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    ◎開会の宣言 
○委員長（玉井昭一君） それでは皆さんそろいましたので、建設厚生常任委員会協議会を開会い

たします。町側の説明を求めます。 

（午後３時０７分） 

                                           

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 遅れて申し訳ございません。それではこれからバイオマス燃料化

施設の機能改善対策の状況について、また最近の状況を少しご説明したいと思います。資料をお配

りしておりますけれど、１点目、機能改善工事の進行状況でございますけども、機能改善工事につ

きましては主要機器の設置を３月でほぼ完了し、４月から対策後の稼動をしてございます。現在は

機器の調整をしながら固形燃料の生産能力を目標に近づけている状況でありまして、作業の状況を

見ながら、さらに機能の確保を図るということから最終的な機器調整の完了は６月ぐらいになる予

定でございます。 

 ２点目、塩素対策の状況でございますけども、固形燃料の製品の塩素濃度を下げるために前処理

の生成物の水洗浄を行っていることから、高温高圧を処理したあとの生成物は平均 0.95％で、固形

燃料の製品では基準の 0.3％をほぼクリアしているという状況でございます。具体的な塩素濃度の

状況でございますけれども、高温高圧処理後の生成物の平均濃度は 1.24％ほど。その後洗浄したあ

との生成物で 0.59％、これを副資材といたしましてチップダスト、廃プラ等を配合しましてでき上

がる固形燃料については平均といたしまして 0.25％程度ということになってございます。これは大

体４月中旬以降から５月にかけての平均的な数字となってございます 

３点目といたしまして、固形燃料の生産状況ということで、５月 10 日現在ということでございま

す。最近ちょっと日本製紙のほうが休転に入っておりますので、休転が入るまでの状況ということ

でございます。まず４月に入りまして機能改善工事で設置した機器の調整をしながら稼動してござ

いますけれども、チップ送風ダクトや濃縮脱水機等の一部機器の調整に時間を要したことから、４

月末では日量約 15 トンペースの固形燃料の生産となってございます。５月の連休明けぐらいから固

形燃料の生産量というのが増加してきておりまして、最近の一日平均当たりの生産量は約 22 トンと

いうことになぅてございまして、目標といたします生産量の日量 28 トンに対しましては約８割の水

準まで上がってきてございます。なお、現在日本製紙の休転 23 日までございますけども、そのため

受け入れ量に制限があることから、今週については調整している状況でございます。休転解除後に

ついきましては、まず日量 24 トンペースに拡大しまして、さらに目標とする日量 28 トンの生産体

制を確立しまして余剰生成物の利用を行う予定でございます。 

４点目、異臭対策の状況でございますけれども、以前の対策前につきましては生成物から発生す

る異臭の中に洗浄や活性炭吸着では除去できない異臭があったことから、対策といたしまして触媒

燃焼脱臭方式を導入いたしまして、導入後臭気は大幅に改善してございました。４月中ですね、た

だちょっと５月に入りましてゴールデンウィーク期間中なのですけども、一時機器の故障がありま

して外部にちょっと臭気の関係で多少苦情がございましたけれども、それらについても改善が終わ
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りまして、現在、においは大幅に改善しているという状況でございます。対策方法としては触媒燃

焼脱臭方式ということで、臭気を白金等の触媒で脱臭するという方式をとってございます。あと資

料につきましては以前にもお配りしておりますけれども、この機能改善工事の配置図、平面図、そ

れとフロー図、これはつけてございますけれども、これも前にお配りしてございますのでもし何か

ありましたら質疑の中でお受けしたいと思います。説明は以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。委員の方で質問のある方どうぞ。氏家副委

員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。わかりました。だいぶ軌道に乗ってきたということで、こ

れは町民の本当に関心の高い事業でありますからね、これからの議会報告会等の中でいろいろな質

問を受けると思います。その中では情報公開の中でしっかりと報告させていただきたいなと思いま

すけれども、ちょっと気になる点が 1 点あります。この最終的に出てくる今、洗浄を行なって高温

高圧処理し終わった洗浄の生成物の塩素濃度が 0.59％、これに副資材を配合して平均 0.25％ぐらい

で行くよと、平均 0.25％で行くってことはまだここで外れる部分があるということなのですか。そ

れとも上限が 0.3％で下限がまたその下になっているのか、その辺確認だけさせてください。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ４月中旬以降、ちょうど５月 10 日ぐらいまでにかけまして、24

回日本製紙に納入してございます。そのうち、塩酸濃度の部分では３回 0.3％を超えるという燃料

がございました。 それはもともとごみでちょっと高いものがあったのか、あるいは副資材のほう

でちょっと廃プラのほうですね、塩素を含んでいるものでちょっと高いものがあったのか、その辺、

両方原因としては考えられますけども、この期間は 24 回取れば８分の１の確率で 0.3％超えるもの

があったと。ただ製品については日本製紙のほうに受け入れしていただきまして、価格的には金額

的に半分の金額に落ちるのですけども、そういうことで対応してございます。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。それは機能改善工事が終わって、そして機器の調整をして

製品として出てきた部分、そういった部分だということで考えていいのですか。その部分だとすれ

ば納得できるし、最終的に今、調整が終わった段階でそういったものが出てきたのか、まずそこが

1 点と、それから確認したいのですよ。前に僕１回説明を受けているのだけれども、脱水しますよ

ね。脱水した時に出てくる汚泥あります当然、それには塩素も含まれている、塩素だけじゃないか

もしれないけども、それが白老町の下水道処理能力、処理場の能力の中で、薄められて全然影響な

いよという話だったとそういう簡単に描いているのだけれども、その辺の話をもう１回させてくだ

さい。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、最初の塩素濃度の関係でございますけれども、調整期間中

に発生した基準外の製品です。多分今までの生成物と副資材を混ぜる方式は、スクリューコンベア

というコンベアを使って今までのコンベアを使っていたのです。そうするとその生成物に水分が今

回多くなりましたので、それが決められた量を送られなかったのです。混ぜるところに行くまで。
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これが原因で多くいったり、固まってどっといったり少なくいったり、そういう状況が実はあった

のです。それがまず一つ原因じゃなかということです。そこからは、その一つの原因は外れますの

で、その部分では改善しているのですけど。あと脱水したその生成物その物の塩素濃度がちょっと

高い時があるのです。ずっと分析しながらやってきているのだけれども、生成物側に塩素が２％近

い生成物が出てくるのです。これは１年間でどれだけ出てくるかというのはちょっとわからないで

すけども、今まで稼動した中でそういうのは出てきたことが１回というか１バッチありました。そ

れが影響している可能性もあるということでこれは今後生成物の分析を繰り返しながら、製品をつ

くっていく中で対策というふうに考えます。それと排水ですね、排水関係で塩素が水洗いしますの

で塩素は水の側にいくとそれを施設の水処理施設の中で処理はすのですが塩素は残ります。それは

下水の排水に流れましけども、量的には白老全部の水量というものを考えていくと、例えばうちの

施設から出た時に塩素濃度が 0.1 だとしても、下水にたどり着くときにはそれよりももっと 0.00

とかそういった値になるので、そもそもその下水の処理に影響を与えるようにはならないというふ

うに考えています。 

○委員長（玉井昭一君）氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君）氏家です。ならないというよりも、そういった何というか検査は、きち

んと検査に基づいて、そういう今の意見が、話が出てきているのか、それだけちょっと確認してく

ださい。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）うちから出ていく排水の分析はしています。ただ向こうにたどり着

いた時にどうなるかというのはちょっと整理していませんので、それについてはクボタ牛術師にお

願いした中で、下水のデータとかちょっと借りた中でどういうふうになるというのは、きちんと説

明できるような形とってやります。それからうちから出ていく下水に対する排水基準はクリアして

います。 

○委員長（玉井昭一君）氏家副委員長が言ったのは、先ほど課長が 0.00 と言ったのを言ったとい

うことですね。ということは、約 1,000 分の何％単位だということですね。竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）先ほど出した数字は正確ではないので、うちからきちんと出ていく

塩素濃度がいくらで下水にたどり着く、であろう時の塩素、推定になってしまうと思うのですけれ

ども、そういったものを 0.0 何になるのですよと、きちんと整理していきたいと思います。 

○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）大渕です。一つは 28 トンペースにしたいということなのですが、通常のごみ

は処理をしている場合は、日何トンで保管している生成物を再度、製品にしていくという量が何ト

ンなのか。まずその点お尋ねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）まず通常のトン数ですけれども、大体で日々発生する生成物を副資

材混ぜてつくると大体 22 トンから 24 トンです。余剰の生成物は出なくなります。この 28 トンとい

うのは、それは基準といいますかことしの目標値 8,800 トンの数字なのです。28 トンというのはこ
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れに余剰の生成物は 22 トン、24 トンから上をつくりはじめたら使うことはできます。その前に目

標値ありますので、まずそれをクリアというかできるのを固めて、それから余剰生成物を使ってい

きたいということになります。ですから余剰生成物をことし 900 トンというふうに考えていますけ

れども、それを単純に生成物だけを入れていく考えをすれば日 32 トンぐらいつくれば 9,700 トンに

達する計算になります。 

○委員長（玉井昭一君）大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）大渕です。ということは 28 トンで平均的にきちんと運転ができる状況に日常

運転が 28 トンパーデーになった場合は副資材を入れた分を含めた分で 4 トンずつオーバーになり

ますよね。通常的には 24 トンだとすれば、日常の部分が 24 トンだとすればパーデーだとしたら４

トンずつ、例えば副資材が３トン入って今までの保管している物が１トン入れば１トンずつ減ると、

こういう計算だという考え方でいいのですね。そういうことでいいのですね。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）その差が 4 トンありますと、そのうち半分が生成物、半分が副資材

ということでいいと思います。ただ副資材は当然その倍を使えば物としては倍ができるという計算

になります。 

○委員長（玉井昭一君）大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）大渕です。全く別のことを聞きたいのですが、一つは安全対策と職場環境の

対策がどの程度改善されたか、そこで町職員というか臨時職員さんですか、４月１日から何人か採

用されました。その人が果たしている役割、そしてそれがどんな形できちんと安全環境対策に職場

の環境対策ですよ。そこにやられているのかということが一つ。もう一つはグリーンニューディー

ルの関係はまだ全く手がついていないのかどうか、ほかのボイラーとそれから副資材の関係の調査、

これはまだ手がついていないかどうかその点。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）まず職場環境の関係ですけれども、４月から嘱託さんが来てもらい

まして、この嘱託さんはごみ処理施設西胆振にいて所長されていた方で、長い間ずっとごみ関係さ

れていた方で、そういった面から安全だとか、職場の環境そういったものに対して力を発揮しても

らいたいということでやっていました。それで４月は自分なりに動いてもらって、こういうところ

が悪いですよ、ああいうところが悪いですよということをピックアップした中で、職場で働いてい

る人たちと意見交換しながら、何点かこういうところを改善しましょうということをまとめて今役

場のほうに来ています。これをもとにして安全面だとか、職場の環境だとか、そういったものをク

ボタと 3 社で話しをして急ぐものは当然急ぎますし、そういった中で改善していこうと思っていま

す。安全対策についても、しつこく当然役場も言っていますし、それはもう毎日のように言ってい

く中で少しずつですけれども安全対策についても、それから機器の周りを掃除する、こういったこ

とも自らしてもらえるという言い方がいいのか、するようになったという言い方がいいのか、わか

らないですけれどもそういった面では少しですが前進しています。そういうことは報告しておきた

いなというふうに思っています。なおかつ、その安全もそうなのですけれども、操業していく中で
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その機器をきちんとこのマニュアルに沿った動かし方をできるようにするために今の６月からクボ

タに一人で全部教えてといっても無理なので、もっと人を補強して各班にきちんと指導できる人を

きちんとつけてというふうにお願いしまして、多分オーケーになると思いますので、そういった形

の中できちんと三交代ですから一直、二直、三直、必ずここはこうするのだよということが教えら

れるクボタの指導者というのですか、そういうものをつけた中で安全対策も環境もそれから機器の

操作もきちんとやっていこうというふうに考えています。それからグリーンニューディールの関係

につきましては、申し訳ないですけれども正直まだ進んでいません。 

○委員長（玉井昭一君）大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）副資材もでしょう。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）ふるさと雇用の関係だと思いますけれども、先般の契約等審議委員

会にかけましてその中で決まりましたので、ある程度仕様書とかつくってありますので、間もなく

発注して６月頭にはそういった形で委託になりますけれど、その中で副資材の手配だとか副資材の

手配をしてきた物を持ってきて、それらを分析したり塩素入っているとか、水分がどれくらいある

のか、そういったものを調査したり、それを破砕にかけて、うちの破砕機できちんと使えるのか、

それからそれが駄目であれば一次破砕した時にお金がいくらになるのか、そういったものをやって

いきたいというふうに思っています。副資材に関するありとあらゆることをそのふるさと雇用を使

った中でいろいろ試していきたいなというふうに思っています。 

○委員長（玉井昭一君）大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）全対策と現場環境の問題なのですが、ちょっと今聞いて大体わかりましたが、

クボタさんがそういう形で入ってきちんとやられるというのは交替についてやるということはすご

くいいことだと思います。ただ問題はその嘱託さんがきちんと指導体制も含めて今マニュアル化も

しるというから、それはその仕事をする為のマニュアルとそれから安全対策のマニュアルと職場環

境のマニュアルとそれも全部別々だと思うし、そういうことがルール化されているのでしょ全部。

そういうふうになって例えば、クボタさんがずっと責任者は誰かいると思いますが、そことその責

任者の人と町の嘱託職員の人との関係というか、それはどういうことになるのかなと思うのです。

だからその指導する側がどこの側になるのか、どこの言うこと聞いて動くのかということを、ちょ

っと二重構造にはならないのか。ちょっと思ったものですから、そこのあたりはどうなりますか。

だからここが職場で仕事をやる時、極めて大切な部分だと思うのですよ。何度も言いますが、事故

が起きたらごみの搬入ができなくなるわけだから、どうにもならなくなると思うのです。だからこ

こはよほどきちんとやらないとだめな部分だから、そこのあたりは嘱託の方はそういう立場のごみ

処理の専門の方だというのであれば、それなりにきちんとした権威を持っている方なのでしょう。

そういうことでそこがきちんと指導できるという理解でいいですか。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）技術管理者施設の管理技術者の資格を持った方です。基本的に作業

員の方に指示を出すのは、あくまでも所長さんということにしたいと思います。ただその前段で必
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要なことについては当然、役場とその嘱託とそれからクボタの所長と入った中できちんとここはこ

うしましょうと確認した中で必要があればその班、その班の責任者の方を入れた中できちんとここ

はこうしましょう、ああしましょうと確認した中で必要があればその班、その班の責任者の方を入

れた中で物事を決めて最終的にここはこうしなさいというのは、所長という形の中でやっていきた

いと思っています。 

○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）機能改善対策の主要機器の設置はメーカー責任で行ったということだと思う

のですけれども、生成物の水洗浄ですとか、触媒燃焼脱臭方式を用いることによって、これは臭気

対策でございますけれども、これによってランニングコストが上がると思うのです。この辺がどの

程度上がるような見込みになっているのか、年間でも構いませんし、月でも構いません。年間がい

いですかね。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）細かな数字は実際固まっておりません。ただ予算上は全体の消経費

になってしまいますが、できる限り押さえた中で予算は組んでいます。その脱水とか、そちらのほ

うにかかる電気代が押さえ切れない面があるので、もう少し時間をいただきたいと思います。脱水

装置に関しましては、触媒装置、触媒がありまして白金というものを使っているのですけれども、

これが大体１年か１年半で取りかえないとだめなものがあります。これと活性炭も同じく取りかえ

ないとだめなのですけれども、これが年２回ありますけれども、これを単純に作業賃金だとか、そ

ういうものを比べないとしても若干その新しくつけた装置のほうが 50 万ぐらいだったと思うので

すけれども、その取りかえる部分ということに関しては、活性炭は取りかえる回数が減ったとして

も、やっぱり 50 万ぐらいは経費としてはふえてしまうということです。それと電気で動いています

ので、そういった意味で電気代も活性炭は電気いりませんので、そういった面でそこはプラスにな

るということになります。 

○委員長（玉井昭一君）山本委員。 

○委員（山本浩平君）いずれ出てきますよね。それは出てきた段階でまた聞ける時期があれば、ま

た教えていただきたいなというふうに思います。それで当初計画といわゆる予算と申しますかこれ

をやることによって、ごみの減量化につながるということで、プラスになる面もあったということ

ですけれども、この工事を行なって正常な状況になった時にどのくらい当初の計画と比べてのずれ

というのか、どの程度の誤算があるのか、この辺のところをちょっと単純な質問になるのですけれ

ども、大まかな数字でわかればお答えお願いします。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）前に効果額という形の中で、当初計画の時に８億でしたということ

でご説明させてもらっていると思います。３月 23 日だったと思うのですけれども、予算等審査特別

委員会の中で、今度 4 億 5,000 万程度に変わりますとおい説明をさせてもらっていると思います。

これにつきましては、決算数字固まった段階でこう一度その予算等審査特別委員会の時に説明した

資料と同じく、きちんと決算数字を入れた中で計算していきたいなと思います。たぶん予算等審査
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でお話しした時の数字とほぼ近い４億、15 年間なのでしけれども、４億 5,000 万程度の効果額とい

うふうになってくるのではないかと今はそういうふうに押さえています。 

○委員長(玉井昭一君）ほか、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君）氏家です。話は大体わかりました。わかったのですけれども、この機能

改善をやってやっと今、製品ができてきていますよね。当初の計画からもう１年ちょっとたってい

るわけですよね。そうなるとその保証期間というか、２年間の保証期間が最初からうまくいってい

れば、やっぱりできたのだなとこうなのだなと思うのですよ。思うのだけれども、僕だけではない

と思います。町民全体が本当にこれ大丈夫なのかとそう思っているところもたくさんあるのではな

いかと思う。そう考えた時にやっぱりクボタさんには当初の計画からやっと今でき上がったのだと、

これからの保証期間のことをやっぱりきちんと町として僕は言っていかなければならない問題だと

僕は思うのです。これは町民も同じ考えなのです。ですからその保証期間の延長という部分に関し

ては、これからやっぱりきちんとクボタさんとこれからのきちんと製品ができてからですよ。でき

てからの交渉というのを僕はぜひやってもらわなければいけないと思うし、これはやっぱり話を進

めていかなければいけない問題だと僕は思っているのですけれども、その辺の考え方について。 

○委員長（玉井昭一君）辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君）保証期間の部分については３月以前にもこの辺の部分は私ども考え

るところありまして、お話しさせていただいております。まず当初にできた施設の部分でございま

すけれども、これ今、氏家委員のおっしゃったように、２年の中１年が経過してようやく今、こう

いう状況だということで、こういう部分のその延長というのは認められないのかどうか、また機能

改善した施設については４月からスタートですから、２年という当初の期間どおりですと１年しか

ないので、これについては最低少なくとも４月からスタートだとすれば、２年間こういう申し入れ

されてございます。ただまだ最終的にクボタさんから回答いただいておりませんけれども、この部

分は今、交渉事項ということで協議進めてございます。 

○委員長（玉井昭一君）氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君）氏家です。部長の話しそのまま受けとめます。当初の予定の計画の中で、

できた第１期工事といったら変ですけれども、当初のプランと僕はこのプランとも含めてやるべき

だと思います。一連にしたがって行程の流れでもってできてくるものですよね。だから一期工事が

正確にできていれば、こんな話にはなっていないですから、全体を含めた形の保証期間ですこれは。

だからそういったものをしっかりやっていってもらわないと、僕はならにと思います。これは町民

に対して私たち何の説明もできないですよ。はっきり言って。製品ができることはすごく喜ばしこ

とだし、町を挙げて応援していきたいなというくらい思うことだと思います。ただこれは保証期間

については、やっぱりここまで延びてきたということに関しては、クボタさんに対しても言うべき

ことはきちんと言っていかななければならないし、その保証の中でしっかりとしたマニュアルもつ

くっていかなければいけない。先ほど大渕委員も言われたとおり、僕はやっぱりそこが一番大事な

ところだと思いますので、ぬか喜びだけはできない。これは保証期間も含めて今後のあり方につい

て、きちんとクボタさんと協議をし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）辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君）保証期間というのは、今回の機能改善工事当初の想定としては、こ

れほど大きな話ではなくても、そういうものを想定した中で大なり小なりこういうことを当然２年

間という期間の中でやっていただくとそういうことが保証期間だと思います。その程度の部分が受

けとめ方として私どももそうですけれど、かなり大きな追加変更になってきたと、そういう部分で

は当初の２年間ありきということでの問いかけ、そういう部分は現在やってございます。ここの部

分は真剣に私どもも重要なもととして考えてございます。ただ基本的には当初の契約事項の中では、

その２年間というそういうお互いの契約事項、そのこういうことを想定してという部分ということ

ですよね。だから当初ある程度想定したものが、かなりこういう大きいという部分でその契約事項

の変更になりうるのかどうかは、私どもは当然延長というお話しをさせていただいておりますけれ

ども、ちょっとそこの部分はかなり厳しい議論をこれからしていかなければいけないと思っていま

す。 

○委員長（玉井昭一君）今氏家副委員長が言ったことに加えて一つ私も思うのですが、当然コスト

高になりましたよね。このことも踏まえて、コスト高の部分間違いなくふえますから、施設的に金

額的にも当然ふえています。その分も踏まえて交渉していただきたいとそう思いますがどうでしょ

うか。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君）今回、機能改善本来でしたらここまで見据えて当初からそういう計

画の中でやっておくべき事項だったかなと思います。ランニングコストの部分というのは、かなり

見通しできない部分ありますけれども、我々の基本的な受けとめ方ですね、それとまた違う交渉も

あるのですけれども、ランニングコストの部分というのは、当初からやっておくべきものだとすれ

ば、それはそれでやはりコスト的には発注したところで負担しなければならないという要素も当然

あろうかと思います。ただ当初の提案と違ってかなり当初の提案に基づいて、先ほど竹田課長言っ

た効果額８億円かと、そういう想定の中で効果額が出てくるから、そういう計画組んでいきたいと。

これが縮まってくる部分、今後どうなってくるのかわかりませんけれども、もし万が一下がるよう

なことであれば、そういう部分のコストの負担というのは、相手にどこまで求めるのか。ただ現実

的には今回の委託料１億 2,900 万でしたか、１億 1,000 万でしたか 1 億 2,000 万切ったような形の

委託料なのですけれども、予算を組む中でクボタのほうとの協議の中では、たしか１億３千数百万

とか、かなり高い金額出てきております。そういう部分では予算の金額を委託料決める部分では交

渉した中でかなりの部分初年度から負担していただく形ではやってございます。 

○委員長（玉井昭一君）その辺も踏まえてやっているということですよね。私の言った部分もそれ

で年間の管理費を少なくしたという言い方ですか。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君）基本的にはランニングコストというのは、経済状況、燃料の状況と

かでいろいろな要素で変わってくる部分ありますから、それはランニングコスト基本的には発注者

のほうで負担しなければならない。ただ初年度につちえはかなり大幅に下げていただくと。もう一

つは町長の口からも言っているのですけれども、今回の事業の取り組みというのはある意味では先

進的な取り組みで、ごみ処理のうえでは本格化稼動なのですけれども、こういう方式のある意味で
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は実証的な部分の先進事例ということで、ある程度その費用的にさらにかかるものについてはクボ

タさんのほうでも負担していただくことにならないのかと、そういう問いかけもしながら金額的な

ランニングコストとの部分、さらに改修とかその修理の部分出てくれば、そういう話では引き続き

していきたいなと思っております。 

○委員長（玉井昭一君）今までの経過を踏まえて年間コストを決めたということだと思いますが、

細かく言えば例えば臭気対策の状況で白金を使うから 50 万もかかるのだと、２回やれば年間 100

万かかるよと。細かいことだけど、そういうのが重なっていてコストが高くなってくるわけだから、

そういうのもあくまでも最初の段階では起きないだろうということで、それを発注していたわけだ

から、そして約束事も決めていたわけだから、それが起きてから話になるとまた話ががらりと変わ

るわけですよね。その辺のことを突きつめていかないと、やはり請け負った技術者ですから、その

辺のことを厳しくやらないと、先ほど氏家副委員長も言ったように、町民が納得しないということ

だと思いますので、その辺を追及していっていただきたいというふうに思います。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君）機能改善の部分らをどういうふうにとらえるかという部分なのです

けれども、本来やらなければならないものについて、想定できなかったという部分当然あったかと

思います。そういう部分で当初からやらなければならないものだったら、そのランニングコストと

いうのは、発注者のほうで負担しなければならないよと、そういう考え方も一つあります。ただ、

この経費等について町の計画をつくった上での前提として、ある程度そのトータルごみ処理経費の

中で充分持ちこたえられると、また逆にプラスになるとそういう判断の中の事業の採択ですからこ

この部分が動くという部分で、今後どうなってくるかわかりませんけれども、この部分については

全体のやはり大きな経費のとらえ方の中で、この部分がどうなるのかと、それはそれで一つ一つの

要素なのですけれども、まずごみ処理の中でもここの経費というのは、ある程度トータルとして押

さえながら、全体のバランスを見てさらに先ほど言いました先進的な取り組みなので、逆にクボタ

さんにとっては一つまた新たに売っていける部分でもございますから、私のほうから逆に営業評と

してみられないのかと、そういうお話しも実はさせてもらっています。具体的な金額の部分は毎年

の予算、経済動向も変わりますから、その中で交渉しながら精査していきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君）はい、ほかございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）大渕です。中身についてはこのままきちんとやっていただければ一番いいだ

ろうと思います。斜里町の方から電話が私のところに来たのです。どういう状況ですかと。お宅の

やつきちんと動いていますかと。斜里町はちょっと考えているのだというような話しも聞きました。

バラ色だとかではなく今、最後に言った部分で白老町がある意味、実証実験の場になっているので

すよ。このことは言い方を変えればクボタさんにとっては極めて有利なメリットの中でこれはやっ

ぱり全日本、全世界に売り出していけるわけです。ですから、そういうことも含めて我々はいくら

自治体だと入っても、きちんと考えなければだめだろうと私はそう思っています。少なくともパテ

ン等との問題も含めて難しいかもしれないけれども、うちであそこの実証実験始めてここまでやっ

てきたわけですから、いろいろ問題あったと入っても、そういうところはクボタがきちんと理解し

ているのかどうかということと、今その視察の状況だとか、他市町村の動きだとか条件がもちろん
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あるでしょうけども、そこら辺の情報はどんな情報がありますか。 

○委員長（玉井昭一君）斜里町の話しがでましたけれども、昨年の秋口ですが、斜里町長も実際に

施設をご覧になりに来ています。そういう中であの当時まだ安定しない状況、そういうこともざっ

くばらんに説明しながら、見ていただきました。そして実際ことしは調査費というか設計費という

か、そういう部分で進んでいるようで公募なども始めたいというふうに聞いてございます。斜里町

から具体的な問い合わせというのは、直接は役場からはないのですけれども、これまでの実態とい

うか経過は私ども隠さないできちんと伝えていかなければならないというふうに思ってございます。

あとクボタ側の認識はという部分ですけれども、基本的にはクボタのほうも、この機能改善工事含

めてやってございますけれども、当然これ先につながるものという判断の中で、実際やられている

のかなと思います。ただちょっと斜里町のほうと違うのは実際どうなのかわかりませんけれども、

焼却方式をうちはペレット状、日本製紙の要望といいますか受けていますけれども、分体でという

焼却方式というのを当初想定している、今後どうなっていくのかわかりませんけれどもそういう部

分でいくと、その塩素の問題とか、かなりいろいろまた塩素の問題があるというのはもう白老町の

例でわかりましたから、ある程度それなりに高い塩素も耐えられるようなボイラーの導入とか、い

ろいろな対策を講じられるのかなと。私どもまず第１番ということで、日本製紙の受け入れる燃料

ということで、かなり厳しい基準の中でこの 0.3％ここのＲＤＦという燃料の中ではかなりいい水

準の燃料、安定需要なりましたので、こういう形になっていますけれども、今後の部分は白老の情

報状況を見ながら導入検討できるということでクボタ側にとっても、やはり大きな情報、改善点だ

けではないのかなと当然そういうことも含めて町長の口から先頭を切ってある意味では事業をトー

タルで進めるパートナー的な関係になるから多くの負担というのもお願いしますとそういうお話し

をしてございます。あと視察の状況は竹田課長のほうから説明します。 

○委員長（玉井昭一君）竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）今、視察はそんなに来ていません。ポツポツと入ってきている状況

です。多分これから秋口にかけてふえてくるのではないかというふうに思っています。 

○委員長（玉井昭一君）ほかございませんか、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家祐治君）氏家です。これ質問というよりも当初の計画からずっと今までの流れあ

りますよね。ずっとグラフにしてもらいました。当初の効果額８億から始まって、その前段の処理

施設を使った場合埋め立て処理施設をつくった場合との比較効果額だとかそういったものありまし

たよね。今回本当にその製品ができた時に、脱水方式を使って当初の予定目標から何％ぐらいです

か。10％ぐらいですか、落ちるのが最終的な製品としてできてくる、そういったものの比較表みた

いなものができないのかなと。その比較対照できるものというのが何かできないのかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君）辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君）効果額等も含めて当初の想定と実際動いてきている現状との比較で

すが、決算数字固める中である程度比較可能な資料を検討してまいりたいと思います。 

                                            

◎閉会の宣言 
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○委員長（玉井昭一君）それでは、これで協議会を終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

（午後３時５３分） 


