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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２３日（月曜日） 

開  会  午前１０時０７分 

閉  会  午前１１時３８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（６名） 

委 員 長 西 田  子 君      副委員長 広 地 紀 彰 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（１名） 

 委  員 氏 家 裕 治 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書 記    小山内   恵 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。  

（午前１０時０７分）  

                                         

○委員長（ 君） 本日の委員会の議題は、バイオマス燃料化施設についてでございま

す。先般、バイオマス燃料化施設と最終処分場、日本製紙さんのほうと３カ所視察させていた

だきまして、現状を見せていただきました。本日は委員の皆様方から、これからバイオマス燃

料化施設についてどのような方向性で調査させていただくか、そのような意見をいただきたい

と思いますのでよろしくお願いします。委員の皆様方から何か、どのような方向性でいったら

いいのかご意見ございましたらよろしくお願いします。 

まず、担当所管でした古い委員さん方のほうがよくおわかりだと思うのですけれども、大渕

委員いかがでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） どういうふうに調査をするかということなのだけれども、まず前回議

論があった、松田委員から出された６項目、そういうものをきちんと整理して、まだほかの委

員さんがあるかどうか整理をして、まずはそのことをきちんと町側から聞くと。方向づけはい

ろいろあるのだけど、そこのところを聞かないと次には進まないと思います。それで、それを

聞いた後に、それでは、議会として何か提言することがあったり、また、こういうふうにすべ

きだということがあったりするのであれば、それは整理をして、そのときは町側が入らないで

きちんと議論をすると。ただ、問題点が出されているのにそのことが解明されないまま議論し

てもどうにもならないのです。そう思うのです、私は。だから、前回松田委員のほうから６点

出されているわけで、出せというのであれば私も出しますけれども、そういうものを全部委員

から出してもらって、それをまず町側にきちんと回答をもらうというふうにしないと次には進

んでいけないのではないのかなと思うのですけど。私はそう思っております。 

○委員長（ ） 松田委員からいただいた前回の６項目、これにつきまして、中間報

告書の確認と検証、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

策定を進めますと言っていますが、大事なことはこの委員会のまとめた意見とするのか、議会

全体でまとめるのか、議論しておくべきではないかと。まずここは委員会としての考え方をき

ちんと示さなければいけないと思います。 

次に、本格稼働の発生した課題についてということで、生産量、収入不足、余剰生成物の発

生に対する責任とイコール経費の増大、15 年間の削減効果額についてきちんと説明を受けると。

２つ目にコスト削減について。３つ目に保証期間の取り扱いについて。発注仕様書のごみ質

0.35％と設定条件と副資材の調達状況について。それから、チップダストの含水率、副資材の

調達不足をプラント施設の不具合と受け止める説明を議会に続けてきた、いわゆるクボタの責

任と言い切って議会に説明してきたが、議会と町民に説明してきた責任の問題について。この

ようなことを松田議員が前回の委員会でお話しされていますけれども、これについて何点か町
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側のほうから説明を受けたいということでよろしいですね、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言っているのは、今の松田委員の６点については、それは結構で

すということなのです。それで、各委員からも同じような趣旨、中身が違う部分できちんと整

理をして、聞いておきたいことをこの常任委員会としてきちんと整理をして、それを町側に全

部説明してもらうというふうにしないと、その次のスタートまでにもいかないのです。まず、

そのことをやってもらうべきだと。だから、全委員さんが疑問に思っていることや解明したこ

とを全部出してもらって、それをまず町から説明を受けるということが必要ではないかという

ことです。松田委員の６点は、もちろん私はそれでいいと思うのだけど、ほかの委員さんがみ

んな持っている部分を出してもらって、それを整理して町側から答弁をもらうということです。 

○委員長（西田祐子君） それでは、今の大渕委員の意見でよろしいでしょうか。ほかの委員

さん方からも何かご意見ございましたら。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 私もその方向で所管調査を進めたほうがいいと思います。というのは、

その都度その都度錯綜しながらいろいろな議論が混じってしまうので。それではいつまでたっ

てもきちんとした方向に向かっていかないという部分がどうも危惧されますので、そういった

各委員の皆さんのご意見を出していただいて、それで町側の、きちんとそのあたりの整理をし

ながら進めなければいけないというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） それでは、皆さん方から先ほど言いました、松田委員の６項目、そ

れ以外にご質問というか、町側にぜひ聞いておきたいということ、また、出してほしいという

資料がございましたら。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） これまでの議論をまとめたという形でとらえていただきたいので

すけれども、まず、前回の委員会の中でも経緯や責任問題をはっきりするべきではないかとい

うお話が出ていました。それで６項目というふうになりましたけど、この間の議論の中で出て

きたのは、まず、計画の妥当性。そもそも最初に立てた計画がどうだったか。理念や目的は妥

当であったか。そして、手続きや契約内容はどうだったか。こういった部分がきちんと明らか

にされていないのではないかということが出されていたと思います。まず、こういった部分に

対しての、今及川委員のほうからも出されたように、せっかく改善案の話をしようと思ったら

責任問題に戻ってしまったり、責任問題を話している中で改善の話になったりして、ここでも

う今回の所管事務調査を総括という形で進めるべきではないかというふうに考えます。 

まず第１点目に、経緯や責任。これについては、もうそろそろ３年目にもなりますし、ここ

できちんと明らかにできることが次につながると思います。 

２点目に、検討です。何を検討するか。具体的な項目については、皆さん、前回、前々回の

委員会の中で出されたとおりです。例えば、計画未達となっている要因です。例えば余剰生成

物の問題、副資材の問題、そして塩素濃度の問題。こういった部分がどうして計画未達となっ

ているかを共通認識する必要があると思っています。 
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次に、効果です。効果についてもまだ意見が分かれています。登別の施設に持っていく場合

と、白老で今焼却をしてバイオマスの生成をしているわけですけれども、こういった部分の効

果。これについても前回の議会の中でも取り上げられましたが、意見が分かれていたと感じて

います。 

 そして、それを踏まえて今後の方向性。方向性についてもまだ意見が分かれています。どの

ような考え方があるか。前回の議会の中でもたくさんの考え方が出されていると思います。そ

れぞれに向かって、その考え方で進むとその先どのようになっていくのか。そういった方向性

が３点目。 

まず経緯や責任の問題。次に具体的な検討。そして今後の可能性。そういった部分について

進めていってはいかがかというふうに感じていました。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私も６項目ぐらい出したのですが、１つは、前回町側の中間報告あり

ました。あの検証報告というのは、この３年間議会がさまざま申し上げてきたことなのです。

あれはあれとしてきちんと議会としても検証すべきだし、検証するときは委員会だけの検証も

あるだろうし、行政を交えた検証、これはこれとして、あれだけはしっかりとしてやるべきだ

し、それ以外のことでは二通りあると思うのです。この調査の仕方。１つは、この間の検証の

報告。行政を交える前に議論するか、交えて議論するかはわかりませんが。あれはきちんとや

る。あれが最後のまとめですから。ですから、あれはきちんとやるべきだし、そのほかに、私

もこの６点出したと言っても、頭の中にあることを、朝コピーして持ってきた程度なのです。

もっともっとあります、このバイオマスについては。ですから、そういうものの考え方、検証

は別にきちんとやるべきだと。行政の出した報告書の検証、それと、日ごろバイオマスに対す

る委員会としての分け方と、２つに分けて話したほうがいいのではないかと思うのです。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が思っているのは、この場合は具体的にきちんとやる必要があると。

そうでないと方向がどうですかと言ってもだめなのです、議会の場合は。だから、今松田委員

が言われた、１つは、町が出した検証に対する議会の態度を明らかにすると。これはとてもい

いと思います。ただ、私に言わせれば、はっきり言えば、町の都合の悪いことはここには出て

いないのです、この検証には。だから、新たにそういう出せるものは出したほうがいいという

ことで、出します、私も。 

１つは、0.35 で契約をしているのです。これは松田委員も書いています。設計条件です。こ

れは議会に発表をしていないのです。なぜ発表しなかったかということをまず明らかにすると。

これで明らかにすると。なぜ発表しなかったか、忘れたのか。皆さんが納得すればそれでいい

と。まず一つはそこ。これは非常に大きな問題なのです、この 0.35 というのは。これで契約結

んでいるわけですから。 

もう１つ。実証実験で塩素濃度 1.0 から最高 1.88 まで結果が出たと。ここの指摘は議会もし
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ているのだけど、そのことはいいけど、なぜこのときに 0.35 で契約しているものを再契約しな

かったのか。具体的に理由があるのならはっきりしなさいと。ここのところは町にはっきりし

てもらわなくてはだめなのです。そうしたら、再契約を結ばなかった理由というのはわかるで

しょう。そのことによって、今までの問題が全部出てくると僕は思います。 

それから、副資材の関係。1.0 から 1.88 出たときに副資材で乗り切ると判断したわけでしょ

う、町は。できるわけがない、はっきり言えば。何を根拠にできるとしたのか。何を入れると

したのか。そこの点をはっきりさせると。だから、ごめんなさいというのはこういうところで、

実は見積もり誤りでしたと。それはそれでいいのです。いいけど、そういうことをきちんとし

ていないのです。何回質問しても言っていないのですから。だからそこのところ。 

それから、クボタの責任の問題です。前回、最後に松田委員言いました。要するにモラルハ

ザード、企業としての公的責任はないのかどうか。なぜかと、1.0 から 1.88 というのはクボタ

も知っていたのです。知っていたけど 0.35 でやったわけでしょう。これって、大企業のやるこ

とですか。私はこのモラルハザードというのは、クボタにとっては非常に大きな問題だという

ふうに思います。これは松田委員の中にも書いているからいいと思うのだけど、私はここがあ

ると思っています。 

それともう１つ。議会答弁との差異。これはもう徹底的にきちんとしてもらいたい。調べた

ら、議会の今までの質問、答弁の中でごみ質の問題から何からすべて議論しているのです。そ

れが違うにもかかわらずやっていたのです、町は。それから、一番大きいのは、もうはっきり

書いているのは、契約は、性能保証期間は改善を行った後の２年間だときちんと言っています

から。そこの責任はごめんなさいだけで済むのかどうかということを含めてあるでしょう、は

っきり言えば。要するに議会にうそを言ったということなのだから。それと同じようなことは

建設厚生常任委員会の報告書の中にも結構あるのです。同じような趣旨のことをきちんと提起

しているのです、議会として。建設厚生常任委員会でやるのだから違うのです、一般質問とは。

議会として言っているのだから、そのことを守ったか、守らないかということはあるでしょう。

そういう点を私はきちんとすべきだと。この点ぐらいはやってほしいと。松田委員とダブって

いる部分はあるけど、そこをきちんとして、その上で謝って許されるものと、謝って許されな

いものと、そういうことをきちんとした上でスタートラインにつくということになると。スタ

ートラインについたらついたで言いたいことあるけれども、そこら辺を具体的にきちんと町に

聞いて明らかにさせるということが必要だというふうに思っております。 

○委員長（西田祐子君） 今のご意見、ごもっともだなと思って聞いております。私も今まで

の議事録、委員会の報告など最低限見ましたけれども、やはり町のほうに対して議会としてき

っちり指摘している部分あるのです。例えば平成 20 年２月 21 日なのですけれども、このとき

報告書をつくっていますけれども、今大渕委員が言ったように議会答弁との差異とありますけ

ど、これは代表質問でも一般質問でもなくて委員会報告なのですけれども、最後のところに、

これからの実証実験の中で発生するであろう各種の問題点は、クボタ環境サービス株式会社と

町が協力し合い解決策を見出すなど、万全な体制のもと本工事の着手、本稼働に努めるべきで
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あるというふうに書いているのです。この時点でもう本工事をするに当たってきちんとしなさ

いということを議会として、委員会として報告しているのですけど、その後からも次から次と

差異があるということは後で委員会報告の中で何点か出てくると思いますので、私もその辺は

必要だろうなというふうに思っております。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この前の町側の課題に対する検証報告あったでしょう。あそこの大事

なことは第５なのです。燃料化施設建設から本格稼働までの検証。それから、法的解釈なので

す。これにほとんど含まれているのです。このバイオマス問題の大きな懸念される問題。です

からこれは、後から別にこれはこれとしてやったほうがいいと言ったのは、これのことを言っ

ているのです。この第５と第７の法的解釈にほとんど入っているのです。バイオマス問題がこ

の２つに。ですから、これはこれとしてきちんとやって、行政も交えて聞くものはきちんと聞

くと。全部ここに入っているのです、第５と第７に。それで、分けるべきだと言ったのです。

私はそう思っているのです。 

○委員長（西田祐子君） 今大渕委員がおっしゃった１番から５番目までの点については、す

でにバイオマス燃料化事業に対する検証報告書の中のことについてですか。そういうふうに理

解してよろしいでしょうか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それはいいです。ただ、ここにはクボタのモラルハザードが入ってい

ないのです。だからそれはそれで構わないのだけど、僕が言っているのは、法的解釈と同時に、

議会で正式に町が答弁したことに対する差異というのは違うのです。法的解釈とは違う部分で

すから、そこは今松田委員が言うように別にきちんとしないとだめです。そこのところは議会

の生命線ですから。議会で答弁した中身とやっていること違うのだから。ここで議会が怒らな

かったらどこで怒るのだというようなものだと思いますけど。そう思っています。もちろん、

それはそれで結構です。松田委員言ったような形で結構です。もうちょっとつけ加えて言えば、

この間、松田委員が言ったけど、モラルハザードのクボタの責任なんか誰も言わないでしょう。

もちろん町に責任あるけど、町だけではないのです。クボタにあるということは誰も言わない

でしょう。 

○委員長（西田祐子君） 休憩に入らせていただきます。 

休憩 午前１０時２８分 

                                         

再開 午前１０時４８分 

○委員長（西田祐子君） それでは、委員会を再開いたします。 

今委員の皆様に過去のバイオマスについての委員会としての報告書をお渡しいたしました。

これは後で目を通していただいて、それについても過去にこういう報告があったということだ

けは理解していただけたと思います。 

それで、先ほどから議論になっていますけれども、何点か問題点が出されまして、特に皆さ
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ん方の中から分けて話をするべきだということなのですけれども、今後の委員会で委員の皆さ

ん方から意見をいただいて、そして、町側から説明していただくと。そういうふうにしたいと

思っていますけれども、ほかに特にこういう資料がほしいとか、これについてきちんと町側か

ら説明を聞きたいというご意見はございませんか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が資料ほしいのは、ごみ処理の最終処分場、あそこが 21 年からバイ

オマス事業の灰を埋めることになりました。それで、資料はある程度持っているのだけど、あ

そこの残量が何ぼあるのか。きちんとはかったものをみんなにきちんと示すべきではないかと。

というのは、前回あそこの視察に行ったら、27 年度に満度になるはずのものがまだ随分あるの

です。私は 32、3 年までもつような気がして。ですから、今まで処分場の経過も、あれは 24

万立方なのだけど 20 年度末で 5,400 立方残っていることになっているのです。ところが、町側

が我々に示していたのは、入れたものをはかっているからわかるのです。だけれども、ごみと

いうものは締まっていくのです。締まって沈んでいくのです。その分を計算しないで、ただ入

れたものの計算だけで、あと３年しかもたないと。議会に 23 年までしかもたないと言ったのは、

これもうそなのです。ただ入れたものの積み重ねた数値だけなのです。ところがこの間も行っ

て見たとおり、私は 32 年までもつと思います。だから、この 5,400 あった数値とか何とか、み

んなうそばかり言っているのです。ですから、きちんとはかって議会、町民に示せと言ってい

るのです。この資料をきちんとみんなにいただきたいと言って。測量をきちんとしたものを。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員の意見は、まず、測量した結果をきちんと出してください

ということですね。 

ほかの委員さんは特にございませんか。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 今休憩時間中も含めていろいろと検討した中で出た副資材の調達

不足に絡んで、当初の建築計画の段階では副資材を調達できるというもくろみがあったわけで

す。そのもくろみ、何がどれだけ副資材のもくろみがあったのか。それに対して、なぜそれが

未調達になってしまっているかということ。社会の情勢だとかいろいろな環境の変化があった

からだと思うのです。そういった部分について。 

○委員長（西田祐子君） 副資材の当初の予定が変更になった理由、内容ですね。 

ほかの委員さんはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 私のほうからとしまして、塩素濃度 0.35 だったということ、５月

23 日の全員協議会で町側がそういうふうに発表されたのですけれども、その後、報告書の中で

塩素濃度が 1.88 になっていたと、最高が。その検査結果をいつ役場のほうが報告を受けたのか。

議会に対してはこの間５月 28 日、中間報告という形で報告されましたけど、実際に役場側が一

体いつそれを理解したのかということを明確にしておくべきではないかと思うのですけれども、

その辺のお考えいかがでしょうか。 
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先ほど大渕委員がおっしゃったのは、再契約をしたのは実際にわかったのがいつなのかとい

う時期もきちんと含めて伺ってみたいと思います。 

町側にあと特に聞きたいようなもの、また、資料とかございませんか。 

及川委員、ございませんか。 

○委員（及川 保君） 特にありません。 

○委員長（西田祐子君） 吉谷委員はございませんか。 

○委員（吉谷一孝君） 特にありません。 

○委員長（西田祐子君） 議長はいかがですか。 

○議長（山本浩平君） この前の全員協議会で検証結果についての報告があった内容の中で、

副資材の調達ができないことによって受注者の提案で機能改善工事を施工して安定稼働を目指

したのだけれども、この後も要は思ったような形にすべてうまくいっているという状況ではな

い。多少は、確率は少しよくなったと思いますけれども、この辺、受注者の提案で機能改善工

事を行ったにもかかわらず、順風満帆にいっていないということに関して、この機能改善工事

を町側もよしとしたわけです。この辺のことが何かちょっと釈然としないところがあるのです。

だから、説明をいただきたいというしかないと思うのです。その辺があるのかなと思います。 

それと、町側の方がきょうはいないので誰に質問していいかあれですけれども、これはたし

か提案型みたいな形ではなかったでしょうか、最初。ということは、メーカーが提案している

ということですよね。ですから、その辺を考えると、この前、町側で出した資料の中では、検

証項目１、２、３以上のことから検証項目１、２、３についての責任を受注者に問うのは難し

いと判断するという結論を、町側がそういうふうに結論づけているのですけれども、この辺は

もっとメーカー側と話ができるはずだと思うのです。この辺の判断が違うのかなというふうに

私は感じるところがあります。 

○委員長（西田祐子君） この契約の内容について、町側が弁護士とかそういう方々からいた

だいた意見に対して、議長としては、最初提案型なのに、白老町側がそこまで判断できなかっ

た部分もあるのではないかというようなことをおっしゃりたいわけなのでしょうか。 

議長、どうぞ。 

○議長（山本浩平君） 今お話しになった弁護士といっても、聞くところによると町村会かど

こかの弁護士というふうに聞いています。本来なら、もし弁護士に相談するとしたら、こうい

うような状況の中で、企業側との争いというのか話ですから、それに精通したところを紹介し

ていただいて、弁護士というのはかなり専門性を持ったものではないと、なかなか何でもかん

でもというのは難しいのです、実際のところ。この辺のところをもうちょっと、実は手ぬるい

ような気がしていました。どうなのかなと。きょう、皆さん方の意見を聞いていると、やはり

メーカー側の責任が非常に大きいという話をされているとおりに、私自身もやはり今までの経

緯を考えると、メーカー側の責任というのも相当、本来あるのかなと。しかし、受注者に問う

のは難しいというところがいかがなものかというふうに感じています。おそらく町側としては

機能改善工事に数億円かけてもらったという、そういった経緯もあるということもかんがみて
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のことだと思いますけれども、やはり今までの議会に対しての報告云々を考えると、もっとも

っとメーカー側と話をする余地はあるのではないのかなというふうに考えるところであります。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 今メーカー側に対しての山本議長のご意見ございましたけれども、

ほかの委員さんはどのように考えられますか、その辺は。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 今議長がおっしゃった、クボタの契約段階からの責任というのは、や

はりみんな疑問に思っていることだと思うのです。だから、このあたりをきちんと、この間の

５月 28 日の説明で副町長のほうからそういう町村会の顧問弁護士の話として、もうこれは町側

としてはどうにもならないというような判断を示したのです。だけど、これで皆さん納得した

かというと、やはりそうではなくて、このあたりの責任問題というのはやはりきちんとしてお

かないと、常にこれからもつきまとうことになると思うのです。だから、今議長がおっしゃっ

たようなことはやはりきちんと整理をしていかなければいけないなと。整理をするのと、町側

の判断をもう少しきちんとつけさせる、改善方向でつけさせる方向でこの委員会がやっていく

べきかなというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 私も同様の趣旨なのですけれども、当初のごみの受け入れの塩素

濃度の問題、それについては一定の理解は深まっていると思いますけれども、今議長のほうか

らお話あったように、機能改善工事をしたわけです、億単位の。機能改善の時点では既にごみ

の受け入れの塩素濃度が高いということはもう明らかになっていたはずです。それに対して具

体的に問題が明らかになっていて、それに対しての改善工事をなされたわけです。その機能改

善工事について、なぜ、機能改善工事をしても目標数値を達成できなかったのかという部分は、

達成できるようになっていたのかなという部分、今疑問に思いました。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 結果的には、白老のごみ質わかったのが 20 年４月。そして、0.35 を

提示したのが 19 年８月なのです。この段階でまちは、まちとクボタで協議したら、0.35 だけ

ど 1.8 も最高あると、どうしたらいいだろうと、こういうときにまちは副資材を混ぜるしかな

いだろうと。まだ機能改善していないのだから。それでは、まちは、副資材何ぼでも集めるか

らやってとこう出発したのです。このプラントつくるまでの２年間。それで 21 年４月にプラン

トをつくって始めてみたら、全く生成物ができない。生成物ができないのは、まちが何ぼでも

集めると言った副資材が集まらないのです、その時点で。ですから、クボタは、それでは、水

洗いするしかないと。それで、６月からずっとテストをやっていったわけです。そして、10 月

になってテスト結果、水洗いすると塩素は何ぼか下がるとなったから、それでは、副資材が集

まらないなら機能改善する。機能改善というのは水洗いとチップダストの洗浄、ふるいにかけ

るものだから、これをやるということでやったのはすべて、今までの報告書を見ると、副資材

が集まらないからやったのだと。だけど、クボタは、性能保証期間であるから、当時４億円か
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かっているのです。私は５億円かかったと言ったら、まちのほうは３億円と言ったけど。私は、

議事録に残っているけど４億円以上かかったと聞いてきたので一般質問で議論したのだけど。

でも、それは保障期間の中でクボタは大目に見て機能改善したと、こういう解釈なのです。だ

から、機能改善したのもすべては副資材が集まらないからやったのです。そこでもっと調べて

いくと、23 年６月にそれでは副資材あったらできるのかということでやってみたら、結果的に

は 9,800 トンぐらいはできたのです。それを１週間でやったのだけど、それをならしてみると

9,800 になると。だから、プラント性能は万全だとこういう話なのです、要は。その話を全部

くるめたのが法的解釈したら、これはクボタの責任は難しいと。ただ、私はここでも検証のと

きに言うつもりだったのだけど、クボタが難しいとしたならば、まちは法的解釈の手続きによ

って、今後、この弁護士の判断が正しいのかどうか、本当にきちんとクボタと争うのかどうか、

このぐらいのことをすべきではないかと思うのだけど、この報告書では、争うのはやめたいと

言っています。だから、その辺なのです、問題は。そこにすべてがあるのです。私が先ほど言

った、第５と第７にすべてがあると言ったのは、そこに言っているのです。あの報告書に。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんのご意見いかがでしょうか。今の山本議長の発言、

松田委員の発言は、非常に委員会として重たい発言だと思うのです。やはり、その辺をたとえ

裁判にかけてみたところでどうのこうのという形で役場側がやめるのか。どういう理由で争わ

ないのか。その辺をまず伺ってみる必要があるのかなと思います。よろしいでしょうか、その

ような形で。報告書のところでは、裁判で争わない理由は、顧問弁護士というのですか、２人

の弁護士さんが法的には無理だというふうに言っているから争わないと言ってはいるのですけ

れども、その理由以外にきちんと。私もすごく山本議長とか松田委員の意見に、考え方に賛成

というのは、この仕様書のところの１－１のところです、最初に書いているのです。このバイ

オマス燃料というのは日本製紙に売ると。ボイラー燃料で供給することを目的としているので

す。この目的の製品ができていないのに、もうそういう機械でもいいと白老町で受けたからそ

うだというふうに理解していいのか。その辺がよくわからないのです。売るということが目的

ではないのだったら仕方ないと思うのです。最初に計画の概要できちんと日本製紙白老工場の

ボイラー燃料として活用される計画であると書いていますので、この辺がやはり町民も、もし

争わないというのであれば、一番疑問に感じる部分ではないかと思うのです。 

山本議長。 

○議長（山本浩平君） 僕はクボタと争いなさいと決して言っているわけではなくて、初めか

ら町の資料として、こういう点とこういう点があるから争っても負けますみたいなものを全員

協議会で出してきたでしょう。その姿勢がちょっと理解できないのです。それで、クボタ環境

サービスと白老町は本当に密接なつながりがあって、このバイオマスが始まったばかりではな

くて、上下水道のほうの関係から何からクボタ環境サービスが長年依頼をしてきて、長年随契

でやっているわけですから、クボタともっともっとひざを交えてちゃんと話をするべきだとい

うことを言いたいのです。ですから、こういった中でもう初めから、本来、覚書だとかを交わ

せばよかったのに交わしていない、そういう理由もあるから法的解釈しても負けますというよ
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うな弁護士に聞いたものをこうやって載せていること自体が、一民間企業の発想としたら考え

られないような内容なのです。これを載せて、全員協議会に出すということは。それでは、ど

うしたらいいですかという話になってくるわけでありまして、もっと、まだまだクボタと白老

町とは密接なつながりがあるわけですから、ひざを交えて話をするためにもこういったような

ものが出てくること自体に疑問を感じているということであります。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 山本議長の意見はよくわかりました。 

町側のほうから説明を受けるに当たりまして、今度 26 日ですか、委員会ですけれども。町側

のほうはそのときまでに出席の予定はありますでしょうか。 

熊倉参事。 

○事務局参事（熊倉博幸君） 今回の招集につきましては、23、26 日は町のほうの出席は求め

ておりません。こちらのほうで２回にわたってそれぞれ検証を自分たちでやるということにな

っていましたので。まだ日にち的に日数ありますけれども、きょう出されたものは、きょう中

にこういう項目で向こうのほうに投げかけないと回答も得られないと思うのです。 

○委員長（西田祐子君） それでは、きょう中にということですのでまとめていきたいと思い

ますけれども、その前に、担当課のほうで 26 日は都合つきますか。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時１３分 

                                         

再開 午前１１時２１分 

○委員長（西田祐子君） 委員会を再開いたします。 

担当課のほうからどのような報告になったのか、報告を願います。 

熊倉参事。 

○事務局参事（熊倉博幸君） 今話し合われたこの項目で、きょう向こうのほうに質問の状態

で出しても２日間ではちょっと回答のできないものもあるということで、できれば日にちを延

ばしてほしいという申し出がありました。 

○委員長（西田祐子君） そういうことですけれども、先ほど私言いましたように、皆さんか

らいただいた意見の中でどうしても時間がかかるというのは、最終処分場をきっちり測量する

ことと、それから、もう１つが経費の問題です。生産量、収入不足、余剰生成物の発生に対す

る責任とイコール経費の増大、15 年間の削減効果額の説明について。資料としてはこういうよ

うなものだと思うのです。ですから、あくまでも今回の検証報告に対して委員会として、なぜ

こういう検証報告になったのかということを聞きたいということを皆さんがおっしゃったので

はないかと思うのです。追加された部分は、もし細かい測量をしなければならないとかそうい

うものは別にしても、この報告に対して委員会として聞きたいということだから、これについ

ては報告できると思うのです。追加部分については後日ということで、そういうふうに整理さ

せていただきたいと思うのですけれども。 
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松田委員、どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 中間報告書の検証は、きょうの午後からでもやるのですか。 

○委員長（西田祐子君） いいえ。きょうの午後からは予定はしていなかったのですけれども。

26 日に来ていただいて、この中間報告について、今言われた意見をきちんと委員会として質問

しますので、それについて、なぜこのような報告になったということについての質問ですので、

その部分は答えていただきたいと思います。よろしいですね。 

及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 及川です。全員協議会で５月 28 日に町が示した中間報告については、

26 日に予定されている委員会の中で多分できるのではないかと思うのです。全員協議会の中で

も議論されているのですけれども、不完全燃焼というか。 

〔「何も議論されていないです。協議会だから。」 

と呼ぶ者あり。〕 

○委員（及川 保君） きちんとこの報告について 26 日にはできるのではないかと。３日後な

のだけど。町側としては、この部分については委員会と議論はできるのではないかというふう

に考えますので、この要請をしたらいかがですか。 

○委員長（西田祐子君） きっちりその辺は要請させていただきまして、説明だけで議論はし

ていないわけですから、26 日にきちんと来て議論していただきたいと思います。事務局のほう

で調整をお願いいたします。 

次回 26 日は午前中だけでよろしいでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほど大渕委員が言ったように、きょう各委員から出たいろいろな課

題、問題は、町側がそれに答えた後でなかったら協議できないとこうなったわけです。ですか

ら、そうであれば、26 日の午前中に説明をいただいて議論して、それからしかやりようがない

のです。その後、今度は報告書の検証でしょう。だから、私は午後から報告書の検証をしたら

どうかと言ったのは、それで言ったのです。 

○委員長（西田祐子君） 済みません、松田委員。きょうの午後から検証。 

○委員（松田謙吾君） 検証やったらどうかと思ったのです。あとやることないでしょう。 

○委員長（西田祐子君） あと残り 30 分ありますから、検証を始めますか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに招集願いしていないのでしょう。町側に議長の名前で招集願

い出していないから、きょうはできないと言っているわけです。だから、この次やるときは午

前中に検証報告書をやって、時間があって向こうが答えられるとしたら、午後からプラスアル

ファの部分をやるということになるのではないですか。そういうことでしょう言っているのは。

だから、きょうは午前中でやめてしまって、26 日午前中は、松田委員言っているように検証報

告書はやったのだからできるのだから、それをやりなさいと。きちんと議長から招集出して。

町長か副町長を含めて出すようにしたほうがいいです。来られなかったら来られなくて仕方な



 13 

いから。だけど、やはりきちんとこの問題はこれが決め手だから、そうだとしたら招集は町長、

副町長、どちらか必ず出てもらうとか。出られなかったら仕方がないのだから。だけど、担当

部長、担当課長ということできちんと出して、そこでやらないと。最終的にまたもう一回やる

なんていうことにはならないでしょう。だから、それで午前中、検証結果の検証をやり、午後

からその他の部分の検証をやるというふうにすればいいのではないですか。 

○委員長（西田祐子君） 今理事者側にも出席をという意見がございましたけれども、委員の

皆さん、いかがですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 皆さん賛成していただきましたので、理事者側にもあわせて出席し

ていただけるように要請いたします。 

それから、作業についてですけれども、ほかの委員さんから、これからこのような形はいか

がですかという、提案とかご意見ございましたら。と言いますのは、今度 26 日に町側から説明

を受けますけれども、そうしましたら、その後の日程まだ決まっていないのです。ですから、

松田委員の先ほど言われました、測量結果、そういうようなものとか、また追加でぜひ報告し

てほしい内容のものが出てきた段階で、町側から詳細な資料をもらう、答弁もらう日にちが必

要だと思うのです。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） もう１つ資料を要望しておきます。副資材の量と質。言うなれば、い

ろいろな副資材集めていると思うけれども、町内から集めたものと町外から集めたもの、町外

は購入していると思うのです。その量と質と金額と種類と、この 23 年度までの資料をきちんと。

それと、24 年度の予定の分をいただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） ほかに何か資料、必要な方いらっしゃいますか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今後の進め方の問題だけど、僕は 26 日だけで決着つくとはちょっと思

えないのです、はっきり言って。ですから、午後からやったとしても 26 日一日では無理だと思

うのです、これだけのボリュームは。それで、再度、町長が出るか、副町長が出るか、誰も出

ないかもしれないから、少なくても理事者がきちんと出た中でこの検証部分はやるということ

が必要ですから、まず、そういうスケジュールを。すぐに日程はいいから、考え方としてはそ

ういうことをきちんとやると。同時に、広地副委員長が言われたように、そこが何回行われる

かわからないけれども、決着ついた段階で次のことを考えなくてはいけないでしょう。そこま

で議会はやはりやるべきだと思うのです。確かに検討委員会ができて、それとの報告何かもあ

るだろうけれども、それと同時にやはり議会としてこうすべきだというようなものも僕は提案

したほうがいいと思っているのです。それには一度スタートラインに立つわけですから、その

スタートラインは 26 日では無理だと思うから、そういう見通しの中で動いていくということを

きょう確認すれば、それでいいのではないかと思います。ただし、言っておきますけど、何回

も言うけど、検証のときに一度はきちんと理事者に出てもらうと。副町長なり町長が出てもら
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って、我々のきちんとした意見を聞いていただくと。そして、彼らの考え方も聞くということ

が必要だということはあると思います。それぐらいで、あと日程はいいのではないですか。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 日程から言えば、今大渕委員がおっしゃったように、次回の 26 日で終

わるようなことではないもので、これはもう間違いないので、26 日にまた改めて日程等々調整

しましょう。そのほうがいいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３４分 

                                         

再開 午前１１時３８分 

○委員長（西田祐子君） 委員会を再開いたします。 

それでは、次回は７月 26 日、それと８月１日、両日とも朝 10 時から始めさせていただきま

す。特に 26 日につきましては、町長、副町長含め理事者側の責任ある方も出席していただくと。

もしどうしても無理であれば、午後からでも出席していただくと。わずかでもいいからきちん

とした形で出ていただくという形でさせていただきたいと思います。 

あとほかに特にございませんか。なければこれで委員会終わりたいと思いますけれども。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） それでは、本日の建設厚生常任委員会は以上で終わらせていただき

ます。  

（午前１１時３８分）  


