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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 建設厚生常任委員会を開催いたします。町側からの説明を求めます。

辻生活福祉部長。 

（午前 １１時５９分） 

                                          

○生活福祉部長（辻 昌秀君） それではお配りしています資料に基づきましてご説明します

が、前回２月１日に現地のほうにご案内させていただきまして 12 月までの稼働状況、数字的な

ものをご説明しております。本日は先日ご説明した 12 月までの状況を９カ月分になるのですが、

それを一応 12 カ月分３月まで単純に置きかえて今年度処理できる量、あるいはそれに基づく物

質収支の見込み、それらを整理しましたのでご説明させていただきます。 

 １点目の総括的にまず「バイオマス燃料化施設の運営状況」です。ご説明しますが、バイオ

マス燃料化施設の機能改善工事については、主要機器の設置・調整を昨年６月末までほぼ完成

し、その後さらに調整してきておりますが、固形燃料を安定して生産するためには洗浄脱水設

備前後の生成物の送り出し部これをホッパと言っているのですが、そこの部分の改修を秋の状

態の生産の量を判断していきますとやはり能力不足ということもありまして改修が必要となり

現在施設の改修に取り組んでおりまして３月上旬に完了する予定でございます。この間可燃ご

みについてはバイオマス燃料化施設で全量処理されておりますが、生成物全部を固形燃料化す

るには至っておらず、余剰生成物を一時保管している状況にあります。昨年 12 月までの稼働状

況から平成 22 年度本年３月までの固形燃料生産量を試算しますと、年間の生産量は 5,160 トン

の見込みで機能改善工事後の想定する生産量 8,880 トンに対して約６割の水準となる見込みで

ございます。現在進めております施設改修により固形燃料の生産は想定量を確保する見込みで

ありますが、早期に生産を安定化させるため現在施設の稼動体制も含めて受託事業者と協議を

進めているところでございます。 

 ２点目以降の資料につきましては担当の竹田生活環境課長のほうからご説明させていただき

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） それでは２から５までを説明させていただきます。「２、現

在の固形燃料生産の流れ」についてですが、これにつきましてはご承知のとおり前に説明した

ところと変わっておりません。こういった流れの中で「洗浄」「脱水」という設備を通して脱水

後の生成物に副資材を混ぜて「日本製紙白老事業所」に出しているフロー図になります。３番

目のところに数量を書かせてもらっています。まず「可燃ごみの搬入量」につきましては 6,930

トン、全量が「高温高圧処理機」のほうに回ります。「不適物」としまして例えば燃えない物で

すとかゴム類、こういった物を１回取り出します。この量が 520 トン、それから「生成物」に

分かれます。発生する「生成物」につきましては約 4,000 トンになります。この段階で全量を

現在使うことができませんので「一時保管」という形の中で 1,200 トン発生する見込みでござ
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います。それ以外の物につきましては「洗浄・脱水」工程に回りまして脱水後の量が 3,330 ト

ン、これに副資材を混ぜまして「固形燃料生産量」としましては 5,160 トンが平成 22 年度の見

込みということになります。まず「生成物発生量」につきましては 4,000 トン、「脱水」につき

ましては 3,330 トンということになっておりますが、ここでどうしても回収できない部分が出

てきます。そういったこともありまして量としては減ってきているということになります。下

のほうに規格内、規格外の内訳が書かれております。規格内につきましては 4,660 トン、規格

外につきましては 400 トン合わせて先ほど言いました 5,160 トンの見込みでございます。 

次に２ページ目の「平成 22 年度の物質収支」についてです。左側のほうに当初の想定が書か

れております。機能改善後の想定です。重量、水を含んだ重量と水分、水分を抜いた固形物量

ということで表しております。同じく 22 年度に見込みにつきましても、真ん中の表になります

が重量、含水率、固形物量というふうに表させてもらっています。一番右側が差し引きという

ことになります。22 年度の見込みとしましては、可燃ごみにつきましては先ほど言いましたよ

うに 6,925 トンこれは水を含んでいます。固形物量にしますと 3,529 トンになるというふうに

見込んでおります。内訳につきましては記載されているとおりでございます。ここで発生する

生成物の量なのですが、固形物量で同じ量の 3,529 トン、このうち中に不適物といわれる物が

固形物量でいいますと 409 トン、余剰となる見込みの生成物 937 トン、脱水処理前の生成物

2,183 トン合わせて 3,529 トンということになります。これを洗浄脱水しますとその後に出て

くる脱水ケーキというふうに書いてありますが 1,899 トンになります。これがＡというふうに

記載させてもらっていますが、その次に下のほうに副資材ということで書いております。これ

が 22 年度で使う予定の副資材です。固形物量でいいますとまずチップダストにつきましては

1,725トン、廃プラにつきましては 711トン、雑紙につきましては 310トンを合わせますと 2,746

トンの副資材を使う予定になります。これがＢとなりましてＡとＢを足した数字固形物量なの

ですが下のほうへいきます。固形燃料ＡプラスＢということで 4,645 トンの固形物量のトン数

になります。これに製品としては 10％の水分を含みますので足しますと 5,160 トン、これが平

成 22 年度でつくられる固形燃料の見込みでございます。差し引きにつきましては記載されてい

るとおりでございます。 

次に「５、現在取り組んでいる対策」についてであります。（１）生成物受け入れポッパの改

善ということで洗浄脱水設備がありますがそれの前後にあるポッパ入れ物ですね、入れ物を改

善していきたいという対策です。最初の（１）につきましては生成物を洗浄工程に送るところ

の前にある入れ物の改善をしていくということになります。何を改善するかといいますと入れ

物のところについていますモーターの能力、これが能力不足なのでモーターを取りかえて能力

のある物にかえるということになります。これをすることによって生成物を定量で安定的に送

ることができるようになります。そうすることによって薬品を効率的に使えるという改善がで

きます。 

次に入れ物の中に生成物が固まらないように振動を与えるモーターがついています。これも

能力がなく生成物が固まってしまうと、固まりますと次の工程に送ることができないのでそこ
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にあるモーターを取りかえて振動させる能力をアップさせると、こういった対策を取りたいと

いうことです。（２）につきましては生成物供給ホッパ、これは脱水後のラインにある入れ物で

す。これは現状としまして水分を含んでいることから正しい量を成形機のラインに送ることが

今できてない状況にあります。それができないことによって適正な配合、副資材と生成物をき

ちんとした割合の中で混ぜ合わせることができないということがありますので、そこの部分に

ついて今入れ物をそっくり変えてしまうということをします。今の方式が生成物を送るのにス

クリューで巻くようにして物を送っています。そういう方式ですと多く物が行ったり少なく物

が行ったりするので今度はスクレーバー方式といいまして板のような形の羽がついていまして、

それで生成物を受けて正しい量を送り込んでいくということによって配合が今よりも正しくで

きるといったような改善をしていくことによって余剰の発生を押さえる、合わせて生産量をア

ップさせたいといったような対策をとりたいというふうに考えております。以上で簡単ですが

ご説明を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。質問のある方どうぞ。山本委員。 

○委員（山本浩平君） ホッパの改善やモーター交換にかかわる費用については機能改善工事

としていわゆる町の持ち出しがあるのかないのかこの辺だけ単純ですが。 

○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） もともと本体の契約を結んでいたそこの不備な部分での機能

改善工事として実施した部分のさらに改修することですから負担についてはクボタ環境サービ

スのほうで負担します。ただ金額的な部分については一応瑕疵工事の金額ということで私ども

のほうでどういうものをつくるかの確認はしていますが金額についてはちょっと把握しており

ません。 

○委員長（玉井昭一君） いいですね。ほかありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） これは改善工事を取り組んでからこの結果がわかったということです

か。もちろん改善工事が終わった中でふぐあいがでてきたということでしたら若干理解できま

すが、２年間たっているわけです、それまでここのふぐあいはわからなかったのですか。 

○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） 今回改修する部分についてはすべて機能改善工事で実施した

部分でもともとの本体の部分ではないのです。「洗浄・脱水」部分の前後の工程ということで新

たにつけ加えたところです。ちょっと時間がかかったということで私どももちょっと反省して

いるのですが、夏口にかけてかなりいい数字が出てきたということで夏から秋にかけて推移を

見ていたということですが、12 月議会でもちょっとご説明しましたが秋口にかけてやはり生産

量が伸びないということでいろいろ原因を確認していく中でモーター等のふぐあいが明らかに

なり年を越してしまったとそういう状況でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは要するに機能改善工事をやったのですがやった工事がま

た若干ふぐあいがあってそこを変えたということですか。 
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○生活福祉部長（辻 昌秀君） そうです。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。 

○委員（大渕紀夫君） いいです。 

○委員長（玉井昭一君） ほかに、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。先日の常任委員会欠席だったのですが、３月上旬に現

在の施設改修が終わると一昨年の秋ごろの報告では大体８割方の生成物ができているという報

告がありましたよね。それをやっていく中で、100％に近いものにしていこうと思っていてもな

かなか生産量が上がらないということで、先ほど大渕委員から言われた改善が必要だろうとい

うものが見つかって、現在に至っているという理解でまず 1 つよろしいのかどうかです。そし

て今後３月上旬に完了するこういったものが進めば昨年の秋に報告を受けた８割以上の生成物

ができ上がってこなければはっきりいいまして意味ないですよね。それがあったからできなか

ったということですから。そういうとらえ方でいいのかどうか、その２点だけちょっとお伺い

しておきたいです。 

○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） まず以前８割方の生産状況に達しているという説明した部分

においては７月、８月、９月 500 トンを超える日量にして、いいときは 24 トンくらいの生産量

に達していたということで目標の 28 トンに対して約８割というご説明をしました。ただちょっ

と秋口 10 月以降 400 トン前後に下がってきたと、そういうことでいろいろと確認する中で年間

トータル４月、５月はかなり生産量が低かったのでトータルとして今６割くらいの年間では水

準かなとそういう押さえ方をしています。現在３月上旬とお話しましたが具体的な日程を申し

ますと３月６日に工事が完了するということで報告を受けていまして、その工事が完了すれば

今ネックとなっている生成物の送り出しの部分がきちんと機能すれば日量 28 トンに近い数字

に達するとそういうふうにとらえているところです。 

○副委員長（氏家裕治君） わかりました。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。昨年 21 年度一時保管しているのが 2,700 トンありますよ

ね。今この説明の中では 22 年度に一時保管 1,200 トンとまだありますよね。先ほど言った 2,700

トンは 21 年度のですよね。22 年度は 1,200 トンということですか。そうしますと合計いくら

になるのですか。 

○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） 今の余剰生成物の量ですが、まずセンターにあるのが 2,400

トンです。1,200 トン発生しますといっている中で一部は既に向こうへ行ってしまっているの

です。ですから足して 3,600 トン余剰生成物として施設にもありますし、向こうにもあるとい

う量になります。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この表を見ると機能改善工事後の想定のところでペットボ
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トルが換算されていますよね。可燃ごみの一番下です。これは今までうちのまちで回収したペ

ットボトルが使えなかったといいますか、そういうふうに私は思っていたのですがこれはうち

で回収した分のペットボトルをここで使っているという意味ですか。 

○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） 当初の想定では可燃ごみとして高温高圧釜に入れて使うとい

う計画だったのですがちょっとかさばるのです。空気を入れるような形になるものですから現

在は副資材の廃プラのところで括弧としてペットボトル含むと書いてありますがこれを破砕し

て廃プラとして活用していると、そうすると全量その重さが燃料になると。副資材で活用して

いると、かまに入れないで直接破砕して廃プラとして活用していると、そういう利用副資材で

ございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは例えば発泡スチロールですとか、白色トレーなどそうい

う物はここに混ぜてやることはできないのですか。 

○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） トレーと発泡に関しましては副資材として使用することは今

の設備ではできません。というのは成形のところに回ったとき熱を加えたとき早く溶けるので

す。そうすると成形機を通していくのですが、手前のところで既に溶けてしまうのでそこで固

まってしまうということが発生しますので今の設備の中では使っていけないので高温高圧処理

のほうに入れて生成物として今は出しているということです。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほかありませんか。なければ暫時休憩いたします。 

休憩 午後１２時２０分 

                                                                                   

再開 午後１２時２０分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩と閉じて委員会を再開いたします。今までの工程の２項目のま

とめをやりたいと思います。１項目、自主防災組織の現状について、２項目、バイオマス燃料

化施設の現状についてこの２つのまとめを行いたいと思います。特にこういうことはまとめの

中に入れてほしいという項目がありましたらどうぞ。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） バイオマスだけは現時点の生産量と当初の固形燃料にする目標量、こ

のことだけはきちんと書いてほしいなと。 

○副委員長（氏家裕治君） この当初の 8,880 トンと 5,160 トンですね。 

○委員（松田謙吾君） このことは今の現状をきちんと書いてほしいです。 

○委員長（玉井昭一君） 8,880 トンと 5,160 トンの差があると。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ここで議論していないからどこまで書けるかわからないのですが、ク

ボタの責任は本会議ではきちんと２年間の瑕疵担保責任は「完成してから」と答弁しているの

です。それは常任委員会できちんと確認してこれからはやっておく必要がないのかなと、ただ

議論していないのでちょっと面倒かなと思うのですが、今一番大切なのはクボタの貸し担保責
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任をどうやって完成後にきちんと実施させるかと、それがないと「２年間ですから３月 31 日で

終わりです」と言ってしまったらそれで終わりですから。そこのところは常任委員会としてき

ちんと言っておく必要がないのかなと。常任委員会ということは議会として言っておく必要が

ないのかなと私は非常に強くそこは思うのです。それだけできればクボタは責任を負うという

ことですから。あと２年間これから負うというのでしたらそれはそれで問題が全部解決したと

いう意味ではなく町民に不利益をこうむらないということになりますよね。それは常任委員会

で議論していませんが、私はやはり議会としてそういうことをきちんと残す必要があるのでは

ないかなと思っています。 

○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。この責任論についてはいろいろな委員会の中で「いつ

から２年間なのか」という議論をしていますよね。ただそれが議会として「こうしなさい」「こ

うあるべきです」というような言い方を今までしていないと思うのです。ですから今回、今の

部長からの話があったとおり３月上旬でもってこういった工事が完結されるのであればこれを

もって初めてこの工場が、クボタが今まで言っていた製品を搬出できるそういう形にできるの

でしょうから、あくまでここからの２年間ということで考えてもらわなければいけない。これ

はあくまでも町民に対して何も理解を求められない話だと思いますので私はそのとおりだと思

うのです。ですからそれが皆さんの意見としてそのとおりだということであれば・・・。委員

長どうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 今、氏家副委員長と大渕委員が言われたように大事なことなので。

ただ製品ができ始めての２年間の責任と、これはもちろんのことです。ですがそれ以降何かが

あったときには責任を持つのだということにしておかないとたったの２年間の責任範囲だけで

納得できるものではないでしょう。私はそう思います。例えば 10 年くらいの間にとんでもない

ことが起きても「莫大なお金がかかります」というようなことが起きたとすれば、ないとも限

らないですからこれは永年である程度の年数の責任を持たせなかったら一般的には町民自体が

納得しません。ですから２年間という責任は今言ったように製品ができてそれから２年はもち

ろん全面責任ですが、それ以降についても特段な費用がかかるということについては責任を持

ってもらうということでないと何か起きそうな気がします。そういう項目で書いておかなけれ

ばまずいのではないでしょうか。どうですか。例えば 10 年くらいで何かあったら大変なことで

す。このようなものは何 10 年もってもらわなければ 10 年はあっという間にくるのですから。

山本委員。 

○委員（山本浩平君） 山本です。今、委員長や副委員長がおっしゃったこと最ものことで当

然なことだと思いますが、町との契約状態がどうなっているのかこれを無視した形の中で「さ

あ、やりなさい」と言ってもなかなか難しいところがありますから、やはり我々の仕事として

はチェック機能をどうやって強化していくかということが我々の使命ですからやはり契約内容

をオープンに我々議会に対してしていただけるのか、この辺もちょっとまとめを書く、書かな

い別にしての話ですが吟味する必要があるのかなというように思うのです。そうしないとクボ
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タにしてみましたら「そうではない」と「町との約束はここまででこうだったのです」と「そ

れ以上負担せよと言われましても我々のあれではないです」という話になるかも知れませんよ

ね。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 確か前田議員が資料要求をして出ているのです。「本契約する覚え書

き」ですとか全部出ているのです。これは前田議員が決算審査特別委員会で要求した資料なの

です。そのときに契約書なども全部出ていると思います。前田議員が要求したものだと思いま

す。その中には間違いなく「瑕疵担保で２年」と書いてあるのです。ですから今委員長が言っ

ていることはよくわかりますが、工事が完成したというふうに町が認めたときから２年なので

す。ですからそれは３月６日に改善してそれでいいと言いましたらそこから２年なのです。そ

れはそうだと思います。気持ちはそのとおりですがそれはやはりきっとだめではないかと思い

ます。 

○委員長（玉井昭一君） 葬苑みたいに中にあるレンガが必ず何年か後には取りかえなければ

ならないというのであればこれは仕方がなくやむを得ません。ですが本体そのものが今現在で

もこのような状態なのですから。それが、本体自体がおかしくなったとかという可能性がどう

も起きそうな気がするのです。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 委員長の言われることもわかりますが仮定の話をしても仕方があ

りません。委員会としての話をどうやってまとめていかなければいけないかということですか

ら私は例えば３月で工事が完了しますと、完了したからといってそれでもって 100％のものが

できるかという保証はなにもないですよね。３カ月なら３カ月の推移を見て本当にそういった

製品がきちんとできるのかできないのか、その確認は必要ですよね。そこまでは町としても言

えると思うのです。そういった推移を見てそれではどこから２年間の保証期間を設けるのかと

いうそういった部分でそれを議会としてどう意見として上げていけるのかということだと私は

思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。瑕疵担保２年間というのは町がいいと言っても２年以内に

故障が起きたわけです。３月が２年以内なのです。ですから今直している部分は全部瑕疵担保

の部分なのです。ですから３月 31 日で私はクボタの義務はないと思います。これが普通契約だ

と思います。私はそう思います。21 年３月から２年間、この間生産がうまくいかないさまざま

な改良をした、これが瑕疵担保の保障期間ですから。３月で今全部終わるとすればその期間に

終わるわけですからその後は、クボタは関係ないのです。そういう契約なのです。契約という

のはそうですよね。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後１２時３４分 

                                                                    

再開 午後１２時５１分 
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○委員長（玉井昭一君） 休憩と閉じて会議を再開いたします。いずれにしましてもまとめと

いうことに進めたいと思います。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） まず皆さんの意見の中で合意できる部分をしっかりこの委員会の

中で進めていかなければならないと思います。製品重量の目標額と現在のその差についての説

明を受けました。その説明の中でこの数値だけはしっかり委員会としてとらえなければいけな

い部分だと思っています。それから議会としての意見の中にはクボタの保証責任についてもや

はりきちんとした形の中で製品保証、性能保証ができる状態になってからの２年間という形の

中でのとらえ方を議会としていくという形の中で、意見の中でしっかり書きとめておかなけれ

ばいけないですし、行政に対してもしっかり言っていかなければいけない問題だと思います。

ここの２点だけがしっかり常任委員会としての合意をもってまとめの中で委員長のほうに報告

をしていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） それでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） 次に自主防災組織の現状について。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 前回自主防災組織の組織率についてもいろいろ伺ったのですが、胆振

の中でも白老は決して高いほうではないので、どうやって自主防災組織の組織率を上げていく

かということなのですがいろいろと町内会の事情、現状も出てきました。高齢化になっている

ということで通常の町内会活動の運営も非常に役員のなり手もいないなどそういう現状も出て

きております。そういったことを認識した上で組織率を上げていくということは、例えば小さ

い町内会と小さいといいますか人数がある程度大枠というか町内会と町内会が連合したような

形の中でつくり上げていくことも１つではないのかというふうに私は感じました。もう１点は

大きな災害自体が余り白老、今まで過去に起きていないというのはやはり町民の中の意識の中

にあると思うのです。やはりいつ起きるかわからないということを植えつけるための防災意識

向上のための勉強会的なものを、町をあげてやはりやっていくべきかとこのように感じました。

この２点を盛り込んでいただければありがたいなというふうに思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 今、山本委員から２点ほど出ました。そのほかありませんか。今、

言われたとおりだと思います。単独ではつくられないと町内会単位でつくられないというのが、

やはり高齢化になってそれが現状だと、連合でつくるといいましても高齢は高齢ですがそうい

うふうな考えしかならないかなと思いますが、これを大きく考えますと６つのまち社台、白老、

萩野、北吉原、竹浦、虎杖浜と６つで組織するというようなことしかならないかもしれません。

その辺の中身は別としましても広域的にやるしかないだろうということですね。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。前回欠席だったものですからまだ皆さんの議論した中

身を私はまだテープを起こしていませんし聞いてもいないですが、多分自主防災組織について

は今の白老町の現状ですとか課題というのは山本委員が言われたとおりの組織率のアップをど

うやっていくのかという大きな課題を抱えていると思うのです。そういった面では現状と課題

については今の山本委員が言われたとおりのことが今の白老町の現実なのだろうなと思います。
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そういった形の中でもし常任委員会の中で意見調整をし「それでよし」ということであればそ

ういった形の中で委員会のほうで委員長のほうにまとめていただきたいと思いますし、その中

の意見としては例えば小さな町内会同士の連携も含ましてやっていかなければいけないという

山本委員からの話もありましたし意識改革もやはり必要です。私たちも視察で丸亀市を通しな

がら香川県に行かせてもらったときにやはりそこでも一番感じるのは意識改革ですよね。そう

いったことも含めまして常任委員会としての１つの意見として上げられるようであれば私はそ

れでいいと思うのです。その中で委員長に皆さんの意見として報告できればそこでまとめてい

ただければなと思うのですが、それで調整を取っていただければ結構です。 

○委員長（玉井昭一君） 今、氏家副委員長から出たようなことを進めていいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                          

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは今山本委員あるいは氏家副委員長から言われたようなこと

でまとめていきたいなというふうに思います。それでは長時間ありがとうございました。以上

をもちまして建設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１２時５９分） 


