中で、成型する部分で、かなりエネルギーコストというのがかかる部分があるのです

けれども、こういう部分については、これを賄えるだけ削減できるかどうかと、これはいろい

ろ 22 年度の分試算してみなければわかりませんけれども、下がってくる要因というのはほかに

もいろいろございますので、ですから、収入も減りますけれども、コストとしての削減につい

ても見直しできる部分がありますので、そういうことも含めて、22 年度の予算の組み立てを今

やっていますので、その中で検討させていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 今言った、これから改善されていく中でのコストの削減なんかもわ

かってきた段階で、もしお示ししていただければ、こういった部分の、例えば減量した量の見

合い分は、このうちの半分はこういったところで見られると思うと。見られるはずだというよ

うな、そういった見解でもよろしいので、もしあれば、所管でとって、そういった話も聞ける

のかなと思いますけど。是非そういったデータだけは押さえておいていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 当然 22 年度予算のこの運営施設の経費については、予算等の

関連の中で当然ご説明しなければならない事項かと思いますので、その中でのこの収入減に、

そして経費減についてはどのような内容になるかというのをあわせてご説明したいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） 以上をもちまして、全員協議会を終わりたいと思います。 

（午後 ３時４３分） 


