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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２４年 ７月 ９日（月曜日） 

開  会  午後 ０時５９分 

閉  会  午後 ４時４５分 

                                         

○会議に付した事件 

 所管事務調査 

１．バイオマス燃料化施設について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 西 田  子 君      副委員長 広 地 紀 彰 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 及 川   保 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    白 崎 浩 司 君 

     生 活 福 祉 部 長    須 田 健 一 君 

     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君  

     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（ 君） ただいまより建設厚生常任委員会を始めさせていただきます。  

（午後 ０時５９分）  

                                         

○委員長（ 君） 本日の所管事務調査は、バイオマス燃料化施設について現地調査を

行うものでございます。最初に町側から説明をいただきたいと思います。  

白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） きょうのバイオマス燃料化施設についての所管事務調査の開催に当

たりまして冒頭私のほうからごあいさつをさせていただきます。バイオマス燃料化施設につい

ては、ご案内のとおり平成 21 年４月に本格稼動後、３年が経過いたしました。その間塩素濃度

の問題、それに対する副資材調達の問題、機能改善工事の実施など対策、対応を行ってきまし

たが、目標の生産量に達しないこと、それによる収入不足、余剰生成物の発生など多くの課題

が発生しました。また機能改善による機器類、作業量の増加によってコスト増となり、当初の

ごみ処理経費の削減も達成できず、逆に町財政の負担となっている状況であります。これらの

責任等については５月 28 日の全員協議会で検証報告をいたしましたが、当初計画を大幅に変更

しなければならないことについてその責任の重さを痛感しているところであり、議会、町民の

皆様に大変ご心配をおかけしていることに対して誠に申しわけなく、お詫び申し上げます。現

在、今後のバイオマス燃料化施設の運営について改善計画検討委員会を設置し、検討を始めて

おりますが、建設厚生常任委員会の所管事務調査の中でも委員各位のご意見をお聞きしながら

しっかりと対策を示して実行していきたいと考えております。施設の安全、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全力で施設の改善に取り組むことといた

しておりますので、今後ご理解とご指導をお願い申し上げます。 

以上です。 

○委員長（ 君） ほかに町側から特にございませんか。  

竹田生活環境課長。  

○生活福祉課長（竹田敏雄君） 私のほうから日程をご説明したいと思います。まず１時 10

分を目安に役場を出発しまして、最初に１つ目のバイオマス燃料化施設の視察に入りたいと思

います。１時 20 分から２時の予定でお願いしたいと思います。その後２時 10 分から３時 30

分を予定しまして日本製紙白老事業所、主に１号ボイラー等を視察していきたいというふうに

思っています。続きまして、日本製紙が終わった段階で今度は３時 40 分から３時 50 分の予定

で環境衛生センターのほうを視察していただきたいというふうに考えております。最終的に４

時 10 分には役場のほうに戻るといったような予定で視察を組んでおりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○委員長（ 君） 本日の視察について何か皆さんご質問ございませんか。  

松田委員。  



 3 

○委員（松田謙吾君） 松田です。この所管事務調査をこれからするわけですが、大事なこと

は、今副町長が言ったように委員会の意見を聞きながら改革の策定をしていくのですと、こう

いうお話がありました。私は全員の意見を聞くのか委員会だけの意見で今後の改善計画を終わ

りにするのか、ここのところは大事なところだと思うのです。委員会の所管事務調査の意見を

重視して、時間が余りないわけです。検討委員会も始まっていきますしこの委員会もきちんと

やるのでしたら１回や２回では終わらない気がしているのです。それで私は、議長にもバイオ

マスについてきちんとした特別委員会をつくってはどうかと申し入れもしました。この話も何

もないのですが、大事なことは、この委員会の意見、何日かかってどのような調査をするのか

わかりませんが、この意見を即今副町長が言った議会の意見として取り上げて、次の改善計画

に持っていくような考え方なのか。これは副町長に聞くのではなく委員会としてどうするべき

かということをきちんと話し合うべきなのです。ただきょうは視察ですから後からやってもい

いのですが、委員会できちんとやる大事なところはそこのところだと思うのですが。  

○委員長（ 君） 今の件について何かほかにご意見ございませんか。  

大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今言われたことは、全くそのとおりだと私も思います。き

ょうの副町長のお話は、私はこの間の協議会とはちょっと違っているというふうに思ったので

す。マスコミも何もいないのですが、正式にきちんと態度を明確にされたというふうに私はと

らえるのです。町の態度を明確にしたというふうには思うのです。問題は、そこまではいいと

思います。ただこの後の問題なのです。ですからそれは、今松田委員が言われたように町側が

入られないときにきちんと方向づけを議論すべきだろうと。私は町の人がいる中でやるという

のは何か変な気がするのです。ですから議会の議員だけでやはりきちんとどういうふうにこの

所管事務調査を取り組むのかというあたりをきちんと何もなくなるまで議論して取り組むと。

必要に応じて所管事務調査をやるのであれば全員協議会の中で報告してもらうことも必要です

し、意見を聞くことだって必要になるかもしれません。そういうことをきちんと議会側で議論

をすればいいのではないかなと私はそう思うのですが、松田委員は違いますか。  

○委員長（ 君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 大事なことは、このバイオマス問題というのはかつてない大きな問題

だと思います。ですから私は議長にこの問題はきちんとかじを切ると、かじを切るというのは

私が前から一般質問しています。どこかでけじめをつけなければだめなのです。一度ゼロベー

スにして。ゼロベースというのは事業のゼロベースではなく、今までの議論のゼロベースを１

回考えて、そこからきちんと新たなかじを切らなければいけないと。私は前から言っているこ

とです。今回検討委員会も立ち上げていく、議会の意見も聞きながら策定に入れていくと言っ

ていますよね。きょうばかりではなく前にも言っています。そうであれば、この委員会の意見

だけでいいのか。議会全体ということは、このバイオマスに随分心配して質問した前田議員も

いるわけです。きょうはいないです。委員会だけで決めるとすれば、そういう意見は入らない

わけです。ですからこの意見を重視した策定作業に入っていくのか、議会全体の意見にするの
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か。ここのところをきちんと決めるべきだという私の意見だったのです。  

○委員長（ 君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） ただいまご意見出た部分ですが、前回の全員協議会あるいは先般の

本会議の一般質問等々でこちらのほうも私のほうからお答えしていますが、検討委員会を開い

てその間何もしないのかということではなく、途中経過を踏まえて全員協議会でも中間報告し

ますと、この前は課題の責任に対する中間報告をしましたが、事業そのものの検証も必要です

よというようなお話をさせていただきました。したがって私のほうの考え方としては、所管事

務調査の意見も各委員会の委員の意見も踏まえますが、そういうことを踏まえた中で全員協議

会をやっていくというふうに思っておりますので、当然全員の議員のほうからの意見を踏まえ

て今後方向性を見つけていくというふうに思っております。  

○委員長（ 君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 各委員のほうから話がありました。副町長のほうから冒頭話がありま

したが、この所管事務調査なのですが、先ほど来改善計画の検討委員会が 10 月をめどにという

話がされていますので、そうであるならばその前後に検討委員会の報告があるはずなのです。

私どものこの委員会というのは３カ月の調査特別委員会というふうに限定されているのですが、

検討委員会の報告を考えたときに、９月にきちんと議論されて報告される状況になるかどうか

というのもちょっとわかりませんので、延期せざるを得なくなる状況も考えられるわけです。

例えば 12 月報告にせざるを得ないですとか、そういう状況があり得るので、町側も今副町長か

ら議会の意見も十分参酌して進めたいという話もありましたので、そういうことであれば、き

ちんとこの委員会がきょうも現地を視察しますが、しっかりとそのあたりを踏まえてこの委員

会が。松田委員のほうからは先ほど前田議員も別の考え方がありますという話もありましたが、

この委員会がやはり責任を持ってきちんと議論して、議会としての考え方をまとめて報告する

というふうにしてやっていったほうがいいと私は思います。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今議会としてきちんとまとめるのはそのとおりです。ですから委員会

が議会としての意見にするのか、それともこの委員会だけの意見にするのか、議会の意見にす

るのならこのメンバーでは足りないでしょうと。前田議員が常に一般質問していて、そういう

方々だっているわけですから、そのことを私は言っているのです。  

○委員長（ 君） 広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今議論の中で今回の所管事務調査の位置づけといいま

すか、議会の意見を聞くということの意味といいますか、ここだけでいいのでしょうかという

問題だと思うのです。ちょうど松田委員がいらっしゃらない中で今回の所管をどういうふうに

するかという考えが交わされていたのですが、その中でまず大前提に、やはり立場が、考え方

が同じ委員の中でも違う部分があると、１つの方向性を見出すのはちょっと難しいのではない

かというふうに所管事務調査を取るときに議論があったのです。ですが、まず自由討論はでき

ると。議会の場ですとどうしても一方通行になってしまいかねないので、こうやって活発に委
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員同士も議論を交わし合うこともできるのではないかという点ですとか、ちょうど有識者会議

も開かれるわけですからそういったあたりに歩調合わせで調査ができると、タイムリーに調査

ができると。この２点がありますから、たとえこの委員会として両論併記みたいな形でまとめ

になろうとも、やはりここで話し合うことが大事ではないかという意味でしたので、やはり基

本的な考え方としては全員協議会の中でも中間報告その他、その部分で議会としての考え方と

いうのもまとまると思いますので、委員会はあくまでも所管事務調査の場として考えていけば

いいのではないかなというふうに考えます。  

○委員長（ 君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） そうであればそれでいいのです。考え方がそうであればいいです。  

○委員長（ 君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） きょうは視察ですから、タイムスケジュールに沿ってまずは現地視察

に行きましょう。今言われた議論というのはこれからの進め方についての議論でしょうから、

時間をもう少しつくって、きょうの日程の視察をまずやっておくことが大事な点です。まずは

その部分についてきょうは視察でしっかり見てきましょう。  

○委員長（ 君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） そんなことはわかっています。それでは副町長がわざわざここに来て

あいさつすることはないのです。所管事務調査の委員会ですから。あいさつしているから私は

言っているのです。それでなければ何も副町長が来て言うことないのです。  

○委員長（ 君） 皆さんからいろいろとこの委員会の進め方につきましてご意見いた

だきました。副町長がいらっしゃってくださいまして、これから委員会としてどういう方向で

いくのか、また議会全体としての意見にするのか、所管事務調査でありながら全員協議会で改

善検討委員会の報告などをしたいということもありますが、その辺も含めまして、本日は視察

ですが、後ほど部長と相談しまして今後の詰め方についても議会のほうの意見をまとめまして

そちらのほうとまた調整させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 確かに今氏家委員の言うとおりなのですが、町も言いたいことがあっ

て来ているわけですからそれはそれでいいと。間違ってはいけないことが１つだけあるのは、

私が思うのは、例えばここで所管事務調査を建設厚生常任委員会がやると、それは議会にその

結果は必ずかかりますから、本会議にかかるわけですから議会の意思になります。そこは間違

わないでいかないと、そういうことが前提にきちんとなっていないとだめなのです。委員長わ

かりますか。ここが大切なのです。所管事務調査を報告しますよね、報告したことは議会で否

決されれば議会の意思になりません。ですが我々で議論したことが本会議で可決されればそれ

は議会の意思ですから。ですからここの責任というのはそれだけあるという意味で、どこかに

頼ってやるわけではなく、ここの所管事務調査をやるというのは我々皆が責任を持ってそこは

やって、議会に報告してそれが可決されればそれは議会の意思になります。そこまできちんと

しておかなければ後で何か議会の意思ではないようなことになっては困ります。私が言ったよ
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うな形になると思いますが、ですからそこら辺はわかってきちんとやりましょう。  

○委員長（ 君） そういうご意見もございましたので、そのとおりだと思っておりま

す。ただこれからの日程の組み方については、私たち委員会のほうでまた再度協議しましてそ

のときに打ち合わせしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。  

それでは、ただいまから視察に行きますので、暫時休憩いたします。  

休憩 午後 １時１８分  

                                         

再開 午後 ４時０５分  

○委員長（ 君） 休憩を閉じて建設厚生常任委員会を続けたいと思います。  

バイオマス燃料化施設につきまして、本日はバイオマス燃料化施設と日本製紙白老事業所、

環境衛生センターの３カ所を現地調査させていただきました。これからどのような形で調査し

ていくかということにつきまして、まずは委員会として必要な資料をいただくに当たって、こ

ういう資料が必要だということであれば担当課のほうに言いたいと思いますので、皆さんから

ご意見いただきたいと思います。  

及川委員。  

○委員（及川 保君） 新しい議員もおられますし、その後、建設厚生常任委員会の中で全員

協議会の中での資料は皆さん配っていますので、以前もこの建設厚生常任委員会を何回かやっ

ているのです。そこのあたりの資料が残っていればほしいなと思います。  

○委員長（ 君） 過去の資料ということですね。  

松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 資料はもちろん大切ですが、何に焦点を当てて調査するのか。ただ行

政側の説明を聞くのではなく、私は５つ、６つ問題点があると思っているのです。議員皆の個

人個人の意見を出して何に焦点を当てて調査するのか。もう１つは、先ほど言ったように委員

会で決めたことは議会なのです。その辺をきちんとしておかないと、どういう項目を調査する

のかということをきちんと絞って、個人個人の意見を出して調査すべきだと思うのです。私は

私なりにどういうものを調査するのかきちんと絞ってあるのですが、皆さんどのような意見を

持っているのか分かりませんが。  

○委員長（ 君） 松田委員の意見がもっともだと思います。何を焦点にしてやるのか

というのがわからなければいただく資料も違ってくるという部分もありますので。その辺も含

めまして皆さんからご意見いただきたいと思います。  

氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 多分新しくなられた議員の方々は、新人議員研修の資料の中に今まで

のバイオマスの経緯ですとかそういったものもあったように私は思うのです。それは帰って資

料を精査してもらった上で、新たに資料が必要であれば後々自分たちの資料として請求しても

らえればいいかと思いますが、今松田委員が言われたとおり、やはりこれからのバイオマス事

業の実態が今後どういう方向性で進めていかれるかということについての議論だと思うのです。
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それが果たして今町側の説明のとおり当初効果額として見られていた、例えば８億円ですとか

７億円ですとか、今現在 1 億 4,000 万円、そしてそれが今実際ないですとか、今後それが町負

担の中で推移していく形になっていくのかどうかということも含めて、多分これからの有識者

の検証委員会等々の議論の中にも入ってくるでしょう。今回限りの所管事務調査ではないので、

そういったものも含めてこれからのバイオマス事業がまちにとってどういった役割を果たして

いくのかということが１つの大きな焦点になってくると思いますので、私はこれからの所管事

務調査の中で必要なときに必要な資料請求をしていくべきではないかと思っています。 

○委員長（ 君） ほかの委員からはございませんか。  

大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 私は、今検討委員会が持たれている中で我々がどれだけの意見を出せ

るかということが１つあるということを踏まえたときに、先ほどからずっと出ているように、

一度やはりゼロベースにするという意見が皆さん全部から出ています。議会が納得するゼロベ

ースというのは何かと、まずそこのところをやらないと次に行きません。ですから、私も何点

かあるのです。ゼロベースにするために何点か、きょう副町長が言ったことをいいのか悪いの

かを含めて、どう評価するのかということは議会としてあるのですが、あれでゼロベースだと

いうふうに認識するのかどうかという問題なのです。やはりゼロベースにした上で議論しない

といつも後戻りするから、ゼロベースというのは何かということをきちんとここで一たん町に

ただすものはただすと。松田委員が言いました３点なり５点なり６点なり、私も３つくらいあ

るのですが、皆さんある分をきちんと出して、それをただしてわかったと、本当に町が間違っ

ているものでしたら間違っていると認めて、我々がわかったと。次に検証委員会が出してくる

結論に対して我々がどういう態度を通すか、私も実は調べてみたのです。前田議員が言った２

つの項目がありました、日本製紙に売ってしまいなさい、粉にして粉だけを登別市に行って燃

やしてはという意見がありました。町はそれに対して何も言ってないです。ですが私が調べた

範囲では、２つとも無理です。私の調べた範囲ではできないです。それではやめるのですかと。

やめたら今の倍はかかるということになります。結果としてきちんとゼロベースになってそれ

からどうするかということが議論されるようにしないと建設的な意見にならないのです。です

から私はそういうふうにすべきではないのかなと。ゼロベースの部分はこの常任委員会の全員

が納得しなければだめです。松田委員もそう言っていたわけですから。私はそう思います。  

○委員長（ 君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 私は、やはりいろいろあったのですが、この間の中間報告ありました。

あれには今までのわからないことがたくさん出てきたのです。何かと言いますと、大方クボタ

に責任があったということも言い続けてきました。ことしの３月までまだクボタに大方責任が

あると言い続けてきました。含水率もそうです、副資材が足りないという前に含水率が多くて

できないのだと偽証みたいな話を言ってきたのです。こういうのはきちんとやって初めてゼロ

ベースだと私は思うのです。今大切なことは、中間報告書の確認と検証をきちんとするべきだ

と、初めて出てきたものがたくさんあると。 



 8 

それからもう１つは、今後の方針として、改善計画の取りまとめについて議会の意見を伺い

ながら策定を進めますとこう言ってきました。きょうも言いました。大事なことは、この委員

会の委員会報告をすると、大渕委員が言ったことを賛成しますと、これは議会の意見なのです。

ですから私は、委員会だけでいいのか、全体の意見がいいのか、この部分を言っていたのです。 

もう１つは、生産量、収入不足、余剰生成物の発生に対する責任イコール経費の増大、15 年

間の削減効果、ゼロベースにする前にこのこともきちんとこの委員会でやるべきだと。 

それからもう１つは、コストの削減です。今コストは１億 900 万円が 24 年は２億 100 万円な

のです。一般財源の持ち出しが倍になっています。２億円がことし２億 5,000 何百万円なので

す。ですからここのところもきちんとこの委員会で調査すべきだと思っております。 

それから保障期間の取り扱い、一般社会の中で契約というのを結んで２年というのは、そこ

で終わりのはずなのです。ですが議会で言ってきたのは、クボタに責任があるのに、きちんと

生産体制が１万 1,000 トンできないのに、間違いは機械の不具合ですと言ってきたのです。不

具合ですから我々は少なくとも５月 28 日の中間報告が出るまではクボタの責任だと思ってい

たのです。ところが５月 28 日の中間報告で、クボタに責任がないと出たでしょう。ここのとこ

ろもきちんと。今までと違う話になってしまったから、これもきちんとすべきだと。 

もう１点は、発注仕様書の白老のごみ質 0.35％、このことが副資材がどんどん増大すること

につながっているわけですから、0.35％のごみ質がきちんと 1.0 か 1.88 の実証結果がそのとお

りになっていたら、クボタがあの事業をできないと言ってやらなかったかもしれません。です

がまちは、ごみ質は 0.35 と書いていますが、どんどん集めますと約束したものですから、今こ

ういう結果になっていると思いますから、ここのところをきちんとさせなければだめです。 

あとは、大方クボタに責任があると言ったし、含水率が高いから生産できないと言った。全

くうその報告をしていたわけです。ですから私は、きちんと行政側が、確かにうそも言ってき

ましたし悪かったです」と謝れば、ここで初めてゼロベースになるのだと。私のゼロベースの

解釈はまずここです。この委員会で決めるのであれば、私は考えていたのです。委員会はやる

以上それなりの責任はあると思っています。私の調査していただきたい点は今の点です。 

○委員長（ 君） 今いろいろ出ましたが、ほかの委員。  

広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。自分の意見というよりも、皆さんの意見を伺って少し

整理する必要があるのかなというふうに考えていまして、まずやはりお話の中でよく出てくる

のが、これまでのことなのです。まず過去の総括、経緯、経過、対応それについてどんな責任

があって、それではどうするべきだったのかと。どこに問題点があったのかということが、い

つも先のことを話そうとするとそこに戻ってしまうと。そういう部分が私自身もこうやって話

していて感じます。ですので、こういった対応、経過についてまず総括ここでしっかり、こう

いう点が問題だったのではないかと結論づける必要がもうある時期だと思うのです。同時に、

やはりこれからのこと、もういいか悪いかですとかあるわけですから、いいか悪いかというこ

とを話し合っていくだけではなく、それではこれから今後のあり方で、この委員会からもあり
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ましたが、例えばいろいろな方策が出ました。いろいろな議論の中で、こうしたらいいのでは

ないか。ああしたらいいのいではないかとそれぞれに対して、それではそうしたらどうなるの

だろうということをきちんと展望を持って検証していくと、あとはほかの委員からも出たよう

にコストの問題ですとかもっと改善できるところがあるのではないかとそういったこれからの

あり方についての検証、まず最初にやはり経緯、結果についての総括が必要だと思います。そ

の後で、これからはそろそろ私たちとしても提言できるような形の議論を展開していくべきで

はないかというふうに考えます。  

○委員長（ 君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今広地副委員長と松田委員の言われたことは、私は同じことだと思い

ます。中間報告の検証をしっかりやっていくのだということが、今広地副委員長が言われたこ

とだと私は思いますし、そこをしっかりやった上で行政側が謝るとか謝らないとか別にして、

委員会で中間報告の検証をしっかりした上で、今後の運営のあり方について考えていくという

ことがやはり大事なことなのだろうと思いますから、そこについては多分誰も異議のないとこ

ろだと思いますので、そこが１つの焦点になるのだと私は思います。結局は今までの経緯、二

転三転してきたことが今回の中間報告の中で明らかになった部分と、松田委員が憤慨されてい

る部分ですとかいろいろそれは分かれることがありますから、それを１つの焦点として、委員

会としての結論、そこが１つの原点といいますかゼロベースになるのですと。それから議論は

先ですという話であれば、そこをしっかりやっていくべきではないかと思います。  

○委員長（ 君） ほかの委員よろしいですか。  

吉谷委員。  

○委員（吉谷一孝君） 私も、先ほどから出ているような話、まず松田委員が言われたことも

広地副委員長が言われたことも理解できますし、氏家委員が言われたことも全くそのとおりだ

と思います。とにかくこの委員会で何をするべきかということは、逆に言いますとそこのとこ

ろをきちんと精査して、過去を清算してこれから先どのように建設的にやっていくかというこ

とがやはりこの委員会のやるべきことだというふうに思うので、そこのところはきちんとやっ

て次に進んでいかなければならないのかなというふうに私も感じております。  

○委員長（ 君） 委員の皆様方から、中間報告をまずきちんと検証すると。それでは、

その検証の仕方はどうしたらいいのかという具体的な手法になっていくと思うのですが、それ

についてのご意見ございませんか。次回は皆さん方の話ではなく、すぐに委員会を開いてまず

そこの検証作業から進めていきたいと思っておりますので。まずは中間報告書なのですが、先

ほどちょっと出ていました、まず仕様書です。最初に契約したときの仕様書、そこの部分がち

ょっと前回全員協議会でいただいたときチラッと一部分だけありましたが、仕様書自体にそこ

の部分しかないです。それを委員会として要求すると。今ほど出ましたいろいろな意見があり

ますから、まずその辺からとりあえず町の担当のほうに。その辺でよろしいでしょうか。特に

これは出してほしいというものがあればどうぞ。私もやはり今ほどもずっと見てきまして、委

員の皆様方も感じていらっしゃると思うのですが、前回の委員会でも二転三転と答弁している
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とこういう部分が随分ありまして、今回の中間報告が本当に正しいのかどうなのかということ

自体も危惧を生じているといいますか、本当にこれで正しいのかと。申しわけありませんが、

余りにも今までの答弁が二転三転してきているのでそのあたりもしっかりとした資料をつけて

出していただきたいと私は思っております。実際に、塩素濃度何％ですと言って、それでは一

体何を基準にして言ってきたのか。実際調べた検査結果の大まかな資料でも結構ですから、こ

ういうような数字で 0.何％から何％というふうに今回の中間報告出しましたと。そういうもの

もきちんと資料としてつけていただきたいと思っております。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私もいろいろと自分も思っていることを話したのですが、１つやはり

クボタに何も責任がないというのは、私はここもまた不思議なのです。今中間報告からいくと

クボタは何もないのです。ですが、私はクボタにも責任があると思うのです。ですからそこの

ところでもやはりきちんと調査してクボタに議会として言うべきことはあるような気がするの

です。あの大きな日本のクボタが、私のやったことは全部正しくて全部まちが悪いのですとい

うことになるのかと。ここのところの調査もすべきだと思うのです。クボタも責任があると思

います。一緒にやったのですから。ですから一方的に町ばかりが絶対に悪いものではないので

す。交通事故でもお互いに動いていると片方で絶対悪くないと言っても７対３なのです。です

からこれからいきますとクボタが何も責任がないという話は、私はないような気がするのです。

クボタはまちの下水の仕事だってしているわけです。ですからそういう人間ですとか会社の倫

理的からいっても自分たちだけ何もないなど、ここの調査もすべきだと私は思っています。  

○委員長（ 君） わかりました。そこのところもしっかり調査をさせていただきたい

と思います。  

ほかの委員からご意見ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（ 君） そうしましたら、今言いました資料を担当課のほうにお願いすると

いうことで、こちらのほうで少し精査させていただいて資料請求したいと思います。  

次回の委員会ですが、これはどのような形で進めたらよろしいでしょうか。日程も含めてご

意見をいただきたいと思います。実は、今回第５次総合計画が随分、17 日から毎週火曜日入っ

ておりまして、できれば 24 日も午前中あるものですから午後からそういうような形で進めて

いきたいと思っているのです。私たちの委員会を別の日に改めてやったほうがいいのか、同じ

日にそのまま午後からやってしまうのか。この間総務文教常任委員長に伺いましたら、大体午

前中くらいで４回から５回の日程になっています。  

大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） はっきり午前中で終わるということがわかっているのでしたらいいの

ですが、そこでまた遅れたとかになりましたら全然話になりませんから、確認をきちんとした

上でやってもらわないと。24 日に延びたらどうにもならないでしょう。全員での委員会ですか

ら、終わってからやりますというのであれば３時になってからでも建設厚生常任委員会はでき
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ますから、全員の特別委員会ですからできますからそれはそれでいいですが、実際に午前中で

終わるのですか。はっきりしないと。 

○委員長（ 君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ４時３２分  

                                         

再開 午後 ４時４４分  

○委員長（ 君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

皆さんと休憩中に話をしまして、次回委員会を７月 23 日月曜日、26 日木曜日両方とも午前

10 時からするということで決めさせていただきたいと思います。 

資料は 23 日にいただけるか、その前に送付できるようにしたいと思います。委員の皆さん方

できょう言い忘れましたがぜひほしいというものがありましたら、あしたの午前中までに議会

事務局のほうまで連絡いただければと思います。 

ほかに何かございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） なければ、以上で建設厚生常任委員会を終わらせていただきます。  

（午後 ４時４５分）  


