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平成２３年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２３年 ７月１１日（月曜日） 

開  会  午前１０時０５分 

閉  会  午前１１時４２分 

                                         

○会議に付した事件 

 所管事務調査 

１．バイオマス燃料について 

                                         

○出席委員（４名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 山 本 浩 平 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

                                         

○欠席委員（３名） 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

 委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     生 活 環境 課 参事    竹 田 敏 雄 君 

     生 活 環境 課 主査    湯 浅 昌 晃 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     臨 時 職 員    白 綾 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより建設厚生常任委員会を開催いたします。 

（午前１０時０５分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明を求めます。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） それではご説明いたします。前回５月 31 日にご説明した内容

に引き続いての説明になりますけれど、本日は安愚楽牧場のバイオマス温水ボイラーの設置計

画等について、設置計画箇所図等いただいておりますので、その場所等についてのご説明。ま

た２点目といたしまして、平成 22 年度の決算数値、あるいは生産状況等のご説明、一応資料的

にはそういうような内容で取りまとめしてございます。内容につきましては、担当の竹田参事

のほうからご説明いたします。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） それでは、きょうは安愚楽牧場の温水ボイラー、それから

バイオマス燃料化施設の運営状況の中のごみの受け入れ状況、それから固形燃料の生産状況、

それと最後に管理運営経費についてご説明したいと思います。 

最初に安愚楽牧場のバイオマス温水ボイラーの設置に関してですけれども、資料１をご覧い

ただきたいと思います。まずそこの平面配置図に白老牧場の牛舎の配置図があります。２種類

ボイラーありまして、そこに記載しております。まず既についている温水ボイラーということ

で、右側のほうに①、既設の温水ボイラーというのが記載されています。それと、その上のほ

うに②として新設温水ボイラー２基というふうに記載しています。①のほうはもう既について

おりまして、これを改良するという形の中で、白老牧場のほうで「本社に要望しています」と

いうことになります。それから②のほうにつきましては２基、これは新しい形の中で改良して

設置したいということを本社のほうに予算要求している、今こういった状況です。それで①に

つきましては、ボイラーとちょっと小さめに黒っぽく色を塗っていますけれど、そこに既にボ

イラーが設置されています。温水を左上のほうの牛舎３棟に供給していると。今こういったよ

うな形を取っています。それに改良する部品、そういったものを取りつけて対策を打った中で、

秋口ぐらいには稼動させたいというふうに聞いております。ただ、予算が通るかどうかという

ことはまだ聞いていない状況です。それと、新設のボイラーにつきましては２基設置するとい

うことで予算上げていまして、２基のボイラーで６棟の牛舎の暖房に使用したいということに

なります。ここの部分につきましては、かなりの算額になるということで、確実に今年度つく

ということになるかどうかは不透明という形になっております。現在は灯油を使って暖房して

いるということになります。もし予算がついて設置が可能になれば、木質系プラス生成物を混

ぜ合わせた燃料で使えるということになれば、ＣＯ２の削減等にも貢献できるという形にはな

ります。別資料でボイラーのパンフレットをつけさせていただいています。これは既について

いる安愚楽のボイラーの、全く同じではないですけれど、同じ方式のバイオマス温水器、温水
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ボイラーです。手に入りましたので資料として提示させていただきました。 

次に２番目の、22 年度のバイオマス燃料化施設の運営状況についてご説明したいと思います。

資料は２と３と４になります。最初にごみの受け入れ状況についてご説明いたします。まず表

としましては、①に可燃ごみ、②に食品加工残渣の受け入れ量を記載しております。①可燃ご

みにつきましては年の合計が右側のほうにあります。上の段が 23 年度、22 年度、21 年度とい

うふうになっています。右側のほうに年の合計がありまして、22 年度につきましては 6,002.5

トンの燃えるごみを受け入れしております。21 年度対比しますとマイナス 79.4 トンが減って

おります。23 年度につきましては４月、５月、６月の数字をちょっと入れさせていただいてい

ます。②食品加工残渣につきましては、22 年度が 637.34 トンです。21 年度対比で 173.62 トン

の増でございます。この下に①と②の合計した数値を載せてあります。平成 22 年度では

6,639.84 トン、可燃ごみと食品加工残渣を受け入れております。21 年度との対比では 94.18

トンの増です。下のほうにペットボトルの受け入れの内訳を載せております。22 年度のペット

ボトルの受け入れは 76.76 トンです。21 年度に対比しますと 9.46 トンの増となっています。 

次に、資料の３になります。燃料化施設の固形燃料の生産状況についてであります。表とし

ましては、最初に①としまして規格内品の製造数量を載せております。②としまして規格外品、

一番下の表が固形燃料の合計ということで、数字を載せさせていただいております。まず①の

規格内品につきましては、平成 22 年度で年の合計が、また同じく右側のほうにございます。

4,617.65 トンが規格内品です。次の表に行きまして、規格外品、平成 22 年度が 401.43 トンで

す。これを合計した 22 年度の生産量が 5,019.08 トンです。23 年度につきましては４月、５月、

６月分を載せさせていただいています。４月から６月までで、トータルで 1,577 トンという現

在の状況になっております。ごみの受け入れと固形燃料の生産量、22 年度につきましては前回

５月 31 日の委員会で報告した数字と変わっておりません。 

次に資料の４になります。バイオマス燃料化施設の管理運営経費についてです。平成 22 年度

の決算見込額を平成 21 年度の決算額と対比した歳出歳入の表を提示しております。表の金額に

つきましては単位千円です。平成 22 年度の決算見込数金額と、間に 21 年との対比、増減額を

載せてあります。最初に歳出です。上からいきます。旅費です。決算見込額が 21 万 7,000 円。

21 年度と対比しますと 15 万円の増ということになります。次に需用費になります。中身とし

ましては消耗品、燃料費、ここに電気、蒸気等が入っております。それから光熱費、合わせま

すと 7,018 万 2,000 円です。21 年度対比で 1,763 万 1,000 円の増でございます。次に役務費で

す。通信運搬費、それから手数料、それに保険料が合計された金額が 75 万 6,000 円です。21

年度対比で 23 万 2,000 円の増となります。次に委託料です。委託料につきましては施設管理業

務委託料、これがクボタに対する委託料です。それから清掃業務委託料。これは汚泥のくみ取

りになります。それから保守点検業務委託料。この３つがありまして、合計しますと１億 1,308

万 3,000円の決算見込みです。平成21年度と対比しますと1,420万 7,000円の増でございます。

次に使用料になります。使用料は下水道使用料とそれから賃借料、合わせますと 551 万 3,000

円。21 年度対比で 220 万 3,000 円の増でございます。次に原材料費です。これが副資材の決算
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数字になります。639 万 1,000 円。21 年度と対比いたしまして約 138 万 4,000 円の増でござい

ます。歳出を合計しますと１億 9,614 万 2,000 円、21 年度と対比しますと 3,580 万 7,000 円の

増となります。 

次に歳入です。生産物売払収入。固形燃料の売り払いの金額でございます。規格外、規格内

をトータルしますと、平成 22 年度決算見込み額が 2,767 万 1,000 円です。前年度、21 年度対

比で 1,873 万 3,000 円の増でございます。それから環境衛生手数料、食品加工残渣の処分手数

料です。637 万 3,000 円。127 万 2,000 円の増でございます。次に施設使用料。自動販売機の設

置の使用料です。２万 6,000 円。前年度対比で 1,000 円の増でございます。寄附金につきまし

ては 22 年度なし、ゼロということになります。収入合計しますと 3,407 万円。平成 21 年度対

比で 45 万 7,000 円の減でございます。所要一般財源につきましては①から②を引いた額という

ことになります。１億 6,207 万 2,000 円、平成 21 年度対比で 3,626 万 4,000 円の増という決算

見込みになる予定でございます。 

以上で安愚楽牧場の温水ボイラー、それからバイオマス燃料化施設の運営状況の説明を終わ

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けれど、委員の皆さんで質問がある方。 

 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。もう一度ちょっと説明してもらいたいところがあるの

ですけれど。平成 22 年度のバイオマス燃料化施設運営の管理運営経費のところなのですが、13

番の委託料の、清掃業務委託料の今言われた 290 万 8,000 円。先ほど汚泥処理と言いました。

汚泥処理というのはどの中身のことを言っているのかちょっと説明してください。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 平成 21 年のときはそれがなくて、平成 22 年度から発生し

ています。生成物を水で洗浄して排水処理施設に行くのですけれど、そこの濃度がかなり高い

ことが・・・どうしても高いのです。それを微生物で分解したことによって発生する汚泥です。

それを引き抜いて下水道処理をしているということで、新たに発生した経費になります。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） それでは、これはクボタさんのほうで改善工事した後に出てきた

作業という形で認識していいのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 機能改善後に発生した汚泥となります。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。 

○副委員長（氏家裕治君） いいです。 

○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。１つは、委託料がありますけれど、委託料の細目というか、

もうちょっと細かなものがないかどうか。例えば人件費だとかそういうものがどういう状況に

なって、委託料が、例えばここで言えば、もちろんふえるのは当たり前なのだけれど、ふえて
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いますが、その中身等々を、ちょっと１つ資料として出せないものかということが１つ。 

それから、生産物の原単位、要するにエネルギーでの原単位だとか人件費での原単位という

ものが出ないのかどうか。それは、なぜそういうことを言うかというと、一度細かいものが出

てしまえばそれでいいのですけれど、生産をするときの原単位がどういうふうになっているの

かというのが。これが商売というか事業としてやる場合、エネルギーがどれくらいかかってい

て、それから人件費がどれくらいかかっていてというのは非常に大切な部分なのです。例えば

灯油が上がりましたと言ったとしても、それは全部含まれてしまうという格好になるから。こ

の場合は需用費の中に燃料費が別になっていて、委託料とまた別な項目でおきているのです。

そうなると生産量に対する原単位、それぞれの原単位がわからないとどういう構造になってい

るかわからない。それで、そういうものが出せるかどうか。 

それから、行ったり来たりしますけれど、副資材の中に入っているのだろうけれど、ペット

ボトルは別立てで出ているのだけれど、紙は別立てに出ないのかどうか。月々。紙、回収の紙。

なぜかというと、それは、費用はかかるのかな、かからないのかな。費用がかからないとした

ら、それは副資材の中のトン数に入っていますよね。だけれど、それはペットボトルを仕分け

して、紙も仕分けしたとなると家庭から出ているごみからそれだけ減っていることになります。

減ることになります。ごみは当然減るのです。減るのだけれど、その根拠が、紙を別立てにし

ないと全部副資材の中に入ってしまって、家庭系のごみ全体が減ったような格好になります。

本来は家庭系のごみもう１本あります。ペットボトルと、出ている燃やせるごみと、紙と３つ

あるはずなのです。だから、そういうことがきちっとしておいたほうがいいのではないかと。

この資料２のところに、ここに、①、②、ペットボトルの下でもいいけれど、そこに紙の回収、

月々の回収量が記載されるべきだというふうに思うのだけれど、どうかと。 

それと、バイオボイラーはどうなっているのか。あそこでつけるバイオボイラーがどうなっ

ているのか。安愚楽のことは後でやったほうがいいと思うから、とりあえずそれぐらい。 

○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） 私のほうから総体的にお話して、あと補足の部分を竹田参事

のほうからいたします。まず委託料の内訳について資料的に整理できないのかという１点目の

ご質問でございます。これはクボタ環境サービスさんに委託している内訳ということかなと思

います。項目の中身としては、人件費のほかに消耗品とか薬剤費等の消耗品、あるいは施設の

日常的な改修だとか、そういうもろもろのものが入っています。この金額を決めるに当たって、

予算づけの段階で見積もりをもらい、さらにいろいろと協議を重ねて圧縮を図った結果の金額

だということでございます。最終的には見積もり合わせということでございますので、町の予

算額よりもまた見積もり合わせのときに入れる金額が普段を下回るということでなっています。

町のほうで押さえているのは、一応予算段階でのそういう内訳ということでございますけれど、

最終的な額がまだ下がっているということで、案分等の中では内訳等については計算はできる

かと思いますので、この内訳についてどこまで細かく出せるかというのはありますけれど、検

討してまいりたいと思います。 
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 生産物の原単位ということですけれど、電気、蒸気、この施設について大きく分けると高温

高圧でごみの処理をする部分、高温高圧処理で出てくる生成物、燃料を生産する加工の部分、

そういう大きく２つの工程に分かれるということで、特にこれはエネルギーが２つの工程の中

でどれだけ使われるかということについて、我々もちょっと把握が必要だと思っています。内

部でいろいろ検討をしているのですけれど、蒸気等も含めてその工程の中での実はメーター的

な押さえが今の施設ではできていないということです。そういう部分で感覚的といえばちょっ

と語弊がありますけれど、かなり大ざっぱな案分の中で出せなくはないのですけれど、その案

分比率がどこまで適正かということも含めて、実は検討課題になっています。やはりこの施設

のコストを抑えるためには、大渕委員ご質問のような把握が必要だと、そういう押さえはして

いますけれど、特にエネルギーの部分についてはまだなかなかそこまでの整理ができていない

ということです。人件費的な部分については当然業務量というのがある程度出せる部分があろ

うかと思いますので、そういう形での仕分けができないのかこれもちょっと検討させていただ

きたいと思います。 

副資材についての雑紙の部分については、実は 22 年度の途中から始めたということで、この

表には載せていませんけれど、これは月ごとにそういう数字を把握していますので、これは資

料を出したいと思います。 

バイオボイラーの計画につきましては、いろいろ道の交付金の中でかなりのものを実施して

いくための費用の最終的な見積もりをしてございます。この辺ちょっと整理がつけば、なるべ

く早い機会に補正予算の形で議会のほうに審議していただこうということで、今かなり最終的

な取りまとめ中だというようなことでございます。 

あと、補足のほうは竹田参事のほうからご説明いたします。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 私のほうから何点か報告いたします。まず１つ目として、

雑紙の関係ですけれど、雑紙の数量は今お配りしたごみの受け入れの中には入っていませんの

で、新たに表をつくった中で提示したいと思います。ちなみに平成 22 年度ではトータルで 63

トンほど町民の皆さんから資源として出していただいています。 

それから、バイオボイラーの件につきましては、部長のほうからご説明ありましたとおり、

最終段階になっております。道のほうから申請をしてくださいという通知が間もなく来るのか

なというふうに思っています。まだ申請してくださいというふうに連絡来ていませんけれど、

近々来るのかなというふうに思っています。それに基づきまして申請してオーケーになれば、

補正予算という形に進めたいというふうに考えています。それと、きょうお配りしたボイラー

のパンフレットの今積算というのですか、積算している方式というのは、そこのボイラー、そ

れと同じではないですけれど、そこの会社でつくっているボイラーを今は検討を進めていると

いう段階です。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。もう何点か資料のことでお話したいのですが。１つ、これ
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資料読んでみて、日本製紙に払っている蒸気、電気の使用料というのは需要費の中に入ってい

るのでしょうか。日本製紙にはどれくらいの燃料費を、電気、それから蒸気で払っているのか。 

それからもう１つ。22 年３月 23 日、この後出ているのですか。22 年３月 23 日の予算等審

査特別委員会にごみ処理経費、全体の収支見通しというのが出ているのです。これと見比べる

と、なかなか見比べられない。こちらの場合は、これはあの施設の中身のことだけでやってい

るでしょう。だから収入は全部売った分だけですよね。だけれどこちらはごみ袋の収入から登

別のやつから全部書かれているのです。だから問題は、トータルで物事を見るか、それとも１

年、１年単年度であそこの施設のプラスマイナスを見るのかということになるのです。それは、

プラスマイナスで見るところは見るところで必要だと私も思います。ただ、一番大切なのは、

この収支全体の見通しがどうなっているのか、言えば、議会で問題になった８億から４億 5,000

万に減ったとか、減らないとかいう、実際には減るのだけれど、効果額ですね。そういうもの

がトータル的にいつも押さえられていないとまずいと私は思っているのです。そこの中で施設

のプラスマイナス含めて見ながら、そして全体としてプラスになっている部分、マイナスにな

っている部分、登別とのかかわり合い、そういうものを見ていかないと、部分だけ見て物事判

断するというのは間違ってしまうので、こういうものを数字入れるだけですから、そして変わ

ったところだけきちっと、ここが好転しました、ここがマイナスになっていますというような

ものをこういう会議のときに出せないものかどうか。それで、これで総体を説明した後、部分

を説明する。そういうふうにしたほうがいいのではないかと思うのですが、どんなものですか。 

○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） まず１点目の蒸気、電気の支出している額等については、竹

田参事のほうから後ほどご説明します。 

あと２点目のごみ処理の全体的な収支見通しという部分で、実はちょっと本日の委員会に出

せないかどうか、先ほどの 22 年３月のベースにしながら、実はちょっと内部で作業は進めてき

ました。ただちょっと数字的なもので一応確認等必要なものが出てきたので、今回ちょっと実

は間に合わなかったという状況です。そういう部分では、一応資料を委員会に出したいという

方向で今作業を進めていますので、一応もう１回行うというふうに聞いてございますので、次

回ちょっと出す方向で今検討しているという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） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 日本製紙に払っている蒸気と電気の金額についてでありま

すけれど、需用費の中の燃料費の中に含まれています。金額につきましては、ちょっと円単位

で申しわけないですけれど、円単位で報告します。まず電気につきましては 2,593 万 8,502 円

です。それから蒸気につきましては 1,669 万 3,753 円の決算見込みです。日本製紙さんに支払

っている金額の合計は 4,263 万 2,255 円になる見込みです。以上です。 

○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。数字のことはちょっとあれですが、バイオボイラーのこと

なのだけれど、予算 3,000 万円ぐらい。例えばこれ、はっきり言えば、これ以上大きいかどう
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かわからないのだけれど、これくらいのものをつけてメリットというのはどれくらいあるもの

なのかと。要するにいろいろあるのだけれど、もちろん財政的に大変だというのはよくわかっ

ているのだけれど、これくらいのものをつけて自治体で効果あるのですか。自治体がやるのに、

もう少し大きなものをつくってもう少し効果を出すようなものはできないものなのですか。例

えば補助は、もうほかの補助は 3,400 万円意外どこからも引っ張れないものなのか。今、やっ

ぱり福島第一原発がああいう状況の中で、私はエネルギー問題というのはすごく国でも考えて

いるのだと思うのです。そういう中で、何か安愚楽さんと同じくらいのボイラーだけくっつけ

て、効果というのはどれくらいあるように思っているのかなというのは疑問なのだけれど。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） まずバイオマス燃料化施設でつけようとしているボイラー

につきましては、前回 31 日にカタログというか、コピーしたものをお渡ししたと思いますが、

それの上のほうに載っているタイプのものを今ちょっと見積もりしています。安愚楽さんにつ

いているよりは大きいタイプなのです。まず、もっと大きなものというのはありなのでしょう

けれど、ただグリーンエネルギーとしては 3,400 万円が今のところ頭打ちなので、それ以上大

きなものとなれば町の持ち出しということが出てくる可能性があります。 

それと、補助の関係でどこかありますかということなのですが、まるっきりないわけではな

いですけれど、今年度についてはもう既に募集とかが終わってしまっているということもあり

ますし、実際該当するかどうかということを担当部署のほうに確認しているかどうかといった

ら今時点していませんので、今の段階ではその 3,400 万円でつけられる範囲内でということで

進めたいなというふうに思っています。 

 効果についてなのですけれど、燃料化施設は実は暖房がないのです。建屋の中に暖房という

ものがなくて、その中で作業をしているのですけれど、作業自体は、寒いことは寒いのですけ

れど、作業自体に大きな支障というのはないと言えばないのですけれど、問題は副資材が凍結

するのです。夏場は当然暖かいですから凍結しないのですけれど、冬場になると水分を持った

副資材が凍結するという状況になって、極端なことを言えば、溶かすまで使えないといったこ

とが発生しますので、今回つける中で暖房を有効に使って、凍結しないように、乾燥まで持っ

て行けるかというのは、できますとは今の段階ではちょっと答えられませんけれど、凍結を防

止したいということも含めて、設備つけていきたいというふうに考えています。 

○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） 今バイオマスボイラーの目的等を竹田参事のほうから説明し

ましたけれど、一応グリーンニューディールの 3,400 万円の中で検討しているのは、ボイラー

単独では目的果たせませんので、その暖房として使うための配管等も含めて一式、そういうの

を今詰めているというようなところです。その財源の部分ですけれども、最終的に具体的な形

で当たれなかったということですけれども、実はほかの補助のメニューもいろいろ調べること

は調べました。ただ今回のこの施設は、施設が既にでき上がっているという状況、その中の補

足的な暖房等をそういう形で使うということで、これ単体での目的ということでなかなかなら
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ないものですから、今のところ事前に検討した助成メニューでは、新しい形でモデルとなると

いう部分では、ある程度既存のボイラーという形なものですから、今の補助メニューの中では

拾いきれなかったという、そういうような状況です。ただ、全体のシステムの中での位置づけ

をさらに整理した中で、そういうことが可能なのかどうか、実際大渕委員が心配されるように、

エネルギー量として、供給するエネルギー量としてこれで足りるのかというのは、暖房に使う

にしてもちょっとあろうかと思いますので、今後のこともありますのでそこのところはちょっ

とそういう全体のシステムの中での必要とされるエネルギー量も含めて、あるべき姿というの

ですか、まずはこの中でどれだけできるかということなのですけれど、そういうことでちょっ

と検討していきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 考え方としてよくわかるのです。まして 3,400 万円というのはもちろ

ん我々としては大きいけれど、こういう施設でいったらきっと全然話にならないくらいの金額

ですよね。だと思うのです。ただ、私はこれをつけるということで、例えば 1,600 万円、約 1,700

万円払っている日本製紙から買っている蒸気の量が幾らかでも減って、例えば 1,500 万円ぐら

いでもいいからなるとか、最後に竹田参事が言ったように乾燥まで行ける、もちろんそこで仕

事をしているのだから、暖房がないところで、寒いところで仕事をしていることがいいなどと

いうことを全然思っていません。思っていないけれど、そこでの具体的なメリットが町民に見

えるというか、我々に見えるようなものでないと、せっかくグリーンニューディールで 3,400

万円というお金が出ても、何かすごく事業としていいのかなと。もちろんそれはほかに暖房の

器具をつけたらお金がかかるわけだから、その分なくなりますというのはよくわかるのだけれ

ど、ただそれだけのお金、グリーンニューディールというそういう名前でつけるお金で、少な

くとも乾燥されることによって日本製紙から買う何かの量は減ったとか、やっぱりそれくらい

のものがないと、何か。では今までやってきたのは何なのかというような気になるのだけれど、

目的含めてそういうふうにはならないのですか。大体蒸気を発生させるというところまでのボ

イラーでは、これでは全然ないですよね。温水つくって、温水回すぐらいのものですよね。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 今つけようとしているのは温水ボイラーなのですけれど、

これは圧をつくるボイラーにかえますと、そこの部分の設備費がかなりの部分にまずなるとい

うことと、それから、ボイラーを扱う技術というか人が必要になってくるのです。そういうこ

とがありますので、そこの部分が解決つけることによって、例えば日本製紙から来る低圧蒸気

の削減になりますよということができるということと、新たに人を配置しなければならないと

いうことが解決するのであれば、それもありかなと思うのですけれど、今の状況の中ではそれ

も難しいかなというふうに思ってはいます。メーカーさんのお話では温風で暖房を取るという

形になるのですけれど、温風の当て方だとかそういった形の中で乾燥まである程度はできるの

ではないかというふうにメーカーさんのほうでは言っているのです。この暖房を入れたい場所

が、生計側のほう。高高圧処理ではなくて生計側のほうの副資材を置いているヤードのところ
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と、それから洗浄しているところ。ここの２カ所に集中的にというふうに考えているのです。

だから、どのくらいの乾燥能力があるのかというのはちょっとつけてみないとわからないとい

うところは確かにあるのですけれど、そういった中で少しでも乾燥させるということができれ

ば、どこくらいの金額の削減になるのか、例えば日本製紙から来ているチップダストを乾燥さ

せるために使っている蒸気でチップダストの乾燥を、例えば 10％以下にするのですけれど、そ

れが別なほうで乾燥できて水分が下がれば、もしかしたら、あらわすことはできないと思うの

ですけれど、そういった利点というのは出てくるのかなというふうには思っています。 

○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） 先ほど大渕委員のほうから出ていたのですけれど、お答えもいただき

ましたけれど、施設管理業務委託料、これがぱっと見ると 21 年度決算と 22 年度決算、これが

１桁違うわけですから、やはりこの部分の明細といいますかそういったものは私ども委員会の

ほうにやはり提示していただかないと、やっぱり何をチェックするかということになりますの

で、この辺だけはどうしても出していただきたいということは、お願いでございます。 

それと、先ほど出てございましたけれど、このいわゆる雑紙を、冬の凍結予防のために今暖

房をつけるということでございますけれど、これ以外には機能改善工事というものは、これ以

外ではもう必要がないのかどうなのかという、現段階でどのようにとらえられているかという

ことでございます。と申しますのは、これ、平成 23 年４月以降は一応ゼロになっています。固

形燃料の規格外品が４月、５月、６月とゼロ、ゼロ、ゼロということで、規格外品は 23 年度出

ていないということになっていますので、この規格外品というのは、今まで行った機能改善工

事によってもう規格外品は出ませんということでよろしいのかどうなのか。そういったもの含

めて、さらなる機能改善工事は先ほどの話以外に必要ないのかどうなのかということをちょっ

とお尋ねして。 

それと、私ども当初から心配していたのは、やはり生ごみが一番塩分があるということで、

実証実験と実際に行ったときとごみのボリュームも違えば、入っている中身も実際、現実的に

は違ったと思うのです。そういった中で今町民にご協力いただいているのは、雑紙というよう

な形でご協力いただいていますけれど、さらなる町民の協力をお願いして、例えばこれ、ほか

の町村で、白老よりもっともっと人口が少ないところですけれど、いわゆる家庭内で出る生ご

みのコンポスト、家庭内で処理していただくようなことをお願いしているようなところも全国

的には、小さい町の中ではあるのです。そういった中で、少しでも塩分の量を減らすためにこ

ういったことを町民にご協力いただくということも１つかなとは思うのですが。ただそれもア

パートに住んでいる方や、いろいろな方もいらっしゃいますので、ご自身の、簡単にコンポス

トを人の土地でやるということもできないでしょうから、いろいろな問題があるとは思うので

すけれど、少しでも町民にご協力いただくというようなこともいかがなのかなということを前

から思っていたのですけれど。これについての考え方をお尋ねしたいと思います。 

○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） 委託業務費の増加の内訳、明細という部分については次回整
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理します。一応押さえはしているのですけれど、今手持ち、ちょっと持ってきていないという

ようなことありまして。 

あと、２点目に出た雑紙凍結予防という部分で、副資材の凍結予防対策としては、雑紙自体

はほとんど水分持っていませんので心配ないのですけれど、特にハイプラとかそういう部分に

ついての対策ということでバイオプラの活用がちょっと考えられるということでございます。 

あと、機能改善工事の不足分とかもうないのかと。あるいは規格外品のお話部分ですけれど、

実は 23 年６月にちょっと１回だけ規格外品出ています。これは水分の部分で出ています。 

機能改善工事ですね。最終的に３月に製品をつくるために生成物を洗浄処理した脱水計器と

いわれる送り出しの部分を実は改修しています。そういう部分で、ある程度、一定程度機能改

善工事が終わったという形にはなっているのですけれど、今ちょっとそういう最終、ある程度

動かした中での確認をしている部分です。そういう部分で、現段階で、これで全部終わりまし

たとちょっと言える判断、まだできないかなと。もう少し様子を見ながらこの辺判断していき

たいというふうに考えております。 

あと、生ごみ等の処理等の部分での町民の協力という部分では、確かに生ごみ処理を自宅で

やっていただくと、水分の部分ですね。水分とあと塩素の部分ですね。その部分で町民の方に

協力をいただけるということでありますけれど、基本的にはそういう生ごみも含めて高温高圧

処理で製品に支障がないという前提の中では一応組み立てしているのですけれど、そういう部

分について、そういう効果的な対策にどこまでなるかということ含めて、これはもう一度きち

っと検討してみたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 固形燃料の規格外の関係です。平成 23 年の４月から６月の

間では、すべて数字的にはゼロというふうになっていますけれど、実は６月に一度塩素濃度が

0.3 超えた製品がありましたのでつくり直しを１回しています。塩素に関しては去年の 12 月に

１回ありましたけれど、年に、まだ稼動して、機能改善後１年くらいしかたっていないですけ

れど、年に２、３回位にだんだん、大分失敗というか、0.3 を超える期間がかなり延びてきて

います。ですから塩素に関しては大分よくなってきたのかなということで、つくり直しという

形の中で規格内品になっていますので、表としてはゼロというふうになっています。 

それと、町民の協力の関係なのですけれど、今ちょっと検討している段階で、いろいろこう

いうことをしたらどうですかと、内部でいろいろと検討しているのです。それで、町民の方も

そうですし、事業者の方、事業系ごみについても何点かこういうふうにしたらどうですかとい

う案を今つくっていますので、その案を取りまとめた中で委員会のほうに報告したいなという

ふうには、実は考えています。もう少し時間いただきたい。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 日本で初めてのシステムですから、必ずしも 100％本当に実証実験ど

おり上手くいくのが本当にベストであり、ベターであり、それは望むところなのだけれど、な

かなかリスクもある中でやっぱりやってきているのは否めないと思うのです。そういう部分で、
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町民もできる限り協力をしていただく体制、最初と全然違うではないかという意見をおっしゃ

る方もいらっしゃるかもしれない。いらっしゃるかもしれないけれど、つくったものをだめだ

ったからこれやめますよという話にはなりませんから。これはやはりなんとしても維持をして

いくというような形の中で、町民の協力というようなことで、先ほどいろいろ事業系も含めて

お願いを、内容を検討しているということでございますので、是非詰めていただければなとい

うふうに思います。 

 それと、機能改善工事。先ほどの以外の、凍結防止以外の機能改善工事については様子を見

ながらという先ほど部長のお話でございましたので、そこでやはり気になるのはクボタ環境サ

ービスさんとの保証期間の問題ですとか、そういったようなことがやはり気になるところでご

ざいますので、この辺はやはり町と足並みを揃えてやっていただきたいというふうに思います。

この点については何かお答えがあれば。クボタさんとの関係です。 

○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） 現在まだいくつかの点についてクボタ環境サービスと協議を

進めております。22 年度に余剰生成物が、ひとまず 21 年度で機能改善工事が終わりながら 22

年度に余剰生成物が出てきたその責任の部分。これについては、一定割合、ある程度クボタさ

んのほうもその責任の部分認めていただくような方向で現在、今協議が進んでいます。詳細な

内容は今協議中ですので、それはきちっと整理された段階でご報告したいと思います。 

 また保証期間についても合わせて。いつをスタートとしていつまで延ばすかという部分。こ

この部分、今協議しています。最終的に機能がすべて確認されたという見極めの部分、先ほど

もお話しましたけれど、もう少し様子を見たいということで、その協議の中ではそういう申し

入れをしながら、それ以降どのくらいの期間という部分について今協議を進めているというこ

とです。町としては基本的に２年間ということをベースに協議していますけれど、これについ

てもちょっと、協議事項ですので、この部分についてもこういう方向がある程度ついたら、議

会のほうにご説明したいと思います。 

○委員（山本浩平君） わかりました。 

○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） 氏家です。バイオマス燃料化施設の全体的なお話、今聞いていま

したけれど、バイオマス燃料化施設の固形燃料の生産状況のところ、資料３です。今②の燃料、

規格外品は、４月、５月、６月に１回ぐらい出たみたいなことは、今話聞きました。私が聞き

たいのは、まず 22 年度の２月、３月、４月、５月、６月と、こういった数字を見てきますと、

クボタ環境サービスの機能改善工事が終わった後の数字が極端に上がっています。一応今実験

的に、果たしてそれが完全にうまく起動していくのかどうかということをやっているという話

をしていますけれど、仮に今の、例えば６月の数字だけを見ますと、規格内品の６月のところ

で見ると、約五百五、六十の数字が出てきているのだけれど、目標とする数字というのは、こ

こではどのくらいの数字になるのか。そのうちの今どれくらいの生産的なものをやっているの

か。数字的なもの割り返せば出てくると思うのですが、その辺を、１回説明をお願いします。
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まずそれだけ。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 平成 23 年度の月当たりの目標数値なのですけれど、まず予

算上、固形燃料 8,800 トンつくりますという目標を立てています。ですから 12 カ月で割ると約

730 トンが月当たりの目標値になります。ですから６月で 567 トンなので、まだ達していない

ということにはなります。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 達していないのはわかります。今の機能改善工事の終わった後、

どういった形の中で、フル稼働の話ではないですよね。ですからこれが今は実験段階だけれど、

これがある程度順調に推移していけば、この目標の 730 トン前後の数字が、今のところでの予

想としてはこれが立たないのかどうか。結局４、５、６月と、大体 500 から順調に 567。そう

いった推移を見ながら、自分たちの到達点というのをどこに持ってきているのか、私は見えて

くるはずだと思うのです。その中でまだまだ足りないものが、例えば水分のあれだとか、いろ

いろな問題が、過程の中で課題として出てきているのかもしれないけれど、この機能改善が終

わって、今実験段階としてやってきていて、大体ここまではできるなという予想というのはな

いのですか。予想というか目標値というか、達成度。 

○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） 燃料の生産の部分で上積みを計っていかなければならないと。

一応そういうような数字に、現実になっています。そこで上積み計る部分については、実は副

資材の料を幾らさらにオンさせていくかというのが実は上積みになるのですけれど、副資材の

中で水分の調整といいますか、副資材自体にどうしても水分含んでいるという部分があります

ので、その辺の水分調整の目標というのを定めながら副資材を使う量をふやしていくという、

今、最終的なそういう細かな部分でも、スピードだとか、投入量とか、ちょっとその辺を見極

めるための試験的なことを含めて今やっているという最中です。基本的には年間の目標量定め

ていますので、なるべく早く。１回目のテストというのは実はやっておりまして、１日のベー

スでいくと 30 トン以上の生産というのができるという。これ、副資材に質にもよりますけれど、

そういう数字も現実に出ていますので、そこと現実に入っている副資材、その辺との見極めな

がら、現在少しでも量が上乗せできないのか、今入ってくる副資材の中で量を上乗せしていく

にはどうしたらいいか、今ちょっとそこを現場の中でいろいろと工夫していると。今そういう

状況でございます。 

○副委員長（氏家裕治君） わかりました。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今氏家委員が聞いたことなのだけれど。ということは、集めているご

みはすべて燃料化になって、確かに１回再生産をしてクリアしたということですよね。副資材

を投入して、目標数値をつくって売ったほうが財政的にプラスになるのか、それともクリアさ

えできればトン数が下がっても、何も無理やりつくるというのは、副資材を入れないとできな
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いのだから、それをやらないほうが財政的にプラスだということだって考えられます。副資材

買っているわけだし、燃料化するのに金をかけて燃料化するわけだから。だから、そこら辺の

計算はしていますか。そして、そこら辺の方向性は、8,800 トンと決めたからどんなにこんな

にやらなくてはだめだということではないですよ。それは塩素分が落ちるために副資材入れる

のだから、そこがクリアできれば、私はいいと思うのです。財政的に副資材を入れたほうがプ

ラスになるとしたら、それはやったほうがいいけれど、そうでなかったら、そんなものやる必

要がない。そんなこと、目標やらないからといって、言うほうが私はおかしいと思います。例

えばそうなったとしたらです。このごみ燃料化システムの仕組みをどう考えるかという問題で、

採算ベースだとか、そういうことだけで物事を見てしまうからそうなるのであって、目的が違

うのです。だから、そこのところを町はきっちり押さえてやらないといけないと思うのですが、

そこのところどうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 今のことなのですけれど、お金のこともそうなのですけれ

ど、一番効率的なことを、組み立てたときにできる量は何トンなのですかということは、検討

していかないとだめだということは当然考えております。今はごみを処理して出てくる生成物、

それを残さないようにするためにどうしたらよいかということで、物をつくることイコールで

生産量に結びつくのです。そういうふうにやってきたときに、例えば１カ月 700 トンだとして、

それが１年間続いたら 8,800 トンいきましたということの経費と、例えば余す生成物を出さな

い形でそういうふうになってでき上がったときの経費と、例えばもっと量を減らした中ででき

る経費で、でも生成物がもし余るとすれば、余ったものを何かに別な方法でできるかどうかと

か、そういったいろいろなことを今後は考えていかなければだめだということは十分認識して

います。今の段階では余す生成物をなくしたいということで取り組んでいますので、同時にや

らないとだめだということは十分理解していますので、なくすことと一番効率的なつくり方は

何なのかということを考えた中で進めさせていただきたい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） 言っている意味はよくわかります。だから、例えば全く例えばの話。

今竹田参事が言ったのは、安愚楽さんが、日本製紙に売るよりも少なくとも生成物として高く

買ってくれると。そうであれば、余ったとしても副資材を使わないで、日本製紙の製品はこれ

だけだけれど、その前の段階で買ってくれるところがあって、それが全く問題なかったらそち

らへ売ったほうがいいと。それは、全くそのとおりなのです。そういうことを採算含めて、町

民との合意含めて、そこはうんと探求すべきです。うんとやればいい。そのことを逐次やっぱ

り常任委員会に報告してほしいのです。それは何かといったら、町民からの不信感をここで招

いたら、まず全部失敗します。そのことが財政的にプラスになっていくという要素でないとだ

めなのです。この２つがクリアされないと意味がないと思うのです。だから、そこのところを

きちっとやれるように、やりながら、なるべく細かく委員長に申し入れて協議会をやっていた

だいて、３カ月に１回ずっとこちらに報告して、どういう状況になっているのか我々が常にわ
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かると。そのことが町民の皆さんにも伝わっていくと。町はこういう取り組みをすべきだと思

うのです。そのことが今の燃料化システムが、町民の合意を得たり、きちっと市民権を得ると

いうことになると思うから。是非そこはそういう形でやっていただきたいと思うのだけれど、

どうですか。 

○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） この施設、大きくいうと２つの工程があると。１つのごみ処

理という部分については経費かけない形でできれば一番いいのですけれど、基本的にはかかる

経費というのはここ２年間運営してきていますので、これは一定の経費は当然かかってくると。

そういう部分かと思います。それから、出てくる生成物を使っていかに基準に合う形での製品

をつくるか。それをつくるにあたっていろいろ副資材とかエネルギーを投入しています。今、

電気代結構、ここの固形化ラインで電気代がかかるということで、そういう部分での売れる製

品を当然出して収入になるのですけれど、その収入と支出の見合いの中で、その分岐点という

言い方になるかどうかわかりませんけれど、そういうものは先ほど竹田参事が言ったように見

極めしていく必要があるのかなと。そういう部分については、ここまでようやくかなり目標に

近い形で来ていますので、これからのこういう部分については、そういうコストというのを特

に固形化ラインについては意識しながら我々も検討していきたいと思います。そういう中で、

日々の運営状況とか、そういう検討状況を委員会のほうにも逐次報告していきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。一番大事なところは、ごみ処理の考え方。例えば、先

ほど大渕委員がある程度のことを言ったので言及はしないけれど、まちのごみ処理全体の考え

方を、例えば燃料の販売というものを考えるのか、それともまちのごみ処理全体の物事として

考えていくのか、ここをしっかりと考えないと、議論が偏ってしまうとおかしい話になってし

まいます。販売屋になってしまいます。効果額が減ったからあなたたちどうするのですかとな

ったときに、あくまで効果額なのです。私は利益ではないと思っているのです。だから、その

辺の、これはお願いなのだけれど、今までずっと何年も前からこのバイオマスの燃料化施設を

つくることにあたっての、いろいろな収支の想定をずっと出した表があります。でも今回そう

いったものと照らし合わせて、登別に委託したときの、例えば年間にかかる維持費は、今の原

油高騰やなんかの部分も含めて、ずっとやっていたときにはこれぐらいかかっていく。委託料

としても、もしそのままやっていたとしたらあれよりはずっと高くなってきているはずです。

その辺との効果もちゃんと評価してやらないと、私はやっぱりだめだと思うのです。まちのご

み処理の考え方、そこで雇用が生まれ、自分たちのまちで出てきたものを、自分たちのまちで

処理するという、本当に完結型のことをやっているわけだから。悪いことをやっているわけで

はない。ただ、それでも先ほど大渕委員が言われたとおり、財政というものが絡んでくるから、

決してそれは、登別に委託している以上にかかっているのでは、何も意味がないということは、

私はそういう視点でやっぱり議論していかなければいけないのではないかと思うのです。だか

ら効果額が幾らになったから、それが全体の責任、白老のまちのごみ処理全体の話という考え
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方にはならないような気がしているのです。その辺のデータをある程度押さえながら、あの時

はあの時で終わった話だからではなくて、あの時の登別さんに委託していたら今はこうなって

いるという状況を踏まえながら、今の施設の運営をオンさせていくということも大事なことで

はないかと思うのだけれど。そういった資料も今すぐつくれとは言わないけれど、ちゃんとつ

くって、今はこういう状況ですというものを一緒に提出していただいたほうが、私はわかりや

すいような気がするのです。 

○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） ごみ処理の収支、また収支見通しの部分のベースを何に置く

かという部分のご質問かと思います。22 年３月に議会に出した資料については、20 年度の決算

数値という比較の中で今後どうなっていくかという部分では出しています。今ご質問ありまし

たように、その後の石油製品の高騰というのは現実にありますので、そういう要素も含めて、

もし現実に今広域処理を継続していたらどうなのかなという部分で、もしその辺の比較も出せ

るようであれば、そういうことも合わせて検討していきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私がどうしてそういうことを言うかというと、町内には、例えば

現状を見て、町民の人たちは何とか協力したいと、何とか上手くいってほしいのだと。日本で

初めてのこうした取り組みで、環境問題しっかり取り組んでいる町に私たち住んでいて、何か

１つでも協力したいのだと、そういう思いでいる人たちがやはりたくさんいるということです。

それが収支のことでもって、何億効果額あがるといっていたやつが、今こういうふうになって

いるのではないかと。確かにそういうことを言う人もいます。いるけれど、そういう人たちば

かりではないということです。だから、そういう人たちのことも考えると、そういった細かい

データも含めて、そして例えば、同じ外へ出しているものだったら、白老でやっていてよかっ

たのだという思いに、町民の思いとしてそういうふうにならないと、私はだめだと思うのです。

今の言われたとおり、そういうものを考えながら、私たち常任委員会としてもその辺の議論を

どこにもって行くのかというのもしっかり考えなければいけないのかなと最近思います。です

から、そういったデータも含めて、１つの判断材料にさせてもらいたいと。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。何かきょう出席が少ないものだから、言うことだけ言って

おかないと。次の委員会が開かれるときに、資料が、大分間に合う資料があるかと思うから。

そのときもちろんそういう話はしたいと思うのです。ただ、安愚楽との関係でも初め出ました

から、これだけはきちっと聞いておきたいのです。 

１つは、幾らで売るつもりかと。ざっくばらんにいきます。考えなかったらなくていい。幾

らで売るつもりかと。それから 3,000 トン売った後はどうするのか。3,000 トンもし売るとし

たらです。売れる状況になったらです。売った後は、先ほど言ったような考え方でいくのか。 

それからダイオキシンの測定体制はどうなっているのか。それから町内会との合意はどうな

っているのか。それからここで燃やしてもらうためにボイラーをつけるというところまでいっ
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ているのだけれど、きちっと町民合意、ダイオキシンの問題含めて、合意が勝ち取れる状況に

あるのか。ここが一番大きいと思うのだけれど、ここはきちっと聞いておきたい。 

もう１つ、安愚楽の出る産業廃棄物を、余力があれば、お金をもらってあそこで燃料にでき

ないのか。絶対今安愚楽は処理するところがなくて困っているのです。はっきりしています。

安愚楽は燃料化システム失敗したわけだから。最初に８割燃料化しようといった部分について

は今やっていないわけだから。だからいい物だけでもいいから、もし、あそこでお金をもらっ

て燃料化できないものなのかな。ほかの市町村からできないものだったら。要するにあの時言

っていたのが何かといったら、子牛の敷きわらというのは、下がものすごくぬれているけれど、

上の８割は余りぬれていないから、その分を燃料化すると。そのときにシイタケのほだ木の残

ったやつだとかそういうものを含めて混ぜて簡易な燃料にして、それを燃料化したいという話

だったのだけれど、それがだめになってしまいました。本当はそのときグリセリンだとか全部

使えればよかったのだけれど、あそこの廃油のところのグリセリンなんかも使えればよかった

のだけれど、それが全部だめになってしまったという状況の中で、私はそういうことも含めて、

いきなり循環で本当に考えられることが、白老町でできないのかどうか。実際に視察には沖縄

だとかから来ています。かなり今来ています。そこまでやれればかなりプラスの側面が出るの

ではないかと思ったのだけれど、そこら辺どうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時１９分 

                                         

再開 午前１１時２５分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 大渕委員いいですか。答えを先に聞きたい。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 何点かご質問ありましたのでお答えします。まず安愚楽牧場

への売却の値段については、まだ協議は行ってございません。一応塩素の高い生成物の状態で、

これは一応粉黛のままで使っていただこうということで考えておりますけれど、価格について

はまだ協議していませんし、まだこちらのほうも腹積もりとしてこれぐらいという部分は、ま

だちょっと整理しきってございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

余剰となっている生成物を全部使った後どうするのかという部分ついては、先ほど竹田参事

のほうからちょっとお答えしたような考え方も含めて対応していきたいと思います。 

あと、ダイオキシンの測定体制といいますか、それについては一応煙として出てくる部分に

ついては、専門機関にサンプル採っていただいて、きちっとした国の法律等に基づくダイオキ

シンの測定方法、決まりがありますので、そういうような中で測定していただくと。結構具体

的な測定方法については、かなり専門的にガスクロマトグラフ必要分析とか、いろいろな専門

用語が出てくるので、私ども十分理解できないところがありますけれど、そういうきちっとし

た計量できる認証された専門機関に委託したいと考えてございます。 

あと、当然町内会、町民との合意というご質問ですけれど、これもまず町内会にそういう検
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査結果等も含めて、十分事前にご説明して、それで理解を得た中で使っていただくということ

で考えております。 

最後にご質問がありました安愚楽さんの産廃というのは、家畜ふん尿の話かと思いますけれ

ど、一応ここもまず燃料化施設については一般廃棄物処理施設ということで産廃の施設はまず

取っていないと。取ればできるのではないかという話になろうかと思いますけれど、基本のベ

ース、生産上の基本ベースは、一般廃棄物の量をベースにしているものですから、かなりそれ

とが違う話になりますし、そこの部分は確かに課題であるということは、町全体でも押えては

ありますけれど、このような処理方式でという部分については、ちょっとすぐこれでできます

という形にはならないかなと。いろいろな検討が必要かと思います。とりあえず１回目の答弁。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。すみません。ということになると、粉で売るということに

なると、今ある規格外品は、新たにうちでつくるボイラーでは燃やせるけれど、それ以外のと

ころで今ある規格外品をどうする考えか。三千何百トンかあります。その分をどうする考えか。

その点が１つ。 

それと、これでもうやめますから。斜里の、新たにことしやっていますけれど、斜里の状況

がわかれば、わかる範囲で、ちょっと聞いていることがあれば、斜里がどんなような状況にな

っているかお聞きをしたいと思うということが１つと。 

どうも今の話を聞いていると、かなり忙しいようには思えるのだけれど、一般質問で出まし

た紙の回収の改善の仕方は少しは進むようなことはないかということで、それでやめますから。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） まず何点かお答えします。雑紙の関係なのですけれど、改

善の方法、委員のほうから何点かお聞きしております。進んでいるかという点につきましては、

ぐっと進んでいないところもありますけれど、先ほど町民の方にお願いしたいこと、事業者の

ごみに関してお願いしたいことがありますといった中で、ちょっと整理をした中で、どこかで

報告をさせていただきたいというふうに思っています。 

それから斜里町のほうですけれど、24 年度稼動に向けて事業を進めているというところまで

は聞いていますけれど、詳細についてはちっと聞いていない部分もあるので、８月に斜里町の

議員さんが視察に来ます。そのときに聞いていいのかどうかというところもありますけれど、

今手元に詳しい情報持っていませんので、整理した中で報告させていただきたいと思います。 

規格外 3,600 トンの関係なのですけれど、バイオマスボイラー、温水ボイラーですね。自分

のところもそうですけれど、安愚楽さんのところでも使っていただきたいというふうにも思っ

ています。それ以外の行き先については、固形化ができれば行くところは確かにあることはあ

るのです。ちょっとどことは言えませんけれど、あるのですけれど、運搬経費がかなりかかり

ますので、その辺をどういうふうに解決できるのか、できないのかということになってきます

ので、余り塩素が高いと、石炭ボイラーだとか持っているところの、基本的には受け入れは難

しいというところなのですけれど、何カ所かあることはありますけれど、ただし運搬費がかか
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るということで、その辺をどういうふうに解決していくかというところです。 

○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） 若干補足させていただきます。雑紙の回収です。これは今曜

日を決めて月に２回ぐらいしか集められない状況になっています。そういう部分では出したい

方が十分出したいときに出せないという状況も、そこは理解していまして、例えば投げ込みで

きるような施設というのですか、随時できないかということで、閉鎖された事業所のそういう

ヤードを使えないかとか、いろいろと当たった経過はあるのですけれど、やはりお金の話にど

うしてもなってくるということで、そこのところはなかなか進んでいないという状況です。 

あと、斜里町の状況については、先ほど竹田参事もお話しましたけれど、これから契約段階

に入ってくるのではないかと、そんなお話は聞いていますけれど、詳細の部分は十分・・・。

ただ、契約についても公募型なのか、どういう形なのか、そこは把握はしてございません。 

規格外品の部分については、実際この白老周辺で固形化した場合使える施設がないかどうか

ということで、１、２あたってきたという経過はありますけれど、やはり製品の塩素の部分と

いうのがやはり、１つの使えるかどうかの決め手になってきますし、またあまり遠いところで

すと、先ほど竹田参事がお話した、やはり運搬費の問題、この辺が出てくるというふうに押さ

えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。要するに、3,600 トンは目標をきちっと持って、そして処

理してしまうと。これが残っていると、いろいろな違った形になります。出てきます。これは

は早く処理したほうがいいです。劣化するという恐れがなければ、町の新しくつくるボイラー

でこれだけ処理できるから、これだけは必ず処理できますというようなものをきちっとすると。

５年間なら５年間で、劣化しないからこれだけ処理しますというようなことをはっきりさせる

ということの努力をしてほしいというふうに思います。それだけは期限を切ってやられたほう

がいいのではないですかというふうに、私は思っているのです。どこでもいいというのではな

くて、優先的にこれを買ってくれたり、外の公害含めて問題なかったら、処理してしまうとい

うことが、私は一番大切だろうなというふうに思っております。以上。 

○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） これまで町内の中でというのを１つのベースに置きながらも、

そこの周辺で活用できないかということを検討してきました。今委員からあったご提案につい

ては、そういうような方向も含めてちょっと検討させていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。 

 私のほうから。ちょっと細かいことなのだけれど、先ほど副資材について、冬しばれると。

それから、私が今思っているのは、副資材のこともそうなのだけれど、これは蒸気で溶かせば

早いと思うのだけれど、蒸気の使用料がまた大変ふえていくから、これもゆるくないのかなと
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も思うけれど、今ボイラーもつけるよと。そのボイラーで暖房も取るのだろうけれど、夏は何

度くらい室内温度があって、冬は何度くらいなるのか。これは当然データとして出ているはず

だけれど、出ていなければこのボイラーつけるということにならなかったと思うのだけれど、

働く人の環境もあると思うから、この辺が。あそこは換気をどんどんしているし、温度を保つ

のが大変なのだと、私は素人の考えながら思いました。だから、その辺年間ベースで温度をず

っと調査した結果があるはずだから、役場にあればそれはすぐ見ればわかるのかもしれないけ

れど、クボタだって当然その環境は月々取っているはずだと思うのです。そうでないとボイラ

ーの選定できないから。だから、そういうデータが今ないにしても、この次出せるのか、それ

によって働く人の環境をよくしてやらなくてはだめだから。そうかといって、いくら冬だから

といって、換気扇とめたら体に悪いわけだから、その辺のことをよく考えた上で、環境をどう

するのかという質問だけ１つ。 

 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 今の件についてなのですけれど、冬場で温水ボイラーを使

って暖房イコール乾燥に使うときの温度が５度前後というふうにメーカーのほうから聞いてい

ます。この温水ボイラーは、クボタ環境サービスはタッチしていなくて、ボイラーメーカーさ

んがこちらの現場を見たりなんかして、その中では必要なものとか、そういったデータをいた

だくことになっています。クボタの委託先で作業場の温度管理というのはしているかどうか。 

○委員長（玉井昭一君） わからなければ、先ほど言ったように今でなくても、21 日までに出

していただければいいし。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） わかりました。 

○委員長（玉井昭一君） これはやっぱり冬、例えば５度とか 10 度未満だったら環境に悪いわ

けですよね。だから今答えなくてもいいのだけれど、やっぱり作業場であっても 15、16 度はな

いと。動いているからかなり温かいのだとは思うのだけれど、事務所みたいに 20 度以上の、24

度が適温だというけれど、そんなとることはないともちろん思うのだけれど、その辺が夏、平

均して取らないと、ということを考えているのだと思うのだけれど、その辺でわかれば。 

 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 室内温度のデータについては確認します。この施設、やはり

ちょっといろいろ環境、かなり必要とする施設だということで、かなり屋外環境に近い形で当

初から想定して作業環境というのは考えてございます。そういう面では作業員の方ちょっと大

変だと思うのですけれど、冬季のそういう衣服の関係とかそういうことも調整しながら一応２

年間やってきていますので、ここの部分、多少ちょっと室温上がるかなと思いますけれど、そ

ういう部分での冬の作業環境については２年間の経験がありますので、そういう中で十分受託

者のことも、今後冬場の環境、作業環境、働く人の環境も協議していただきたいと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） それともう１つ。あそこのふちを通っていない人に限って余計な話

かもしれないけれど、感じるのです、においがやっぱり。だからその辺も、答え後でいいけれ

ど、徹底してにおいが出ないような方法に向けていくと。この辺を充実していただきたいと思
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います。以上です。 

 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 一応、におい対策については機能改善工事、21 年度でやった

部分について周辺の方の対応の部分についてはある程度理解していただくところまで来たのか

なとは思います。とは言っても、私もあの施設に度々行きますので、まるっきりにおいがない

ということはなかなか難しい施設です。これは近くの工場も含めてなのですけれど、そこの部

分での課題として、数字的には環境基準問題ないとは思いますけれど、気象によってはどうし

ても上に雲がかかってたまりぎみになるとちょっとにおいを感じると、そういう状況は私ども

も感じてはおります。ただ、これを、ではさらに対策を講じてそういう部分をまるっきりなく

するということがなかなか、近づくとどうしてもありますので、その辺はなかなか難しい部分

なのですけれど、一応課題であると。においについては実際町民の方から指摘受けるときもた

まにありますので、その辺はそういうふうに受けとめた中で、今後の課題ということで考えて

いきたいというふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） それでは、以上で建設厚生常任委員会を終了いたします。 

（午前１１時４２分） 


