
 1 

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２６日（木曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ２時３７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） 

                                         

○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開催いたします。  

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（ 君） 本日の議題は、バイオマス燃料化施設についてであります。先般、

現地を視察させていただき、さきの委員会で、今回のバイオマスのことにつきまして、白老町

から提出されましたバイオマス燃料化事業の課題に対する検証報告書、これにつきまして委員

会のほうでいろいろ議論させていただき、何点か議員のほうから質問したいということで理事

者を初め、町の担当者の方に出席していただきました。本日はよろしくお願いいたします。 

それでは、皆さんのお手元に何点か資料あると思いますけれども、資料の確認をお願いしま

す。事務局お願いします。 

○事務局参事（熊倉博幸君） まず１枚目、前回の委員会で出されました質問事項が１枚です。

それと、きょう担当課のほうから配付されました資料１、資料２です。 

○委員長（西田祐子君） それでは、所管事務調査の質問事項ということで 11 点ほどここに出

ておりますけれども、まずこれを提案された議員さんのほうから、これは簡単にメモしただけ

のものですから、その趣旨というものをまず伝えさせていただき、それから一つずつ答弁いた

だくような形にしていきたいと思っています。 

それでは、１番から３番まで、７番、９番が大渕委員、４番が広地委員、５番、10 番が山本

議長、６番、11 番が松田委員、８番、西田、こういうふうになっておりますので、一つずつや

っていったほうがよろしいですか。それとも全部、委員さんのほうから説明を受けて、まとめ

て受けたほうがいいでしょうか。町側はいかがですか。 

松田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） この間、委員会の最後に何か資料がほしかったらと言ったと思ったの

だけど。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員のほうから資料ということで資料１、資料２が出されてお

りますけど。 

○委員（松田謙吾君） 出ているのに、そう言ったと思うのに、今説明とか言うから。 

○委員長（西田祐子君） 検証結果につきましてこういう意見がありましたので、それらにつ

いての委員から町側に質問事項があったら、まとめてありますけれども、それについて質問し

ていただければということです。 

それでは、一つずついかせていただきたいと思います。それでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 町側に了解いただきましたので、まず１点目の大渕委員からお願い

します。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ここに書いているとおりです。ごみ質の塩素濃度が 0.35
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だと。このことは、町側から議会側に報告されていなくて、検証の中で初めて出てきたのです。

それで、私はこのことに対して非常に疑義を持っております。なぜ、0.35 というのが実証まで

議会の側に示されなかったのかという、そのことは、このバイオマス施設の、私はある意味、

かなり徹底的な部分を指していると思っているものですから、そこのところがなぜだったのか

というあたりはきちんしておく必要があるだろうということで質問をしたものでございます。 

○委員長（西田祐子君） それに対しまして、町側の説明をお願いいたします。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） ただいま大渕委員からご質問の趣旨をお聞きした中で、バイ

オマス燃料化事業について、塩素濃度の 0.35 に対する報告がなかったということにつきまして

は、事業そのものが町としては本来大きな事業ということもありまして、議会に対して事業の

説明は行ってきたところでございます。ただ、結果的にいきますと、詳細の 0.35％という設定

につきまして説明されなかったということについては、説明不足があったと考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。そういうことになるのだろうと思います。ただ、私の質問

の中で、ごみ質の問題で塩素の問題がないのかということを含めて質問しているのです。私そ

のことも読んできました。明らかに白老町の場合は塩素の濃度が問題になりますということは

指摘していたつもりなのです。そのときも 0.35 という数字は出ていなかったのです。それで、

私は、ここら辺がやっぱり一つ、町と議会の中で不信感を招いた大きな要因になるだろうと。

もちろん２番目との関係もあるから、委員長、２番目もいいですか。（２）の部分。この部分も

0.35 で契約をしているとしたら、1.0 から 1.88、1.88 はマックスだから、何もそれにはこだわ

らない。だけど１％出ていると。これが出た後、実証試験の後に私質問していると思うのです、

ごみ質の問題については。ほかのところと違うという質問をしているのです。それで、1.0 か

ら 1.88 と出ているこのときにも、ここの２番目の趣旨はちょっと違うけど、0.35 の説明がな

かったというのは、私はやっぱり、これはちょっと議会に対して容認できる範囲ではないので

ないかと、その範囲ではないのかというふうに思っているのです。ここはやっぱり私は譲れな

いところなのです。だから、確かに今の答弁の中身なのだけど、私はやっぱりちょっとそこら

辺が納得できないということがあるので、再答弁を求めます。２番目のことを含めて。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 私のほうから 0.35 の根拠をお話しさせてください。前の検証

結果報告書の中にもありますけれども、３ページ目のほうに書いてありますけれども、0.35 に

つきましては、全国都市清掃会議というところがございまして、そこで発行している参考書的

な本なのですけれども、それに記載されています、ごみ質の 0.35 を採用して仕様書に組み入れ

たという状況でございます。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活環境部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） ２点目の関係です。実証実験の結果との再契約等と、あと、
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そのとき町とクボタとどのような話し合いが行われたかということも合わせてお答えさせてい

ただきたいと思います。 

まず２点目につきましては、クボタ環境サービスが行った実証実験の試験を施設で行って塩

素濃度が１から 1.88％という報告をクボタから受けまして、塩素の除去のためにまずどうする

かという設備提案やそれに伴う財源の確保だとか、また、工期的な問題などを協議したという

ふうに思われてございます。しかし、その中で追加工事を行うためには多額の費用等がかかる

ということと、期間も要するというようなことから、副資材による希釈で解決をするという判

断に至ったと。そういう中で、あえて再契約は結ばなかったということになろうかと思います。 

また、0.35％については、大渕委員おっしゃるとおり、そのとおりかと思いますが、ただ、

我々もそこの検証はしていった中で、なぜ言葉として 0.35 が出てこなかったかということも含

めて、意図的にお話をしなかったとかそういうことではなく、単に計画の説明の流れの中で、

または、質問の流れの中で町側としてそこのところを詳しくご説明していなかったのかなとい

うふうに考えるものでございますので、その辺は本当に反省して、深くお詫び申し上げなけれ

ばいけないかなというふうに考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もう１点だけ。あと、ほかの委員さんに聞いてもらうけど、やっぱり、

0.35 をなぜ重視しているかというと、例えば 0.35 がわかっていれば、議会側から明らかに 1.0

から 1.88 出た、これは報告受けているわけですから、議会側。必ず再契約をなぜしないのかと

いう質問が出るはずなのです。今までの質問の経緯を見ても、私はそれぐらいの質問、だれか

が必ず気がついてやるはずです。想定できます。だって、1.0 から 1.88 出たとき、ごみの分別

の仕方が悪いのではないか、サンプルの仕方が悪いのではないかまで質問しているわけです。

そういうところからいくと、私は、0.35 は意図的に隠したのではないというふうにおっしゃっ

ていますけど、そうかもしれません。それで、全国のごみの平均濃度はそうだということも私

は承知しています。承知しているけれども、これはやっぱり、ただ流れの中でと言われて、我々

が理解してと言われても、それは無理です。はっきり言って。 

それと、再契約を結ばなかったという、その起点になるのが 0.35 なのです。これがなかった

ら、例えば 1.0 というのが出たときに、0.7 とか 0.8 だったら、契約が、それだったら希釈し

てやるというのも、それは受け入れできるかもしれないのです。だけど、0.35 って３倍以上で

しょう。1.88 で計算すると５倍も６倍にもなるのです。これはやっぱり僕は、そういうことが

0.35 と再契約を結ばなかったということは明らかに町のミスだと。そこのところをまずはっき

りしなければだめだというのが私の意見です。ですから、あとはほかの委員さんに聞いていた

だければ結構ですけど、私は、この２点については、そこは町側がはっきりそこのところをし

ないと私は納得できないという部分で、ここはもう、そう思っているというということです。

見解があれば示してほしいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 町側いかがでしょうか。 

副町長。 
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○副町長（白崎浩司君） ご質問等々の項目、内部でも協議させていただきました。確かに言

われるとおり、いわゆる仕様書に示した数値と、それから、実証実験をやった時点で報告を受

けた数値と大きな隔たりがあるということで言えば、全国的な平均で文献に書いている数値と、

いわゆる白老町が有しているごみ質と言いますか、そこら辺の大きな隔たりはあるのだと。た

だ、発注段階で、前後になりますけれども、白老のごみ質を全部押さえた中で、1.0 とか、そ

の近い数値で押さえて、仕様書に押さえて、それで発注すれば再契約とかそういう問題ではな

くて、発注前段でごみ質をきちんと押さえるということは、やはり、ここにも報告書出しまし

たけれども、そういうことで言えば、適切に数値を押さえていなかったというようなことにつ

いては、いわゆる全国平均を採用したということではなくて、それは事実的にあったとしても、

やはり白老町のごみ質を押さえるということは、そこの部分で言えば、十分な調査ができてい

なかったのかと、事前に。 

それで、２問目の質問に入りますけれども、そういうことで言えば、そういうことがわかっ

た時点で、それでは、その方法をどうしましょうかということになります。それでは、それに

合わせたプラントに設計変更して、そういう工事をやるかどうか。先ほど部長も答弁しました

けれども、それについての追加工事といいますか、経費がかかるということと、補助事業でや

っていますからある程度の期間が設定されていますので、この方法として希釈でやりましょう。

確かに今委員さんのご指摘のとおり、数倍の数値が希釈で果たしてできるのかというのは、今

疑義を感じるところがありますけれども、当時の受注業者との話の中で、やはり副資材を入れ

て希釈しましょうと。この方法で、いわゆるこちらの言う製品をつくりましょうというような

経過があったのかなと。これは推測の部分も入りますけれども、そういうような方法を選んだ

と。結果的に、今ご指摘のとおりそういう状況であれば、追加工事なり、改修工事なりをして、

それに見合うプラントをやるべきではなかったのかと言われれば、今現時点でご指摘のとおり

で、そういうような方法もあったのかなというふうには思っておりまして、結果的にそういう

ことの、後ほど質問も出てきますけれども、そういう希釈が十分に結果としては出なかったと。

そうしたら、もう一つ機能改善工事を行ったというようなことで言えば、方法としての選択の

見極めと言いますか、そこら辺が十分ではなかったというのも反省の一つかなというふうに押

さえております。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） これは、理論的に詰めるとかそのようなことではないのです。違うの

です。0.35 が先に発表されていれば、今の副町長のような苦しい答弁は必要なかったのです。

わかりますか。0.35 があったら、今私はこういう質問にならないのです。根本はそこなのです。

だから、その後にごみ質の実証実験をやっているわけですから、事実やっているわけですから。

ですから、0.35 が先に出ていれば、私の今のような質問は出ないのです。だから、僕はこの 0.35

に非常にこだわっているという意味は、その後、再契約が、それはいろいろ言い方があると思

うのです。それは、動いているから。だけど、トップの誤り、このボタンの最初のかけ違いが、

いや、そうは思っていないのかもしれないけど、私からしたら、そこのところがやっぱり。そ
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うでなかったら、今のような質問は成り立たなくなるのだから。0.35 出ていれば。わかるでし

ょう。ここが議会と町との考え方の違いというか、理論構成の違いの最も大切な部分なのです。

だから、僕はここを、テープとっているから余り言えないけど、言えば、言わなかったことに

対する怒りがものすごく僕はあるわけです。それは単に流れの中とかそういう問題ではないで

す。私に言わせれば、意図的にやったのではないかと言わざるを得ないぐらいの中身だと思っ

ていますから。だから、そこのところをやっぱりきちんとした町の態度が、まずここでは必要

だろうということで、これは答弁いらないけど、ほかの委員さんに聞いてもらえばいいけれど

も、私はやっぱりそこはそう思っています。これははっきりしておかないとだめな部分だから。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんで、この件に関しましてご質問ある方。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それでは、今大渕委員の 0.35 に対するいろいろな議論をしております。

大渕委員は最も大切なことだと、こう言っていますが、私も最も大切なことだと。このバイオ

マスが今このような状況になっている中の一番ここの部分だと思っております。それで、先ほ

ど副町長、ごみ質がこうなったから協議したのだと、こう言いました。協議したまではいいの

です。それで、協議した段階で、まちが副資材を全部集めると、こうなったのです。この約束。

ここがすべてなのです。このバイオマス事業の。なぜかというと、後からもずっと議論される

と思うのですが、クボタは副資材があれば、少なくとも実証試験結果からおいても、9,700 ト

ンまでの実証試験もしたと、こう言っています。そうなると、だから最後になってくるのです

が、クボタの責任ではない結果はここから出てきているのです。ですから、やっぱり大切なこ

とは、今言ったように、意図的に隠したか、隠さないではなく、それはどうしてだか本人しか

わかりませんから。そうであるのですが、言うなればここがすべてなのです。そして、協議は

したけれども、協議してまちが副資材は集める。ここがすべてなのです。２つ目のすべては。

ですから、この副資材さえ集めていれば、少なくても、プラントの性能は、日 40 トン、１万

2,000 の能力あるわけですから、それを何％か下回った日 36.6 トンの１万 1,000 トンに設定し

たわけなのです。それで、私が報告書をずっと見ていて感じることは、この副資材がないのが

すべてだったのだなと。集められなかったことが。それで、そこへいくと、その前が 0.35 なの

です。ですから、ここのところをやはり、責任というのはここなのです。責任、責任と言って

いるのは。報告書でも責任という言葉は出てきているのだけども、やはりここのところだと思

うのです、私は。それから、議事録見ればわかるのだけども、私は全部精査しています。だれ

が何を言ったか、全部。だけども、ずっと言い続けてきたことは、白老のごみ質の話は一度も

出ていません。要は、町側の、行政側の答弁は、今協議中なのだと。ずっと協議中なのだと。

その協議中と言っているのは、補償期間の協議中です。ずっと、このバイオマスが１万 1,000

トン、契約どおり生産されないのは、行政側が軸足大きく伸びているのは常にプラントのせい

だと言っているのです。ごみ質のせいだとは言っていません。それから、２年間の補償期間が

23 年３月で切れました。その後もずっとまだ協議中なのです。今この部分だけだから後からゆ

っくり言うけれども、そういう責任が、だから、やっぱり意図的ではないとか意図的とか、間
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違いなく意図的です、言ってきたのは。協議中だとか何とかって言ってきたことは間違いなく

意図的。そして、すべては副資材が集まらないから、こうなっています。これが私はすべてだ

ととっているのです。ですから、その責任はと、私、再三言っていたのはそこなのです。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） １点だけです。前段のやりとりの中で意図的という言葉でご質問が

ありましたけれども、私ども、仕様書の中に記載されていますと。それで、この仕様書につい

ては、塩素濃度は受け入れの段階で 0.35 だと。これは発注する段階で仕様書を公示する中で出

しています。そういう中でこの数字が内部書類ではなくて、外部に出している書類ということ

なので、この数字を内部で押さえているということにはならないと。そういうことで、これは

公に出している書類の中の数字なので、それをいろいろなやりとりの中で 0.35 を言わなかった

のだということは、それは何も意図的に言わなかったということにはならないということを言

いたいのです。それで、たまたま部長が先ほど答えたのは、やりとりの中でそういう受け入れ

のごみ質が濃度何ぼなのだというやりとりが実質なかったものなので、その数値がやりとりの

中では出てこなかったということで、それを意図的に言わなかったということではないという

ことは理解してもらいたいと、そういう意図で言わせてもらったということでございます。 

最終的には、副資材で希釈するという方法を選んだということで、その副資材は町が責任を

持って集めますというようなことで進みました。確かにそのとおりでございます。それで、３

番目の質問に副資材の根拠は何かという部分もそこにかかってくるのかなというふうに思いま

すけれども、確かに町の責任で副資材をということで業務を進めています。ものの考え方とし

て、塩化ビニール系を排除した廃プラ、それから、日本製紙からのフレコン、チップダストな

ど、塩素を含有しない副資材を配合し、塩素を下げられるというようなことで判断して、その

必要量の確保も認めるというようなことでいきました。結果的には、その副資材が水分を多く

含んでいることや異物が入っていたというようなことから使用できなくなったと。いわゆる、

必要とする副資材の調達が思うように進まなかったということで、結果的に生産量に達しなか

ったというようなことで、これについては、町の責任で副資材を調達するということの結果的

にそういう行為が達成できなかったということについては、やはり今言われるように町のほう

の責任あるのではないのかと言われれば、そのとおりかなというふうには思っております。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この議論はどこまでいっても、思っていること、それから、実行した

ことあるのですが、私はバイオマス事業をずっと見ていて、質問も何度もしてきました。だけ

ども、ずっと言ってきたのは、ごみ質の塩素濃度が高いのが何とかと。ごみ質の塩素濃度とい

う言葉は余りないです。今までいろいろ調べてきても。ごみ質の塩素濃度が高いからこうなっ

てきたという言葉は余りない、やりとりはない。少なくても、生成物の塩素濃度高いというや

りとりばかりなのです。ですから、私が先ほど意図的と言ったのは、議会の中では 0.35 は知ら

ないものだから、その言葉は出なかったのです。ごみ質の塩素濃度が高いというのは。ですか

ら、生成物の塩素濃度ばかり言ってきたのです。生成物の塩素濃度は議事録もたくさんあるの
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だけど、一つは、プラントが悪いのだという言葉も出ていました。プラントに問題があるのだ

と、こうも何度も言っています、行政側は。だけども、先ほどから言っている、報告書をよく

見ると、クボタの言っている責任がないという根拠、その根拠は、まちが副資材を集められな

いからだと、これがすべてなのです。ですから、私は先ほど、副資材集められないのがすべて

だというのはそのことを言っているのです。そして、意図的という言葉を言っているのは、白

老のごみ質が全然出てこなかった。その中で、いやいやプラントの不具合なのだと。ここがず

っと前面に出てきていました。ですから、少なくとも私にすれば、まちの責任というよりもク

ボタの責任が多いだろうとずっと思っていました。飴谷前町長も大方クボタの責任だとも言っ

てきました。私もそう思っていましたから。でも、この報告書が出た段階で、それはすべてう

そだったのです。はっきり、うそ。クボタの責任ではないでしょう、大方。大方まちの責任で

しょう。法的解釈したら。だから、すべてうそでしょう、やってきたことは。ここのところな

のです、言っているのは。これからもいっぱいあるからあれだけども。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） まず、副資材の関係です。副資材で、希釈で解決していくの

だということは今までお話をしてきたと。その中で、なぜ副資材を集められなくなったのかと

いうところの詳細をご説明させていただきたいと思います。まず、副資材については先ほど副

町長のほうからもお話ししたとおり、廃プラ、日本製紙のフレコンだとかチップダスト、こう

いった副資材の確保は十分できるということの中で量的には確保できるということで進めてい

ったと。ただ、そこで、それでは、施設で使えないものがあるのかどうかという議論がなされ

ないまま進めていったと。それで、実際に廃プラを持ってきたときに水分を含んだり、汚れて

いたりだとかいろいろなことの条件の中でほとんどが使えなかったということで、実際に使え

る廃プラ等が確保できないというのが実態かと思います。そういった中で、基本的にはその流

れの中で町のほうでも努力を、いろいろなところを手配して確保に努めましたけど、結果的に

その時点で計画どおり集めることができなかったということになろうかと思います。 

○委員長（西田祐子君） 議論が先に進み過ぎてしまっているのですけど、今のところ１番目

と２番目のことについての検証ですので、そのつもりで質問していただければと思います。 

ほかの委員さんは、この件に関しまして何か質問ありませんか。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 大渕委員のご質問の中で触れられていたのですけれども、実証実

験した結果として塩素濃度が非常に高くなってしまっていたと。それで、副資材の希釈で何と

かカバーできるのではないかというお話でしたけれども、その協議というのはクボタとなされ

たのですか。実証結果の 1.0％から 1.88％という結果が出て、どうしようかというその話し合

いは町とクボタでなされたのでしょうか。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） そのときの協議につきましては、町とクボタで協議しており

ます。 
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○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） それでは、町とクボタで相談して、希釈で何とかいけるのではな

いかと。そのときの議論としては、廃プラやフレコン、チップダストで対応できるのではない

かという結論に達したのも、町とクボタの話し合いの中でということでよろしいでしょうか。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） クボタと町の中で協議されて、クボタとしては設備的な対応

とかいったものがまだできないという段階で、どうしたらいいかという話になったときに、一

つの方法として副資材でできますという話になっていったというふうに思うのです。そのとき

に町側のほうで希釈に必要な部分の量については、例えば廃プラであれば 3,000 トンぐらいあ

りますとか、そういったような協議がされた中で、その量が確保できるということであれば、

希釈の中でやっていきますということで、２番目の質問にもありますけれども、再契約をしな

い形の中で希釈による運用をしていくというふうに結論づけたということです。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 例えば、廃プラであれば 3,000 トン程度は調達できるのではない

かと、これは収集している町側からのデータをもとにした、協議に対しては町側の話として、

廃プラだったら 3,000 トンできるというような言い方だということですか。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） そのとおりです。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） ということは、量的なお話だと思うのですけれども、町側で量的

にはこれだけ用意できるという協議の中で提案がなされたので、クボタとしてもそれだけの量

が用意できるのであれば希釈で十分対応できますというような話し合いになったという認識で

よろしいですか。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） そういう形で、クボタのほうとしてもそれだけの量があるの

ではあれば希釈でやっていけるというふうな認識を持ってスタートしたということです。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 最後にします。こういった廃プラやフレコン、チップダストとい

った副資材の調達をした上での実証実験という考え、再度希釈した上での実証実験や、そうい

ったような考え方というのはその当時はなかったのですか。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 副資材のある、なしを確認して、再度実証実験をやったらと

いう意味合いですか。結果として、塩素濃度が高いです、そして、副資材が何千トンあって、

それを希釈してものをつくっていきますと。なので、その量は確認して、あるいは確認した段

階でもう一度組み立てて、成り立ちます、成り立ちませんということを実証実験の中でやった

か、やらないかということになれば、結果としては、それはされていません。 
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○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今のこの委員会のあり方なのだけど、こういうものを今ずっと項目述

べています。そこのところをきちんとこうだと出した人が納得しなかったら、また繰り返しに

なります、ずっと。あしたもあさってもまた出てくる。ですから、今 0.35 の問題だったら、こ

れはきちんとして、そして、答弁を求めた方が納得したと、こう言ったら、これを１つ終わり

にしていかないと。また次に出てくるのです、0.35。ですから、ここのところをちゃんとして

いかないと、この委員会いくらやっても。そこなのです。１つきちんと終わらせるというか、

納得させていかないと。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今松田委員が言われたとおりで、0.35 というのは確かに副町長が言っ

たように公な契約書の中には出ていると。それは、そうやって言われたらそうです。だけど、

議会で議論しているのは、松田委員も先ほどちょっと言ったけど、私ごみの質のことは言って

いますから、議会で。質問しているから、実証実験の前後どちらかは忘れてしまったけど、間

違いなく竹田生活環境課長は知っていると思うけど、どういうごみ質で、白老は海が近いから

云々という議論していますから。だから、そのとき塩素の話もしているのです。そのときに、

議会の調べ方が悪いのではないかと言ったら、それはそうかもしれないけど、僕は、あれ 0.35

出ていたら、議論は絶対違った方向に行っているのです。はっきりしているのです。だから、

0.35 はそういう答弁なら納得できないというわけです。それで、1.0 と 1.88 が出たとき、0.35

というのはわかっていたら再契約か何かがなされない限り、そうしたら、どうして副資材でこ

なせるという議論があれぐらいしかされていないかということなのです。おかしいでしょう。

0.35 わかったら、３倍も４倍もの塩素濃度が出ているのです。だから僕は、0.35 はあれだけの

議論をしていても、町側が言わなかったというのは納得できないのです。それが一つです。 

もう一つは、そういうふうになったら、1.0 と 1.88 で、副資材で 100％こなせるとしたら、

何でかとなるでしょう。必ずなるはずなのです。ならないほうがおかしいです。だから、僕は、

根本は 0.35 が表に出ないからこうなっているのです、事実。そこのところは、僕は、町はきち

んと真摯に受けとめるべきだと。その上で 1.0 から 1.88 でも 0.35 という契約結んだから、う

んとざっくばらんに言えば、クボタに対して 0.35 でやっているのだからということになれば、

それだったら 100 歩譲れるところだってあるかもしれないでしょう。だけど、そうでなかった

ら、これで理解してというほうが無理です、それは。いつまでたっても出ます、そこは。僕は、

一番初めに、仕様書ではないのだけど、かなり詳しい資料ももらったのです。工事総合評価審

査委員会の設置要綱だとか、方式の要綱だとかも全部あるのだけど、この中には 0.35 ないので

す。0.35 とわかったのは、本当に検証報告書の中で初めてわかったのです。それを議会の調査

不足というふうになりますか。公に出しているものだから説明しなくてもよかったのだとなり

ますか。私はならないと思います。そこだけは譲れないところなのです。0.35 と 1.88 で再契

約結ばなかったというのは、0.35 があったから結ばなかったのだと私は思うから。そこのとこ

ろを解明してくれなかったら、本当に。 
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○委員長（西田祐子君） 今の 0.35 のことなのですけれども、私もそのように思っております。

この工事が始まって、平成 21 年６月議会のとき、一般質問で議員はこういうふうに聞いていま

す。「ごみの分別に問題があるのかどうかということです。塩素系がまだ濃度クリアされていな

いということは、ごみに問題があるのか、製造する機械のほうに問題があるのか」ときっちり

ここで質問しています。それに対してのお答えは、「うまく希釈できないということが、まず、

原因です」と。「機械のどこが悪いかということはいろいろな」云々と言っていますけれども、

ごみの分別とかごみの質が悪いのだということは、ここでは答弁していません。ということは、

先ほどの委員さん方からも随分意見ありますように、意図的に隠したのかというふうに思われ

ても仕方ないのかなと。この時点でごみの質が、塩素濃度が高いですと。集めたごみの塩素濃

度が高いですということが発表されて、また、集めるごみの基準が、白老町が 0.35 を基準にし

ていると、そういうようなことも、もしこの時点で答弁されていれば、今日のように３年間も

引きずることはなかったのではないかなと思っております。その辺も含めまして、再度ご答弁

願いたいと思います。 

副町長、お願いします。 

○副町長（白崎浩司君） 今のご質問の中で、大渕委員の言葉の中で、議会側の調査不足では

ないのかというふうにはならないよということで、私どもも最初からの答弁で、流れの中でそ

ういうような 0.35 という言葉が出なかったということは申し上げましたけれども、言葉尻取る

わけではないですけど、議会側がそういうことをしないから、こちらがしなかったのだという

ことではなくて、一番初めに申したとおり、ごみの質の問題も質問はしているのだと。だから、

そういう中で、町側が、いわゆる入ってくる一般的なごみの設定は 0.35 としているのだと。だ

けど、実際に白老町に入ってくるごみはその数値よりまだ高いのだというようなことを、そう

いう質疑の中で積極的に町側がその時点でごみの質のことを積極的に説明していれば、今言わ

れるように、ここまで尾を引かなかったのかなというふうに思います。 

それで、先ほど１問目で答弁申し上げましたとおり、その部分についての町側の説明不足が

あったのかなというふうな認識はしております。 

○委員長（西田祐子君） 今のような答弁で皆さんよろしいでしょうか。 

大渕委員いかがでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） そうであれば、どうして 1.0 と 1.88 のとき、再契約を結ぶということ

をクボタと話を、そういう話ではなくて、副資材を集めてやるというふうになったのですか。

そこのクボタとのやりとりの経過はどうですか。そうでなかったら、0.35 で結んでいて、1.0

と 1.88 出ていて、再契約結ばないなんていうことになりますか。0.35 がなかったら、そんな

ふうにはならないです。僕が言っているのはそこのところを言っているのです。そうしたら、

どうして副資材でやるとなったのですか。おかしくないですか。1.0 から 1.88、マックス 1.88

ということは、0.35 の何倍ですか、マックスで。それなのに再契約結ばないなんてことが、ど

うして常識で考えられますか。普通の商取引でそんなことあり得ますか。だから、0.35 だと僕

は言うのです。違いますか。僕はそこのところだけなのです。だから言っているのです。そう
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したら、どうして副資材で。できっこないでしょう、0.35 だと。0.4 か 0.5 ならできます。1.88

といったら 0.35 の何倍ですか。それを希釈でやる、そんなこと普通常識で考えますか、まちの

人たちが。町の集団的な頭脳がそこに働いているのです。だから、僕は言うのです。僕はそこ

が一番重要な部分なのです。だから、僕は言うのです。そこを納得させてくれればいいです。 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４９分 

                                         

再開 午前１１時０１分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

先ほどの大渕委員の質問に対して町側の答弁を求めます。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 質問の中に、やはりそういう事実、状況が判明した時点で再契約す

るのが当たり前ではないのかと、結ばないほうがおかしいのではないのかということについて

ですけれども、確かにそういう選択肢をどうしようかという協議の中で、それを選択させても

らって今きておりますけれども、やはりそういう再契約、いわゆる仕様書の数値を変える、あ

るいは、そういうことで契約内容の町が示した数値を変えるということについて、このことに

ついては、私どもも検証の中間報告、検証の報告書を出しました。６ページの第９の②にちょ

っと触れております。検証考察ということで。こういうことの状況がわかった時点での取り扱

いとして、いわゆる契約書だとか、受注者での書面での覚書だとか、そういう中で、いわゆる

契約変更、再契約というようなことをしておいたほうが、これが責任問題としても後々大きな

問題にならなく、責任がはっきりしたというふうなことは言えるのかなというふうに思ってお

りまして、このことは、検証のほうにも報告をさせていただきましたけれども、深く反省する

べき点なのかなというふうな押さえはしております。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員よろしいでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） 本当にこだわるわけではないのだけど、0.35 という数字がクボタと町

で契約をしたと。クボタと町で実証実験をしたと。契約した後に実証実験しているのです。そ

のときに塩素濃度が 0.35 ではなくて 1.0 から 1.88 になったと。こういうことです。そのとき

に 0.35 は公表されていないのです、我々の側には。クボタとどういう、そこまで僕は言いたく

ないけど、ここまできてしまったから言うのだけど、クボタとは 0.35 で契約を結んでいますけ

れども、どう解決しましょうかという話をしたのでしょう、町は。我々は 0.35 知らないから、

1.0 出たけど、どうするのだという議論にしかならないのです、全部。だから、僕は 0.35 とい

うのは非常に重要な数字だというのはそういうことなのです。クボタとは、0.35 で出ていない

けれども、1.0 出たけど、1.88 出たけどどうしますかという話をしているのでしょう、あなた

たち。そうではないのですか。そうだとしたら、おかしくないですか。議会にその 0.35 言わな

いというのは。だから僕は言っているのです。それは本当に隠したと言われたってしようがな

いでしょう。多くの人がいろいろな立場でこのバイオマスの質問をしているのです。１人、２
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人、３人ではないのです。議会全体が取り組んでいると同じようなものなのです。だけど、よ

く考えてください。そのときにクボタは、0.35 ではなくて 1.0 だからどうするかということを

町とクボタと話をしているのです。議会、全然違うところやっているのです、違うこと。だか

ら責任共有できないのです。どうして、それが町のミスではないのですか。僕は町のミスだと

思います、はっきり。そこを認めなさいと言っているのです。そうすれば、みんな質問してい

る中身を聞いていてごらん。認めたら何かあるのかもしれない、わからないけど、僕はそこが

納得できないだけなのです。だって、議会でそうやって、こういう議論をしている中で、町側

はどうやっているか、0.35 で契約結んだけど、1.0 と 1.88 出たけどどうするかという話をクボ

タとしているのです。そんな話ないでしょう。議会なめているというのはそういうことを言う

のです、僕に言わせれば。だから怒っているのです。みんなそういうふうに、そこがわかった

からそうなったのです。0.35 わかったから。そこのところをどうして町側はわからないのかと、

僕は思うのです。質問みんな聞いていたら、それはいろいろな質問もあるけど、やっぱり最終

的にどうするかと、日本製紙に売ったほうがいいのではないかとかいろいろあります。だけど、

調べたら全部できないのでしょう。やめるわけにもいかないと。そうしたら、我々が納得いく

ような形の答弁もらわない限り次に行かないのです。そこのところを言っているのです。僕は

ここのところを納得できなかったら次に行けないです。議員の皆さん方と僕の言っていること

間違っていると言うのなら、それはそれで僕はもういいけど、僕はそうは思っていない。 

○委員長（西田祐子君） 町側いかがでしょうか。 

副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 私が先ほど答弁したことは、いわゆる仕様書で示した数値と、それ

から、実証実験でやった数値の誤差が随分ありますと。その解決方法として、いわゆる設備を

変えることも協議しました。それと、違う方法でということは、希釈でという副資材でという

ことをやりました。その結果として、先ほど来言っていますけれども、そのことがその後の製

品をつくることについてもスムーズに進んでいないと。それから、副資材も町の責任でと言い

ながら十分に調達できなかったということが、この事業のスムーズさに欠けている結果になっ

ているということでございますので、また、先ほども検証結果のほうで言いましたということ

は、やはりそういう方向性を判断したということについて、いわゆる再契約、覚書等々も含め

て、そういうことの契約変更と言いますか、そういうことをすべきだったというふうには先ほ

ど答弁のとおり認識しておりまして、そのことについて結果的に町のほうの、クボタと協議し

た結果としての町のほうの責任は十分あるというふうに認識しております。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） このことばかりやっているわけにいかないから、わかりました。わか

っていないけど。この前の建設厚生常任委員会に副町長が出られて、陳謝というか何ていうか、

よくわかりませんけれども、していただきましたよね。私は、あの中身というのは、今私が質

問したようなことに対する対応だというふうに理解していいですか。私はそういうことであれ

ば納得できるのです。言っている意味わかりますか。この間メンバーしかいなかったのです。



 14 

そのときに、陳謝か何か、僕はどういうふうにとらえていいかわからないけど、そうだとした

ら、今私が質問をしたことも含めて、この間の副町長の言葉、これは起こせばわかるでしょう。

そのことも含めて、そういうふうなことをされたという、陳謝と言ったかどうかわからないけ

ど、そこら辺を私の言ったことを含めてという理解でいいですか。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 私、前回出て冒頭にごあいさつさせていただきました。一字一句合

っているかどうか別ですけれども、私の気持ちとして、そのあいさつの中で、非常に町民、そ

して議会のほうに大変ご心配もご迷惑もかけているということで、こういう事態に至った責任

の重さを痛感していますということで、大変申しわけなくお詫び申し上げますと、申し上げて

います。それで、字句として、私の言葉の中で陳謝という言葉が入る、入らないは別にして、

その意味合いは陳謝という気持ちの中でごあいさつさせていただきました。そういうことであ

れば、今のご質問の、きょうの項目の部分についても同様の気持ちでございます。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それならわかります。そこまで。僕は。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんはいかがですか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私もこの 0.35 の質問は、後ほど出てくるのだけど出してあるのです。

だから、私、先ほども言ったように、また後々ぶり返される、こう言ったのはそこなのです。

それで、ずっと聞いていると、反省はしていますと言っています。反省はしていますと、申し

わけないという言葉は使っている。そうすれば、我々が町民に、いやいやまちは反省している

と言っていると。それから、クボタには責任ないと言っていると。これでは町民に通らないの

です、説明するのに通らない。それでは、議会は何やっているのかにしかならないわけ。です

から、責任のとり方なのです。どうとるか、これからの話かもしれないけれども。反省してい

るとか、クボタの責任ではないのははっきりしました。そうすれば、私は、１万 1,000 トンで

きないから責任とれとか何とかということ言っているのではないのです。7,000 トンしかでき

ないかもしれない、これから。だけども、間違いなく、ちょっと外れるかもしれないけれども、

８億円の効果なくなった。それから、３億 8,000 万円の負担がふえていく。この前の答弁で。

約 12 億円なのです。これは今の 0.35 とちょっと違う方向で後から話そうと思っていたのだけ

ど、やっぱりそういう責任が出てくるわけです。 

それから、もう一つは、確か３月の前田議員の質問だと思うのですが、日本何とかかんとか

のあれにした、0.35 にした、ここは確か前田議員は、私、前田議員と書類も全部見ています。

インターネットから全部出して、こんなに厚いのを持っています。あそこの中でもクボタには、

1.88 は無理だと言っているのです。言っているのです、向こうで。クボタがまたあそこへ依頼

しているのです。それをクボタが 0.35 だから白老のごみ質を実証実験したわけです。本当に

0.35 かなと。そうしたら、１から 1.88 あった。だから、先ほどから言っているのだけど、こ

の段階で再契約をきちんとやるべきだった。ここがすべてなのです。 
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ですから、クボタはクボタで、クボタの責任問題一つも出てきません。あの検証報告からし

ても一つも出てきていない。すべてはまちの責任だと言っています。なっています。言うなれ

ば、問えないということです。問えないと、難しいと言っている。それでは、顧問弁護士いま

す、町村会、あの話でもうまちはそれで受けとめて、それがよしとするのか。改めてクボタと

はっきりさせるためにもう１回本裁判でもするのか。そこまでやっぱりきちんと責任問題含め

て言わないと、私は町民に説明できないと思うのです。そこまでやらないと。だから、反省し

ます、悪かったではなく、責任がどうなのだと、ここへいかないと私は納得できません。そこ

のところをきちんとしないと。今、0.35 の話だけど、私も出しているのです、ここに。ですか

ら、私は、それで納得できるかというのであれば、できません。それでは、責任がだれにある

のだということをきちんとしないと。反省します、申しわけないだけでは納得できません。 

○委員長（西田祐子君） 町側の答弁を求めます。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今のご質問の中で、言葉として反省しているというのは、それは聞

いたと。ただ、その結果として、うまくいっていないことの責任の所在はどうなのだと。とり

方はどうなのだというようなご質問だと思います。現時点でと言いますか、うまくいっていな

いことの反省を踏まえて、この前の議会でも答弁させていただきましたけれども、改善委員会

を今設置した中でそういうことの事業を計画に一つでも近づけるというようなことで、今改善

委員会の中で今までやっている事業の検証を含めて今後の方向性を検討しているというような

ことですから、現時点で責任のとり方と言いますか、これについては、今私の立場も含めてで

すけれども、そういうように押さえ方をして、今考えているとか、この場でご答弁できるとそ

ういうような状況ではないというふうに押さえています。そういうようなことで、今は改善委

員会の中でどうこの事業を事業計画に一歩でも近づけると言いますか、そういうような当初の

目的に沿った事業にしていくかということに最善を尽くしてきたいというふうに思っています。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、もう一つ突っ込んで言うと、冷静に考えれば、クボタが４億も

５億も改善工事しました。町側は３億以上という言葉を使っているのだけど、私は４億以上だ

ろうと議論したことがあります。それで、この議論もすべてはこの 0.35 にあるのです。副資材

が集まれば改善工事しなくてもよかったのです。クボタの言い方からいくと。改善工事は、と

にかくごみ質が 1.8 で、それでは、0.35 の日本製紙に納入する規格品をつくるのには副資材入

れるしかないのだと、これを協議した。まちが、それではどうしたらいいかとクボタと協議し

たはずです。それでは、まちはごみ質、先ほど廃プラ 3,000 トンと言ったけれども、いまだか

つて 3,000トン集めたことないです。去年確か 1,200トンかな。白老の廃プラは 70トンぐらい。

そういうことで、廃プラ 3,000 トン集めるという話、集める約束したのだと。すべてうそでし

ょう、やっていること。だから、私が言いたいのは、クボタが機能改善工事したものをこの 0.35

にあったのです。もちろん副資材を集められなかった責任、ここにあったわけです。どんなに

こんなに３年間もして、私も一般質問何回もしてやってきた。だけども、私らの質問にも一度
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も 0.35 の副資材が集められない責任なんて言ったことはないです。それは、みんなでうそを言

っていたから。あなた方がうそを言っていたから。出ていなかったから表に。だからこういう

ことになってしまったのです。だから私は、クボタにだって責任あるかもしれないけれども、

クボタにだって大迷惑かけているのです、集められないことで。機能改善工事しなくてもよか

ったのだから。それから、クボタは、機能改善工事の中の水洗いやりました。洗浄と乾燥です。

水洗いやると幾らかは下がるけれども、それは副資材やっての話だったのです。副資材が集め

られないから水洗いにしたし、水洗いしたから副資材いらないというものでもないのです。結

果的にはまともなもの 1,300 トンと 4,000 何百トンと 6,150 トンしかできないわけです。こと

しは 7,000 トンです。それしかできないのです、いくらやっても。だから、ここのところの責

任なのです。だから、責任というのはそこへ来るのです、最後。今議論していくのにまだいっ

ぱいあるのだけど、結果的にはそこへ行ってしまうのです、最後に。だから、ここの議論がき

ちんとしないと幾らやったってぶり返していくのです。何回も何回も。だから、私は、反省し

ているとか、そんなことで収まる問題ではないのです、この問題は。やっぱりきちんと。 

それから、私の一般質問の中で飴谷前町長は、責任は後からと言っているのです、きちんと。

それもみんな放ったらかしです。そして、大方クボタにあると。とんでもない話です、言って

いることが。だから、私は納得しない。そういう反省している程度のそんな答弁では、私は納

得できません。いっぱいあるのです、言ったあれいっぱい持っているのだけど。そんな簡単な

ものではないです。全部、すべて嘘言ってきたのだから。私は町民にそういう説明できないも

の。きちんと謝って、責任はとりますという言葉がなかったらだめなのです。どんな責任かわ

かりません。行政のやる責任というのは、大体決まっていることしかないのだけど。そういう

言葉がない以上は、私は納得できません。 

あと、バイオマス事業をやめるのか。それからもう一つは、家庭ごみの処理だけをしていく

のか。いろいろな考え方あると思います。そして、町民が納得できるような、これから財政も

厳しい中、恐らく私は１億円ぐらい赤字になっていくと思います、あのバイオマス事業。要は

１万 1,000 トンが 7,000 トンになって、3,000 何百万、だから、売却では 3,000 万ぐらいにな

るのだけども、これはずっと続きます、7,000 トン以上いかなかったら。これは間違いない。 

それから、余り、今ここで言ってしまったらあれだけども、言うなれば、どんどん運営費が

上がっていきます。私はこの議事録の中で、前の目時副町長は、日本製紙から 2,000 万円の寄

附もらって、来年からもらえるのかと言ったら、もらいたいけどもらえないかもしれないと。

だけれども、運営費 2,000 万円減らしていくのだと、こう言っているのです。ところが、1,300

トンしかできないのに１億 2,500 万かかっているわけでしょう。町の持ち出し。２年目は１億

6,500 円です。３年目は１億 8,000 万円です。24 年度は２億 100 万円です。どんどん当初の計

画の半分なのに、そうやっていくのに、町民に、まちが反省していると、クボタは悪くないの

だと。それでは、どうなるのかと説明できないと言っているのです、私は。そこはやっぱり議

会としての責任があるのです。何もそんなに難しく考えることはないのです。責任とります、

こういう言葉一つあればいいのです。なぜ、それを言えないのですか。どうとるかはわかりま
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せん。責任ありますというのはだれでも言うのです。とりますと言わなければだめなのです。 

○委員長（西田祐子君） 町側の責任のことにつきまして、今委員からるるその内容について

というか、責任のとり方について、細かいところまでは言っていませんけれども、それについ

ての答弁を求めていますので、町側。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 先ほど私のほうで一つ前、この質問に対しての答弁をさせてもらい

ましたけれども、現時点で言える部分については、先ほどの答弁とまた重複いたします。いわ

ゆる事業が当初の計画どおりいっていないということに対しての手法、あるいは進め方、これ

について、再度言いますけれども、その選択肢の中で反省すべきは反省する。それから、手法

の結果として、町側の判断ミスと言いますか、そういう判断の甘さということについては、重

複になりますけれども、それについては反省するところは多々あるのかなというふうに思って

います。ただ、そういう中で今現在、それらをどう当初の事業計画に近づけるかというような

ことで、改善の検討委員会をやっているというようなお話をさせてもらいましたけれども、当

然その責任のとり方と言いますか、いろいろなとり方があるのかなとは思っていますけれども、

今現時点でそういう改善委員会の中でどうこれからの方向性を決めましょうかということを、

今やっている最中でございますので、そういう中で当初の計画に近づけるというような方策、

方向性を定めていって、その後と言ったらおかしいですけれども、そういうような経過を踏ま

えた中で、このことについては私どももまた考えていきたいというふうに思います。現時点で

細かいことは別にということなのですけれども、今答弁ができる範囲としては、現時点ではこ

こまでかなと自分では思っております。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） １万 1,000 トンできても 6,300 万です。7,000 トンつくると 3,100 万

だと。3,000 万違うだけなのです。その程度なのです、この事業そのものは。私から言わせる

と。大事なことは、この次、7,000 トンを１万 1,000 トンに上げるともっと金かかるのです、

これから。副資材買わなければいけないから。ないのだから。だから、私は１万 1,000 トンつ

くれなんてそんなことを言っているのではないのです。１万 1,000 トンできないから謝れなん

て言っているのではないのです。１万 1,000 トンつくったって 3,000 万しかないのです。先ほ

ど言ったように、１億 800 万が２億 100 万になっているわけだから、財源の持ち出し。そうで

しょう。運営費。私は、そんな問題ではなく、１万 1,000 トンつくれないとか何とかと言って

いるのではないのです。たった 3,000 万の話です、7,000 トンにしても。つくればもっと赤字

ふえていくはずです。恐らく運営費が３億もなっていくから、そうなっていくと。そういうこ

とではなく、今３年経過した段階でうそを言ってきたのです。全くうそ。このことの責任をち

ゃんとしてくださいと言っているのです。明らかなうそです、私から言わせると。その責任を

きちんとしてと言っているのです、私は。うそを言ってきた責任。どれを見てもうそです、間

違いなく。いっぱいあるけど、みんなうそ。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 
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○副町長（白崎浩司君） 前段で言いました生産量１万 1,000 トン、これがことしの予算でや

っているのは 7,000 トンと。これについては、余りここの部分は求めていませんけれども、い

わゆるそういうことではなくてということは、この部分だけをいうと前回の議会でも、やはり

計画の見直しと言いますか、要するに分岐点あるということでお話をさせてもらって、計画の

見直しも必要なのかなというようなお話をさせてもらいました。それで、その後段の部分の今

まで言ってきたことに対してどうなのと。今言葉を借りれば、うそを言ってきた、その責任は

どうなのというようなことなのですけれども、私も同じような、今現時点で同じようなことし

か言えなくて大変申しわけないとは思いますけれども、現時点で言えるのは、当初の事業に向

けてやっていますということで、それらを踏まえて、これらのことについてはどういうふうに

責任をとる、あるいは、責任がどうなる、そういうことについてはその状況を押さえた中で私

どもも考えたいと。現時点でこうです、ああですというのは、現時点での答弁にはならないと

いうふうに思っていますので、また２度３度と同じことを言いますけれども、そういうような

現時点での答弁にさせていただきたいというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員、よろしいですか。 

済みません、委員長のほうからも一言言わせていただきたいと思います。この 0.35 の、仕様

書に書いてあった問題。先ほどもそれを積極的に公開してこなかったまちの責任があるという

ような発言もされましたけれども、1.88 の最高濃度、白老町のごみの種類がそういうふうな状

態であったと。それで、先ほどから何度もほかの委員さんたちも納得されないのが、なぜ、そ

ういう中であって、今回つくるといった判断ミスがあったと先ほど副町長が言われましたけれ

ども、実際にどのような話し合いが行われて、どのような判断をだれがどうしたのかと。やは

りその辺が私たち議会のほうから見ますと見えない部分があるのです。ですから、当然議事録

とかそういうものはつくっていないと思いますけれども、きちんとその辺、だれがどういう形

で、こういうことだからオーケーを出そうと、こういうふうにつくっていこうと、やっていこ

うと、だれがどんなときにどんな判断をしたのか、その辺をやはりきちんと示していただくこ

とが、まず責任をとっていくという、責任があるとおっしゃったのですから、その責任の示し

方だと思うのです。そこがないと、やはり議会としては、委員会としましては、この問題に対

しましてきちんとした形の報告ができない、町民にまたお示しすることもできない、そのよう

に感じておりますけれども。その辺はいかがでしょうか。 

町側の説明を求めます、白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） ご質問の答えとして、協議記録が今手元であるかどうかも含めてち

ょっと判断できませんので、これについては、町側にそういう業者との協議記録があるどうか

というのはちょっと時間いただいて、こちらのほうで探してみたいというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） その協議記録がない場合は、どのような形で具体的な話し合いがさ

れたというのは、それをどのようにして議会のほうに示していただけますか。委員会のほうに。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今のは仮定の話なので、ない場合はどうしましょうかというのは、



 19 

今即答でどうしますということではなくて、そういうことを業者とも話していますので、自分

のところにあるのか、相手のところにもちゃんと記録しているのか、そういうことを含めて、

まずはそういう調査といいますか、調べていきたいというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 副町長の今の答弁はおかしいですよ。竹田課長が全部、協議事項のそ

ういった、今までずっとクボタが提案型でもってやってきた事業ですから。例えば、いろいろ

な改善工事に向けての協議、それに対してのやりとり、こういったことをやりたいのだけれど

も、それについての町側からの意見、進め方みたいなものは絶対記録として残っているはずで

す。残さないでやるような時代というのはもう 20 年も 30 年も前の話です。今どこの市町村、

どこの事業所においても、そういった提案型ではなくても設計変更に絡むようなものに関して

は、今回設計変更ではやっていないでしょうけれども、そういうものに関してはちゃんとした

調書が残っているはずですから。それはお互いに判ついてです。そして進めていくことでしょ

う。それは絶対あるはずです。なければ町側が何を言ったって、その根拠というのが何も示さ

れなくなってしまうでしょう。これはあらゆる工事において、今そういう時代だと僕はそうい

うふうに思っていますから。ですから、それなりにあるのです。だから、多分きょうこの段階

をクリアしないと前に進んでいけないのであれば、これをしっかり、今帰って、それを一回精

査してもらって、次の委員会までにそれを提出できるぐらいまでのあれをとっていかないと、

これから話進まないでしょう。僕はそういうふうに思っています。堂々めぐりです。 

○委員長（西田祐子君） 竹田課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 氏家委員のご質問の関係なのですけれども、改善工事に対す

る協議記録というものは、クボタがこういうことをさせてくださいとこういったものは来てお

りまして、その前の 0.35 が１％になったという、そこの部分の協議について、ちょっと時間を

いただいて協議記録を準備したいと思っているのです。なので、ちょっと時間をいただきたい

と思うのですけれども。 

○委員長（西田祐子君） どの程度の時間、期間が必要になりますか。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 次回１日であれば、１日までに準備をできるだけします。 

○委員長（西田祐子君） それでは、８月１日までできる限り、その精査した資料を提出して

いただくということで、担当課のほう、済みませんけれどもよろしくお願いいたします。 

それでは、この 0.35 に対してとか、1.88 に対してのこの問題は、その協議記録が出てきて

からまたお話しさせていただくということで、本日はこれでよろしいでしょうか。ここの部分

につきましては。まだほかにご意見ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） ないようなので、３点目の副資材を、濃度を下げないとした根拠は

何かと。これも絡んではくるのですけれども。 

氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） 塩素濃度を下げられるか、下げられないかという話も、それも一方的

なクボタの話だけではなくて、町側との協議の中で決められてきたことでしょう。それも多分

これから議論の中でどちらの責任なのだと、またその話になるから、それも含めて協議確定書

みたいなものがあれば、それも一つの根拠に責任関係をしっかりしていくということがやっぱ

り大事なのではないですか。そうしないと、議論が空転してしまうのです。聞いていても、何

の根拠もない中で話しているような形になってしまうので。だから、ここに示されている質問

事項については、一つのちゃんとした根拠、こういったやりとりの中でお互いに納得した上で

やってきたことなのだとか、そういう形で話が聞けないと、根拠のないところでの空論になっ

てしまっているような気がするのです。委員長どうですか。進めていけるのですか、これで。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員のご意見、もっともだと思います。ずらっと見ましたら、

ほとんど関連してきますので、関連していないところと言えば最終処分の地質調査の件とか、

その程度ぐらいしかないのかなというふうに感じていますけれども。 

ほかの委員さんはいかがですか、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今氏家委員おっしゃったように、町側に示した本日の質問事項、調査

の質問事項なのですけれども、これは、今委員長もおっしゃっていましたけれども、すべてに

おいて事実関係はやっぱり大事なのです。それで、前政権の中でとられてきたことを、現副町

長以下理事者も含めて、変わっている中での想像での答弁になってしまうものですから、なか

なか皆さん、全員の納得できるような、理解が得られないというか。竹田課長が当初から一生

懸命やっていますから、このことについては理解されているというのはわかるのだけども、な

かなかそこで進まない。これは全部絡んでいるのです。0.35 の数値からずっと絡んでいるので

す。想像の域で一生懸命副町長も答弁されていまして、責任問題の話も今出ていますけれども、

その部分を含めて、なかなか納得いかないということになると、次回までに事実関係がきちん

と用意されている中でやられたほうが私はいいかなと。今きょう同じことをまた繰り返すよう

な状況になってくると思うのです。全部、すべて想像の域で。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 町側、そろえると言ったって、全部そろったのです。そろったから中

間報告したのです。町がやろうとしていることは、これからどうするかと。あのバイオマス事

業。言うなれば、運営費を下げる方法はないかと。それから、電気代や蒸気を下げる方法はな

いか。そして人員、あれをもう少し下げる方法はないか。そして当初計画に近づけていきたい、

これが今の検討委員会がやろうとしていることなのです。終わったことは、う紙に書かれてし

まっているのです。こういうものでこうだったということは。ただ、ここで一つの、紙に書か

れているのだけども、それでは、先ほど言った顧問弁護士の法的解釈、これだけで終わらせる

のか。もっとまちとして、いやいやすべて私たちの責任ではないと。クボタにだって責任ある

ということをきちんと言えるのかということです。クボタの責任はここにあるのだということ

を言えるのかと。このことを我々にきちんと示されないと、これで終わってしまうのです。 

私もこのバイオマス事業、当初は反対した一人です。理解できなくて。それから３年間一生



 21 

懸命勉強して、一般質問もしています。町民対応もしてきた。しかし、最後に出たこの検証報

告書を見てむなしいのです。本当に情けない。ですから、この機会に、もちろん大渕委員も先

ほど言ったけど、あのバイオマスの工場は日本製紙買うわけにもいかないだろう。それから、

やめるわけにもいかないだろう。登別に持っていくわけにもいかないだろう。こうなれば、続

けるしかないのです。続けるしかないけれども、一回けじめをつけなければだめなのです。私

は前から言っています、去年から。一回けじめをつけろと。ですから、先ほども言ったけれど

も、１万 1,000 トンにこだわるわけではないと。それから、１万 1,000 トンとして 6,300 万円

の収入不足にこだわるわけではないのです。一回けじめをつけなければだめなのだと。ここを

言っているのです。ですから、行政に何の資料出せと言ったって３カ月ごとに、委員会見れば

わかるけど、課長初め報告はしていました。うその報告だけどもしていた。私から言わせると

はっきりうそ。この報告はしていた。ですから、今までそういううそを言ってきたことにきち

んとけじめをつけなさいと言っているのです、私は。今まちがやろうとしていることは、言う

なれば、青天井方式でいったけれども、できるだけ登別市と共同処理していたぐらいにまで戻

したい。少なくともあれより出たらこのバイオマスは失敗事業なのです。少なくとも登別との

広域やって、その負担額ぐらいに戻したいと。そうでなかったら失敗事業なのですから。それ

以上出たら。ここのことをきちんとして、しかも、責任は、これからの責任なんて私は言って

いません。この３年間終わった責任をきちんとしなさいと言っているのです。 

 それから、今、25 年から検討委員会を立ち上げて新しい方向性見つけるのでしょう。見つけ

てやらざるを得ない。先ほど言ったようにやめるわけにいかない、移すわけにいかない。であ

れば、今度検討委員会がもう一回やった方向性でいくしかない。そして、旧共同処理の運営費

ぐらいに近づける。これが今まちのやるべきことなのです。ですから私は、この３年間失敗だ

けれども、きちんとしたけじめをつけなければ納得できないとこう言っているのです。 

〔「そのとおりです。」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今松田委員の言われていることは、そのとおりだと思いますから。こ

れから進めていくための今回の検証なのだと。だから、その辺で議論が空転しないために、協

議確認書、そういったものがちゃんとした裏づけとなっていないと。うそを言ったとか、言わ

ないだとかという話で終わってしまえば委員会にならないから。だから、僕が言いたいのは、

行政とクボタの間でどういった協議があって、そして、それが今までの議事の中で、例えば、

それが改ざんされているような話でもって答弁になっているのだったら、それは確かに松田委

員の言われるうそになるのかもしれない。でも、それは確認する方法がないのです、僕にとっ

ては。ですから、もしそういったものがちゃんとして裏づけとしてあるのであれば、示した中

でこれからの議論を進めたほうがいいのではないかと思うのです。大まかな考え方というのは、

松田委員の言われているとおりだと思います。今までの３年間の検証をちゃんとするのだと。

それから、新たな出発をしないといけないでしょうというところというのは、皆さん同じ考え

でいると思いますので、僕はそのために、もし、そういった協議確認書みたいなものがあれば、



 22 

しっかり今までの議事の中の進行と照らし合わせながら、町側の責任がそこに全面的にあるの

かどうか。クボタにどうしてもやっぱり責任が発生してくるものなのかどうか。そういったこ

とをちゃんとはっきりさせていかないと、顧問弁護士さんあたりはちゃんとそういったものを

見ながら、今回、法的解釈もしながら、結局、町のほうからクボタに対して責任追及はできな

いという判断に至ったのかもしれないけれども。僕たちはそこの検証ができないから。それを

もってではないとこれから先進んでいけないのではないのかなと思うから、きょうはその辺の

資料をしっかり集めてもらって、次回の委員会までにその辺の資料をもとに一度協議したほう

がいいのではないのかと思うのです。何の根拠もないところで話をしてもだめだと思います。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今松田委員、氏家委員からお話がありました。言われているところ

については、けじめをつけると言いますか、そういうことで言えば、氏家委員も言われた、い

わゆる事業の検証と。本会議でも言いましたけれども、今回の中間報告というのは、事業で続

いている部分の検証をさせてもらいましたと。事業の全体的な検証は、新たに事業の検証をす

るというようなお答えもしているとおり、やはり今言われるように、この３年間経過した中で

の事業の検証、報告で出しましたとおり、目的が４点と言いますか、そのぐらいありました。

そういうことを含めて事業の検証をさせてもらいたいというふうに思っています。 

また、２点目の今回の所管事務調査の進行に当たって協議するといいますか、質問に当たっ

て、そういうような事実関係といいますか、そういうようなことも資料としてなければ、なか

なか前に進まないというようなことでございますので、先ほど言いましたとおり、そういうも

のの事実確認といいますか、協議確認といいますか、そういうものも次回の中で調査出て、提

示できるものについては提示していきたいというふうに思っていますので、そういうことで次

回に。申しわけございませんが、きょうは資料を手元に提示していませんので、次回に向けて

こちらのほうも取り扱っていきたいというふうに思っています。 

○委員長（西田祐子君） それでは、１日にまた再度おいでいただいて、また報告、その内容

について検討させていただきたいと思います。 

11 点ほどあった中で、ほとんど関連性はあるのですけれども、最終処分場の実質残量とかこ

れにつきまして、総括表、資料２で出ておりますので、こちらのほうの説明をいただきたいと

思います。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この６番目のものを出したというのは、言うなれば、最終処分場が 27

年で満杯になると言っていました。それで、27 年が 29 年に一時延びたことがありました。そ

れから、登別の白老分。登別へ埋める 174 トンだったか、確か 274 万だか、275 万かかると言

いました、１年に。今の記憶の中では。それがなるからもっと延びると、こうなってきました。

29 年まで１回延びると。こういうこともありました。それで、私が今、去年、おととしの 23

年、24 年のあそこのごみ量は、１年に３百何ぼですか。そういうことで、私がここで聞きたか

ったのは、要は 21 年度に残ったのが 5,600 立方メートル、最終処分場残っていると。それで、
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この間行ってみたら、私はまだ 10 年もつなと思ったのです。私の感触、感覚では。今のままで。

それから、上乗せ１万 2,000 やることになっているのです、8,000 万に。そういうことからい

くと、これも随分うそ言っているなと、ここでも私、言っているのです。なぜかというと、あ

れは当初 27 年でいっぱいなると。しかも、登別市に 174 トンだったかな、年間。これを埋めて

もらうのだと。それで、27 年で満杯になるという部分、私は平成 32 年ぐらいまでもつと思う

のです。だから、これだって、いい加減な説明だなと。こういうことで議会にきちんとした説

明を求めたのです。私は求めたのです。どう考えているのか。処理場がどのような形で進んで

いくのかなということで、それで、きちんとした説明を求めたいのはそこなのです。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、資料のほうに記載されていますけれども、ここの

部分については、ことし測量した実測です。それで、結論というか、平成 22 年度末で残ってい

る容量なのですけれども、下のほうの表になりますけれども、22 年度末で 4,966 立米ありまし

た。23 年度で埋めた量が１番下になりますけれども、606 立米です。なので、平成 23 年度末で

4,360 の残容量がありますという測量結果になっています。この結果に基づきまして、平成 23

年度が 606 立米で、それから平成 22 年度が 700 立米、それから平成 21 年度が 715 立米です。

単純に平均しますと 680 立米ぐらいになるのです。これを年度ごと、このペースで埋めていき

ますという計算をすると、最終的には平成 29 年に一杯になる。計算上はそういうふうになりま

す。ですから、平成 27 年に埋め立てが一杯になるだろうと言っていた部分につきましては、あ

と２年間延長ということになるというのは、計算上は事実でございます。ただ、そこの部分に

ついては、当初計算した部分については、計算値を持った中で計算したのは事実でありまして、

うそということではなくて、計算上そういう状況になったということなので、ご理解いただけ

ればと思います。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私がうそと言っているのは、言うなれば、ごみというのは持って行っ

たときは立方で言うから膨らんでいるのです。１年、１年、雨が降り、だんだん沈んでいくわ

けです。だから、予想以上に進んでいるのです。予想以上あるのでびっくりしたもの。だから、

私は、あの側の部分、せめて側の部分を測量してもらえないかとこうお願いしたのです。そう

すればきちんと出るから。町側で言っているのは、入れた量を言っているわけです。測った量。

だけど、みんな沈んでいくのです。思った以上に空きがあってびっくりしたのです。だから、

私は 32 年や 33 年までもつと、こう思ったのです。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今の部分で若干補足させていただきたいと思いますが、松田

委員、見た感じとして容量としてあると。ただ、あの容量を見た中で実際に埋め立て２万 3,900、

覆土含めての量を２万 3,900 終わった段階で 7,350 立米覆土して閉鎖するのです。そのスペー

スがありますので、あれ全部ごみが入るということではないのです。だから、かなりあるよう

に見えるのですけど 7,300 立米は最後に２万 3,900 終わったら、覆土をかけて埋立地が完了す
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るという運びになりますので、その辺がちょっと見た目は余裕があるかなと思うのですが、

7,000 立米は最終的に土砂をごみにかけてその施設を閉鎖するという作業が残っていますので。

それで上は３万 1,250 というのが最終の盛土も含めた容量で整備されていますということなの

です。その中で実際ごみ入るのは何ぼなのだと言ったら、２万 3,900 だということになってい

ますので、その辺がちょっと。見た目だけ見たら本当にあるかなとは思うのですけど、7,000

立米上に土入りますので。その辺が一つ。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） かさ上げするから 7,000 いらないでしょう、続けていくのなら。一回

あそこ終わったと 7,000 わざわざ、ばかでもあるまいし埋めないでしょう。続けていくのだも

の。かさ上げするのだから。だから、私はそんな思いで言っているのです。だって、かさ上げ

すると言っているのだから、最初から。そうすれば、覆土があそこで 7,000 必要ないでしょう。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今松田委員がおっしゃることはそのとおりなのですが、かさ

上げしても最終的には上に必ず盛土しないといけないので、かさ上げの容量がその分またとい

うことになりますので、基本は、考え方としては同じということなのです。ですから、そこで

変わるということではないのです。確かに継続していきますので、その時点ではいらないとい

うことですが、最終的にはまた 7,000 立米になります。そこはそういうことで事実ですので、

ご理解いただきたい。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんでこの最終処分場のことにつきまして、何かご質問

ございませんか。よろしいですか、これで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０３分 

                                         

再開 午後 １時０５分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

先ほどの最終処分場の件につきまして、ほかの委員さん質問ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 次に、最終処分場の実質残量のことについては伺ったのですけれど

も、今回、検証報告書になりますけれども、これはどうですか。委員さんにお諮りしたいと思

うのですけれども、この質問事項、どこかまたこのままやれるような箇所ありますでしょうか。 

それでは、この副資材のことについて、４番目のこのことについて説明を伺いたいと思いま

す。資料の１のほうです。きょういただいた資料の１。 

これは松田委員のほうから出された質問ですので、済みません、松田委員お願いします。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。この副資材の量、質、金額と町外に分けたことでお聞きし

たいのですが。当然、このバイオマス事業が先ほどから話題になった 0.35 になってから、この
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副資材を入れていく、このようなことになったのですが、当初１万 1,000 トンのとき、その話

し合いをしたときの副資材の見込み量、何トン必要だったのかと。１万 1,000 トンやるときで

す。それから、どんな副資材が必要だったのか。例えばプラスチックが先ほど 3,000 トンと言

ったけれども、そのようなものを含めて。それから、町内と町外。21 年度、町内からどれだけ

集めて、町外はどれだけ集めたのか。このことを聞きたかったのです。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長、お願いします。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 資料の１ということで今回出させてもらったのですけれども、

それは 21 年から 23 年及び 24 年の予算での実績を出してしまったのです。今松田委員のほうか

ら聞いた内容からいくと、１万 1,000 トンのときの副資材の量ということですね。 

○委員（松田謙吾君） それから、町内と町外。本当は町内の副資材でみんな使う予定だった

のですよね。町内でバイオマスがたくさんあるから、町内のものを使うということだったのだ

けど、結果的には副資材で希釈をするから、量がいっぱいいるから町外からって言ったよね。

だから、その町外と町内からどのぐらいの量なのか。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） そうしたら、実績でよろしいですか。１万 1,000 トンのとき

の副資材の量も必要なのですよね。１万 1,000 トンをつくるときの副資材の量も必要ですと、

それから、それとは別に３年間の決算の数字もということですね、わかりました。１万 1,000

トンのときの数字は、今ちょっと押さえてきていませんので、そこの部分ちょっと時間をいた

だきたいと思います。それで、３年間の決算数字につきましては、資料１のほうで資料として

出させてもらっています。資料１の上のほうに、これらの購入した量です。②として購入した

金額。それから、③として今の副資材の入荷の条件等を記載させてもらっています。それで、

上のほうは、まず購入した量です。平成 24 年からです。24 年は見込みの数字になります。23、

22、21 というふうになります。まず 24 年につきましては、これは見込みなのですけれども、

チップダストが 4,000 トン、これは日本製紙のほうから。それから、雑紙につきましては、町

外で 900 です。それから、廃プラにつきましては、町内、町外がありまして、町内につきまし

ては 431 トン。それから、町外につきましては 569 トンを予定しまして、合わせて 1,000 トン、

合計で 5,900 トンの副資材を使っていきたいというふうに目標を立てています。 

それから、そこの部分に対する 24 年度部分なのですけれども、金額につきましては下の表に

なりまして、チップダストにつきましては 42 万円、それから、雑紙につきましては 688 万 8,000

円、それから、廃プラにつきましては、町内につきましては 90 万円、町外につきましては 197

万 7,000 円、合計しますと 287 万 7,000 円で、総額で 1,018 万 5,000 円の予算を組んでおりま

す。以降 23、22、21 年につきましては、実績の数字で載せさせてもらっています。 

そして、下につきましては副資材の条件です。塩素濃度につきまして 0.2％以下の製品。そ

れから、水分につきましては 15％以下の製品で異物の入っていないことと、それから、付着物

が少ない、こういった製品を入荷しているという状況です。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 
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○委員（松田謙吾君） １万 1,000 トンに対するものは後からということであります。それで、

副資材の質、水分 15％以下の製品となっているけど、チップダストは約 50％ではないのですか。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） チップダストにつきましては、そこの部分とは別な条件にな

っていまして、言われるとおりチップダストについては 40 から 50 の範囲内。50 ちょっと超す

ときもありますけれども、そういった条件になっています。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） もう一つは、契約書あるでしょう。バイオマス燃料化施設工事の発注

仕様書。ここに当初は、製紙スラッジが 3,600 トンありました。今この製紙スラッジがなくな

っていますよね、使っていないのですよね。それはどのような理由だったのですか。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず一番大きな理由は、現実ににおいの問題で使えないと。

出てきてすぐでしたら、においそんなにきつくないのですけど、例えば一晩置くとかというと、

もうすごいにおいなので、現実的には使えなくなってしまったというのが大きな理由です。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） もう一つは、家畜排せつ物。これも使っていなかったですよね。当初

計画にあったのです、このように。だから、こういうのがみんな違うのです。当初計画と今や

っていることと。だから私は、うそという言葉を使っているのです。こういうことから出てく

るのです。当初の計画がいかにずさんだったのかということです。ただ見切り発車でいい加減

な、本当にいい加減なのです、そういうことからいくと。全く。３年してなったのではない、

当初からそうです。だからみんな狂ってしまっているのです。それで、この家畜排せつ物、今

後も使う予定はないのですか。言うなれば、今 7,000 トンにしました。例えば１万 1,000 トン

にするには、この排せつ物使えば。使えないと思うのだけど。だけど、当初議事録見ると、家

畜排せつ物は白老町内で 60 何トンあるのだと。そのうちの 6,000 トンぐらいは使えるのだと、

こう議事録に書いてあります。だけど、こんなこともみんな、当初言っていることとみんな違

うものだから、先ほどから言っている言葉が出てしまうのです。当初そう言っていました、間

違いなく。議事録に載っているのだから。それを今一つも使っていないでしょう。だけど、町

民説明はそうではなかったのです。使うと言ったのです。私も北吉原の生活館行って萩原さん

の説明をちゃんと聞いているから。動物の排せつ物を使うのだと。白老であり余っているのだ

と。だからお金がかからないし、低コストであがるのだと。それをみんなやっていることが違

うから私の言葉が出てしまうのです。全然違うでしょう、やっていること。 

○委員長（西田祐子君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、家畜排せつ物の関係ですけれども、ここの部分につき

ましては、当初、計画していた部分というのは、社台の家畜市場から出る部分で、そこが廃止

されてしまったので、結果として使っていないということです。そして、ＰＳについても、先

ほど言いましたようににおいの問題があって、当初は計画していたけれども使い切れなかった
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というところです。それと、60 万トンあると言っている家畜の部分につきましては、基本的に

産業廃棄物なのです。うちの施設は一般廃棄物処理施設なので、許可をとれば、それは処理し

ていくことは可能、能力はまた別にしてそういうことは可能になるといったような状況です。

結果として、その計画していた時のものというのが使われていないということについては、確

かに委員がおっしゃるとおりでございます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それはわかっているのです。それから、竹田課長かな、議事録である

のだけど、家畜廃棄物は産業廃棄物に使えなくなりましたと。書いていますよね。ですから、

とにかく言っていたことと全然違うわけです。町民説明した萩原さんの、今でも思い出すのだ

けど、私、最初にびっくりしたから今でも忘れないのだけど、今言ったようなこと。それから、

使えるものが 19 万トンあるのだと。家畜廃棄物の関係。だから、とにかく低コストで上がるの

だと。そして、今使おうとしているのは、そのうちの１万 7,000 トンなのだと。こういう説明

を町民にしているのです。だから私は、今までも言っているけど、こういうものも、変わった

ことをきちんと説明すべきではないのかと言っているのです。だから私、今こういう言葉が出

るわけです。一つぐらいありますか、ちゃんとしたもの。そう言っているのだから。まずここ

の部分は、私はそれでいいです。 

○委員長（西田祐子君） 町側の説明を求めます。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 今委員言われましたとおり、説明不足という部分は、自分が

説明する範囲内でも不足があったということは事実でございまして、今後、説明不足のないよ

うにきちんとするようにしたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんからございませんか。今の部分につきまして。 

広地副委員長、この部分についての質問を前回のときに出していましたけど、今ほどの説明

で了解されましたか、広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 理解しました。当時の状況と、それがなぜ調達できなかったか。

ここが大きな問題だと思うのです。逆に言ってしまえば、副資材が当初のもくろみどおり、ど

んどん調達をただのようにできるのであれば、多分希釈は可能だったと思うのです。それが当

初のもくろみどおりにいかなかった理由が知りたかったのです。そういった経過で、家畜市場

の廃止だとか、あと許認可の関係、そういったものもあったということで今回は理解しました。 

○委員長（西田祐子君） ほかにこの副資材の調達の件についてご質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） それでは、この点につきましては、今ほど説明いただいたもので了

解したというふうにさせていただきます。 

次の点なのですけれども、これから先の部分につきましては、いただいた５月 28 日のバイオ

マス事業の課題に対する検証報告、こちらのほうで合わせてやっていきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 
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須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） ちょっとその前に、質問事項の 11 番なのですが、生産量と収

入支出、７月 21 日報告書の中での最終処分場の削減効果額の説明とあるのですが、ここのとこ

ろ、この質問をいただいて、この部分だけ見た中で我々のほうでどういうことをお聞きしたい

のかなということがちょっと不明だったので、事前にお聞かせいただければと思うのです。 

○委員長（西田祐子君） 今の質問の件ですが、これは松田委員の質問なのですけれども、生

産量と収入額と余剰生成物の発生に対する増大、15 年間の削減効果額の説明を受けたいという

ふうな質問があったのですけれども、私どもいただいている資料が平成 23 年７月 21 日の建設

厚生常任委員会での、この収支ありますよね、これしかいただいていないものですから、これ

と同じようなものでちゃんとした説明がいただければと思ったのです。 

○生活福祉部長（須田健一君） 最終処分場の削減効果額の説明をこういう同じような形でい

ただきたいという理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（西田祐子君） 最終処分場も含めた。失礼しました。書き方が悪いですね。 

○生活福祉部長（須田健一君） そうすると、ごみ処理全体の収支の見通しということでよろ

しいですか。 

○委員長（西田祐子君） そうです。それで、23 年７月 21 日に開催された、そのときの資料

いただいたのが、私たち議会でいただいているのが直近で一番新しい資料だと思うのです。平

成 35 年までのものです。これ以外に町側のほうでいろいろ数字変わってきていると思いますの

で、その部分も含めての説明がいただければと思っています。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今お話を聞いてわかりました。ただ、そういうお話ですと、

今回準備できていませんので、次回のときにご説明、先ほどの前段の問題とあわせてご説明さ

せていただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 次回、８月１日のときに説明していただくということなのですけれ

ども、そのときにきちんとした数字というものを出して、それで、今後の見通しですよね。で

すから、これから先、何年後までのシミュレーションをつくってやっていくのかということも

必要になってくるかと思っているのです。というのは、当然ここの中で運営経費ももちろんで

すけれども、修繕とかそういうもののことも含めて、総額的なものということになってくると

思うのですけど、それは大丈夫でしょうか。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今の全体のこれからの収支見通しということなりますと、８

月１日現在でお出しできるのは、現状でという形での見通しですので、改善計画等で検討され

た事項だとか、これからまだ施設の整備そのものもクボタと最終的な調整というのですか、そ

れらもすべてまだ終わってございませんので、１日では、それらのものは含めない形での見通

しということなりますので、実際には改善計画等の委員会とかでまとめて、最終的にまとまっ

たときとはかなり数字は変わるだろうなということですので、できればそれが全部できた段階
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で見通しとしては説明させていただいたほうがよろしいかなとは思ってございますが。今現在

で出すということなれば、どうしても現状の延長型でということになろうかと思います。です

から、そんなに前回お出しした資料とは変わらない形になろうかと思います。 

○委員長（西田祐子君） わかりました。委員さんの中から、もしこの件についてご意見ござ

いましたら伺いたいと思います。 

まず１点目確認させていただきます。改善委員会のほうで今やっているものに対して、出る

のがいつごろなりますか。もし出していただけるとしたら。それは何月頃だというふうに。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 議会の中でもご説明させていただいていますが、中間報告を

10 月頃にさていただきたいと。それで議会のほうにもご説明させていただきたいというお話を

させていただいていますが、その中ではある程度中間時点、大よそのまとめたものはお出しで

きるかなというふうには考えてございます。ただ、そこまでですべて終わるかといったらそう

ではないかなというふうに私どもは思っていますので、最終的なものは先になりますけど、こ

れから検討を進めたものについての改善、これだけのものをこういう状況で中間報告できる段

階でのものは、10 月にまず第１弾としてお出しできるかなというふうに思ってございます。 

○委員長（西田祐子君） 10 月に改善計画を含めた中での収支報告書が、中間発表みたいな形

で出されると。松田委員から 15 年間の削減効果額の説明についてということでなっていました

けれども、今現在は 23 年７月にいただいた資料以外新たにつくるといっても大した変わらない

と。改善計画が終わってからある程度きちんとしたものはできますけれども、10 月に中間報告

的な形で出したいということなのですけれども、それまでお待ちいただけますでしょうか。 

松田委員、お考えをどうぞ。 

○委員（松田謙吾君） よろしいです。 

○委員長（西田祐子君） それでは、そのような形でお願いしたいと思います。 

それでは、白老町バイオマス燃料化事業の課題に対する検証報告書、平成 24 年５月 28 日に

出されました中間報告につきまして、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。先ほ

ど、午前中に質疑ありましたものに関しましては、今回の質疑の中では省いていただき、それ

以外のところついて皆様のご意見をいただきたいと思っています。 

まず１ページ目から２ページ目にかけて、第１、第２まで何か質問ございますか。 

なければ、２ページ目の第３について。 

第４、本格稼働後に発生した課題について。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） ここでは、本格稼働後に発生した課題について、目標の固形燃料の生

産量に達しなかった原因とありますよね、責任。それから、生産目標に達しないことから収入

不足になった責任。余剰生成物の発生に対する責任。保証取り扱いに対する責任。これらにつ

いては改めて結論を出すと、こうも言っています。それで、バイオマス事業の一番大事な、重

要なところは、21、22、23、24 年度の超過負担額と歳入欠陥によって財政に与える影響を明確
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にして、ずるずる垂れ流しの状態の原因と責任を究明し、議会、町民に示す責任がある。言う

なれば、この４つについてきちんと究明して、議会や町民に説明する責任があると思うのです

が、どう考えますか。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長、お願いします。 

○生活福祉部長（須田健一君） 松田委員からのご質問でございますが、当然これらバイオマ

ス事業の当初計画と大幅に現在状況としては計画が進んでいない状況、これはあります。当然

それに向けて改善策を検討するということで検討委員会を今諮って進めているところでござい

ます。それらのものを進めて、今後のバイオマス事業の方向性が見えて、その方向性を定めて、

その上で町民にこれまでのバイオマスの状況を含めた上で、今後のバイオマスをどうしていく

かということの住民説明は行っていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） だから、この課題事項を書いています、報告書に。ここに責任と言っ

ているよね、①、②、③も全部責任。この責任ということを、どういうことを考えているのか

と聞いているのです。書いてありますよね、ここに。今検証しているわけだから、これを一つ

ずつ。だから、この達しなかった原因は何なのか。それから、収入不足となった責任は何なの

か。このことを今私は聞いているのです。ここに書いてあるのだもの。 

○委員長（西田祐子君） 町側のこの３点の責任と、それと、４番目の補償期間の取り扱い、

これを課題事項として載っているのですけれども、この責任をどのようにとらえているかとい

う質問でございますので。須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） ４番目の課題の検証の中でのあれは、検証項目の第８で検証

結果として、それぞれ検証項目の当初目標の固形燃料生産に達しなかった責任と、①、②、③

と。そこに検証結果として中間報告としてさせていただいている中で、検証項目の①、②、③

についての責任を、基本的にはクボタ側に問うのは難しいと判断しますという結果をご報告さ

せていただいているという状況です。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） クボタ側に問うのが難しいからこっち側に何かあるのでしょう。クボ

タにはないということでしょう、問うのは難しいのだから。 

○生活福祉部長（須田健一君） それらについても、最終的にクボタ側に責任を問うことは難

しいと。 

○委員（松田謙吾君） それでは、だれに責任あるのかと聞いているのです。そうでなかった

ら、これの検証にならないでしょう。先ほどのまとめの検証で終わってしまうでしょう。一つ

一つやっていくのだから。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） いわゆる、この検証は、継続して課題が残っていますということで、

改めて私がそこについた時点で、それらの問題については解決する方向で検証していきますと。

それで、ここに書いてあるのは、当然、解決する項目として、今まで積み残しになってきたと
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いうことで、そこで言われている部分は、達しなかった原因は何なのか、その責任は何なのか

と言われてきているので、その部分を検証させてもらいましたと。その検証結果として、第８

の検証結果と。その部分の報告としては、受注者に対して責任を問うということは判断できな

いということで、この中間報告をさせてもらいました。そこで、午前中の質問と同様の形にな

ると思います。それで、私午前中に答えたのは、現時点で、今また同じ答弁になるのですけれ

ども、今改善委員会のほうで、いわゆる提言を受けた、課題の指摘を受けたことを踏まえて、

改善委員会でそれを検討していますということで、まず目標とする数値に近づけるためにどう

したらいいのかということを今やっていますので、その部分を置いてからと言いますか、午前

中も言いましたけれども、その部分での責任は十分感じているということで、町の責任を感じ

ているということで、どうしましょうかという方向性をこれから出しますと。それを踏まえた

中で、その責任という話は出てくるのかなと。それで、午前中に言ったのは、今現時点でその

責任をこうします、ああしますということにはいかないのかなと。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） その部分についてはわかったのです。ただ、ここに書いている、達し

なかった原因とあるのです。責任の前に原因があるわけです。それでは、原因は何かと言った

ら、今までいろいろ、戻ったようになるのだけど、私たちはクボタのプラントの性能が原因だ

と思っていたのです。少なくともそういう言い方をずっとしてきた。ところが、この検証報告

書を見たら、そうではないのです。結果的には 0.35 にまたいってしまうわけ。だから、そうい

うこと、これ一つ一つ、今こうやって書いているから、生産目標に達しない収入不足は何だっ

たのかと。これらだって、言うなれば、固形燃料物の生成物ができないからですよね。原因は

そうでしょう。だけど、その前の原因あるわけでしょう、やっぱり。そうしたら、今度またク

ボタが悪いのか、まちが悪いのかになって、副資材が集まらないか、また、性能不足かなとな

ってくる、みんなそうなのです。だから、そうやってかみ砕いていかなかったら、わざわざ報

告した意味がないのではないですか。一つ一つ聞いていかなかったら。それで私、一つ一つ聞

いているのです。だから、例えば、目標の固形燃料生産に達しなかった原因は何だといったら、

知っている限り言っていけばいい。私は、今この委員会やって大切なことは、いい、悪いもそ

うだけれども、かみ砕いて町民に。私は町民の代表だから、今この委員会をやっているのは、

町民に報告する義務がある、責務がある、責任がある。だから、こういうものは一つ一つ議事

録として残したいから言っているのです。こんなこと言わなくてもわかります。最後にどちら

が悪いか。ごめんなさいなら終わりなのだから。だけども、せっかくこの検証出したのだから、

こういうものを一つ一つかみ砕いていかなかったら町民に説明しようがないと言っているので

す。わざわざこんな委員会開くことないでしょう、そうしたら。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今その課題の問題につきましては、検証項目のところで挙げ

ている３つにつきましては、その原因というのは共通するところがございますので、あわせて

ご説明させていただきたいと思います。先ほどの１つ目、２つ目、３つ目は、当初目標の固形
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燃料生産量に達しなかった責任、収入不足となった責任、余剰生成物の発生に対する責任につ

いては共通事項がございますので、あわせてお話させていただきたいと思います。 

一つは、一般廃棄物の可燃ごみの塩素濃度。これを 0.35 と設定し、発注仕様書の塩素濃度基

準値として発注したことに原因があるということが一つでございます。 

もう一つは、実証実験において塩素濃度の実測値が明らかになり、工程の改善が必要となっ

た中で、その協議の中で副資材による希釈方法で対応することとして、副資材の調達は町が行

うこととしたということが２つ目でございます。 

それで、３つ目は、稼働後、副資材の調達環境が変わり、量、質ともに確保できない状況が

続いたというのがもう一つの原因になろうかと思います。 

また、４つ目としては、当初の発注仕様書に基づきプラント設計を行っていることから、発

注仕様書の条件が実態と塩素濃度のその数値から見ても違ってきた以上、これらに起因する責

任がクボタ側にはこれ以上問えないという判断をする結果が出てきたということ。 

もう１つは、余剰生成物の発生に関する責任についても考え方は同じなのではないかという

ようなことで、中間報告の中でその責任をご説明させていただいたということでございます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が言っているのは、それもみんなわかっているのです。だから、ク

ボタの責任なのか、まちの責任なのか。まちの責任ならまちの責任ですと言えばいいでしょう。

そんな経過なんてわかっているのです。だれの責任だと言っているのは、この部分はまちの責

任ですと。今までクボタの責任と言ってきたのです、はっきり言って。だけど、まちの責任と

最後のほうに書いているのです。それでは、ここの段階で目標の固形燃料生産に達しなかった

原因は、副資材が集められなかったまちの責任ですと、こうやって一項目ずつ言ってください

と言っているのです。先ほど言ったように町民への説明もあるし、議事録にも残しておきたい

から。わかっているのです、言っていることぐらい。検証というのはそういうものでしょう。

一項目ずつ検証なのだから。最後の第８に書いている、これも検証なのだけど、これはまちが

やった、行政がやった検証です。その検証に対して私たちがこの委員会で検証するわけだから。

しているわけでしょう、これの検証。だから、この一つずつのものを聞いているのです。みん

な言わないから私が言うしかないから言っているのだけど。だから、これだったら、いやいや、

クボタと言ったけど、まちの責任ですと一つずつ言ってくれと言っているのです。それが言え

なかったら、何でこんな責任のこと書くのですか。明確にしないといけないわけでしょう。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） この検証結果として、まとめた文言としまして、今言われるように、

一つ一つの検証結果ということで、要因が同じなものですから①、②、③同じくしました。④

は別にしました。ここで言っているのは、要するに前段でこういうような起因することが原因

なので、受注者の責任は問えないという判断をしたということは、どちらかしかないです。受

注者なのか、発注者なのかということです。ここで言う責任を問えないということは、発注者

側に責任があるということで、文言として最後まで入れていませんけれども、これはもう受注
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者が問えないということは、発注者側の発注の仕方がまずかったということでご理解願いたい

というふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） ３点目まで言ったけど、この４点目の保証期間の取り扱い。これは、

私は委員会の中で言っています。保証期間というのは２年間なのだと。それ以上求められると

ころは、私はないでしょうと言っています。議事録にあります。みんな、ほかの方々がたくさ

ん言っているのは、機能改善工事が終わったときからだろうという意見もたくさんあります。

それから、町側は協議中だと。それから、議会の大方の方々は、機能改善が終わった、言うな

れば、機能改善が終わったとはっきりしたのは 24 年３月です。そこからスタートではないのか

と言ってきたのが今までの議論なのです。ということは、クボタが悪いと思っていたから、み

んな。ところが、私は、議事録にちゃんとあります、ここにあるけれども、２年間の保証期間

は終わりましたと。そこからスタートということにはなりませんと、私はっきり言っています。

私はそう言っています。だけれども、まち側は、いやいや、協議中だと。何人も言っています。

目時前副町長のときからずっと協議中だと。前町長も言っている。もちろん竹田生活環境課長

も言っている、協議中と。だから、ここのところの取り扱いです。どうやって取り扱うことに

なったのと聞いているのです。ずっと協議中と言ってきたでしょう。だけど、それがどうだっ

たのと聞いているのです。それを検証しているのです。今私は私なりに。どうなりましたか。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今の部分だけお答えしますと、先ほどと同じ答えになりますけど、

検証結果ということで、保証期間の取り扱いという項目を報告させてもらっています。ここに

書いているとおりの原因であれば、保証期間を延長するということにはならないという判断を

するということで報告させていただいています。それで、いわゆる当初の仕様書と違うという

のは、ほぼ他の項目についても全部起因するというようなことなものですから、これについて

受注者に先ほどの①、②、③の項目も、④の項目についても、それを要因として、今言われた

とおり、前回答弁しているのは、そういうことを思って協議は進めておりましたけれども、そ

ういう検証の結果の要因であれば、これ以上と受注者にそれを問うのは、これはもうできない

という判断をいたしましたので、こういう報告をさせていただきます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） ということは、今まで言ってきたこと、議会にどう説明するのですか。

謝るのですか。言ってきたこと違うでしょう。私が言っている検証というのはそこなのです。

申しわけなかったと言いなさい、それだったら。ずっとそれできたのです。21 年度、機能改善

工事するというときから。それでは、保証期間はいつなのと、ずっと言ってきた。ことしの３

月も言っているのです。議事録にちゃんとあるのだけど。まだ協議中だと。だったら何が協議

中だったのか。うその話でしょう。それでは、協議した内容、それこそ何度も協議しているの

でしょう、改善工事始まったときから。いついつ協議しましたか。その資料を出してください。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 
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○副町長（白崎浩司君） 今委員会として資料要求という部分で、こちらのほうで対応できる

部分については午前中と同様ですけれども、資料の提出をいたしたいというふうに思います。 

それと前段で、そういう経過の中で協議してきたことで、その前に議会で答弁したことが違

うということについては、検証の報告を出しましたので、その協議してきたことが、前段で申

し上げた内容で町の主張がそのとおりにいかなったということに対しては、こちらのほうでは

深くお詫び申し上げたいというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 進め方なのだけど、今のものは７番なのです。そういう議論をするな

ら、そういう議論にしてください。これは７番と同じなのだから。これは私が出したものなの

です。私はこれでは意見たくさんあるのだけど、これについては後日資料が出た後やるという

から何も言わないだけの話なのです。本当は言いたいことたくさんあるのです、今までの中で

も。だけどこれは後でやるというから、だから、その資料が出た後でないとできないからと言

われたので、私ずっと何も言わないのです。だから、その進め方。そういうふうに進めるのな

ら進めると、どちらかにしないと。資料出てきた後にやるのならやるで構わないのです、私は。

今やるならやるで構わないのです。だけど、今やるということになれば、また元に戻りますか

ら全部。だから、私は今何も言わないで黙っているのです。議事進行できちんとそこら辺整理

して進めてほしいのです。そうでないと、ここの部分で言えば、この質問は何度も何度もして

いるわけだから、現実的に私自身も。だから、性能保証の定義は何なのかということになるわ

けでしょう。瑕疵担保と性能保証の解釈をどうするかという問題なのだから。だから、そこの

ところをやるならやるというふうにしてもらわないと、全然これなら、どうにもこうにもなら

なくなってしまいます。 

○委員長（西田祐子君） 今の松田議員の質問の・・・。 

○委員（大渕紀夫君） 何もいいのです。松田委員はいいのです、これをやっているのだから。

ただ、私が言っているのは、そういうことでやらないと、話がそうなっていかないでしょうと

いうことを言っているのです。議事進行の問題で。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 済みません。議事進行の話でなくて申しわけございません。２時か

ら来客あるものですから、30 分ぐらい中座させていただきたいと思います。済みません。 

○委員長（西田祐子君） それでは、休憩いたします。 

休憩 午後 １時５４分 

                                         

再開 午後 ２時１９分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

ほかの委員さんから資料請求などがあったので、次回にしてはいかがかというご意見も出ま

した。その前に、ほかの委員さん方から、次回８月１日にさせていただきますけれども、その

ときまでに、ぜひこのことについてまた新たな資料をいただきたいというのもございましたら。
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いかがでしょうか。１人でも続けようという委員さんがいたら続けさせていただくしかないか

なと思っていますけれども。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 当然、所管事務調査として予定内容を消化していくのは必要なこ

とだと考えるのですが、ただ、今回のこの 26 日、委員も含めて議論した中で何が一番必要だっ

たかというと、まず責任問題をここで明確にしたいということだったのです。今何人もの委員

の方から出ているのはもっと踏み込んだ、まず責任の所在を明らかにしてほしいと。いや、受

注者には問えないから、それはひっくり返して言えば、発注者のほうですというような言い方

ではなくて、もっと真摯に受けとめていただいた上で、踏み込んだ、今までより一歩踏み込ん

だ形で責任の所在をはっきりさせてほしいということなのです。この議論の中で町側にも責任

はあるというのは、もう一定認めていただいていると認識しています。これについてはもう何

度も確認しています。だけど、もっと踏み込んでほしいという意見もあるのです。こういった

ことを踏まえていただくためには、まず大前提に町側のほうでも見解や今回の議論を踏まえて、

私たちが何を要望しているかというのはもう把握されたと思います。ですので、これをきちん

とまず協議いただいた上で、８月１日に正式な形としての踏み込んだ責任所在の明確化、これ

必要ではないですか。それに私たちのほうでも、企業側には責任を問えないと、それは町側の

検証報告によるものです。本当にそうなのか。私たち所管事務調査として、議員の立場として、

企業との、受注者とのやりとり、そういった中での 0.35％の経緯、どういうような認識だった

のか、説明のタイミング、そういったことというのはやっぱり資料がないとわからないのでは

ないですか。もっときちんと責任所在を把握したいのです。こちら側の検証の中間報告書を見

て、顧問弁護士に聞いたから問えないのでしょうという話の中で議論はできないのです。です

ので、やはり私としては、今松田委員のほうからもあったとおり、もっときちんと責任の所在

をはっきりさせるためには、やはり町側にもきちんと対応を決めていただいて、資料も、やっ

ぱり受注者側とのやりとりも、私たちもきちんと精査させていただく、そういった時間が必要

だと考えるので、８月１日にしてはいかがかと考えます。 

○委員長（西田祐子君） 次回に回したほうがいいという意見もございます。このまま続行し

たいという意見もございますけれども。 

○委員（松田謙吾君） いやいや、みんながいいのならいいです。また始めからやるのだから。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） バイオマス燃料化施設のこの検証については、例えば期間が決められ

ているわけではないでしょう。これは、これから立ち上がる改善検討委員会と並行して、自分

たちは、議会は議会なりの考え方を示していきましょうということであるから。これは、１日

や２日で終わるものだとは当然だれも思っていないと思います。ですからまずは、一番議論の

根拠となる 0.35 の認識をみんなである程度、どこかのラインに上がらないといけないでしょう。

その部分に関しては、これは何日続けたって、ここをクリアしないと前には進めないと思うし、

今回行政のほうから出てきている中間報告の中身についても検証していけないと僕は思います。
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ですから、この 0.35 の検証をしっかり、例えば、そういった協議確認書みたいなものが、もし

本当にあるとすれば、そういったものに基づいて町側の責任なのか、クボタ側の責任もそこに

入ってくるのかということは議会の中でしっかり議論して決めていかなければいけないことだ

と思いますので、僕も資料をもとにちゃんとした議論をしたいと思っている一人です。ですか

ら、１日で終わるわけではなくて、１日の日、議論しても終わらないかもしれない、前に進ま

ないかもしれないけれども、そこからやっぱりスタートしなければならないものだと思います

ので、ぜひ、もう一回。僕は後戻りだと思っていません。こうやって議論して、そこの部分を

しっかり見据えた上で議論するということは、決して後戻りではないと思いますので、何回だ

っていいと思います。ぜひ、そういう形の中で進めていっていただいて、そのとき、そのとき

にまた必要な資料請求するかもしれませんけれども、そのときにはまた対応していただく形を

とってもらえればと思います。確かに委員長言われたとおり、この中間報告をつくるためには

ちゃんとした根拠のある資料があるはずだというのも確かな話だと僕は思いますから。その辺

についてもしっかり考え方を持って対応してもらえればなと。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が先ほど委員長に言ったのはこういうことです。要するに、この 11

項目取っ払って議論するならいいです、やっても。だけど、ここで足かせかけておいて、こち

らだけやったって意見出せないでしょう。その整理をしてくださいと言っているだけですから。

やるなら今このままやっても僕は全然構わないのです。そのかわり、この足かせ取っ払って議

論しないとだめです。そうでないと、全然意見何か出ないです。そうでしょう。問題点はもう

はっきりして 11 項目上がっているのだから。ここを中心に我々は議論していっているのだから、

そこの足かせをかけないで議論するのなら、どんどんやっても構わないです。だけど、それを

足かせかけて、これは資料出てきてからだと言うから、それだったら議論にならないでしょう

というふうに言っているだけの話です、私が言っているのは。そういう意味ですから。ほかの

２人さんは資料出てからと言っているけど、私はそこに何も足かせかけないでやるのだったら

構わないという意味です。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が先ほどから言ったのは、６項目私出しましたよね。あれもみんな、

これ絡んでいるのです。だから、あれの検証と一緒にやって。だから、いつやっても同じよう

になるのではないですか。ただ、私は先ほども言っているけど、やっぱり、なぜこうやってい

るという根拠は、町民の血税をきちんとバイオマス事業にこう使われていますと。それで、将

来バイオマス事業はこうなりますという。町民の税金かけた分、ここの値にきちんと出てこな

いとだめなのです。その検証なのだから、言うなれば。これの検証だけど、言うなれば、財政

の検証なのだから。金かかっているところの。だから私はそんな簡単に決まらないと思います。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さん、状況をわかっていてのご発言ですからよろしいのですけれど

も、この所管事務調査、冒頭に委員長のほうからもありましたように、簡単にぽん、ぽん、ぽ
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んと終わるような調査ではないなということであれば、一つ一つ詰めてやっていくしかないだ

ろうと。そういう確認しているはずですから、そこの部分をとらまえていただいて、委員会を

続行していってほしいなというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 済みません、及川委員。その辺をとらまえてということは、この８

項目に沿ってやっていってほしという意味ですか。 

○委員（及川 保君） ８項目ではなくて、大ざっぱに毎回同じことを結局はやることになっ

てしまうのです。行き着くところは。だから、そうであるならば、なかなかまとめていけない

だろうと、この調査は。そうであるならば、例えば、きょうの午前中にもされている経過、0.35

の部分、この状況の中で進められてきたのだけれども、その経過が知りたいということが出て

きたわけです、新たに。そうであるならば、それを一つ一つやっていくとなれば、１番、２番

の部分のことがきちんと町側から出されてくれば、そこでまた話が前に進むのではないかと。

またこちらへなってしまうのです、進めてやっても。きょうやっても。全部にかかわっている

ものだから。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 進め方というのは、当然この 11 項目について進めていくわけですよね。

この 11 項目というのは、結局は裏返せば、この中間報告の検証でしょう。だから、要はこの

11 項目についてやるわけです。これをやるということは、裏返せば中間報告の検証をしている

ことと同じことになるわけでしょう。だから、先ほどから言っているように、例えば、①、②、

③番、④番もそうなのかな。そういう意見でもしっかり一つ一つ解決しながら結論を見出して

いったほうがいいのではないかということなのです。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、最初に言いました。この委員会が所管事務調査でやるのだけど、

これが、この議会の意見とするのか、この所管だけにするのか。ここもまた重要な部分だった

のです。ですから私は、この議論をずっとやっていくと、全員協議会ではないです、私は特別

委員会つくってくださいとちゃんと議長に申し入れました。この問題は。だけども議長から返

事は来ません。いまだに来ていません。それから、特別委員会の設置があるかないかわかりま

せん。今のところ何もありませんから。ですから私は、この委員会というのは、底の底まで詰

めて調査するのか、それから、所管としてある程度さらっとやって、また新たに本会議できち

んとやって、特別委員会か本会議できちんとやって決めるのかと言ったのはそこなのです。で

すから、私は今の雰囲気からいくと、特別委員会の設置はないだろうと思うし、この委員会は

重要なのです。ですから、きちんとしなければだめなのです。それで私最初に言ったのです。

それならそれなりにもっと深く下げなければならないから大変な委員会なのです。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） だから僕は、今松田委員が言われる、例えば特別委員会、全員でやる

ものと違う、あくまで所管事務として議会としての方向性をここで出さなければいけないとい

うことになれば、当然根拠が必要なのです。なぜそういう結論に至ったのかというところを僕
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たちが知らないと、松田委員の言うとおり、だれにも説明できないことになるでしょう、議会

として。だから、これは何日かけても、結局はやらなければいけない問題。当然タイムスケジ

ュール的にいけば、改善検討委員会等々の結論が出るのと同時ぐらいに議会としての結論も出

していかなければならないけれども、でも、当然そこまで踏み込んでしっかりとした議論をし

ないと。ただ、このとおり、先ほど副委員長も言ったけれども、弁護士が相手に責任は問えな

いと言っているからという話であれば、当然責任は町側にあるみたいな、ただそこで終わって

しまうような話ではないと僕は思うのです。だから、先ほどのように必要な資料請求がもしあ

るとすれば、その都度になるかもしれないけれども、それに対応していただいて、しっかりと

そこで議論していかなければいけない問題だなと思いますので。ですから、改めて仕切り直し

ではないけれども、この①、②、③、④点目ぐらいまでについては、１日にしっかりまたそう

いう裏づけを見ながら議論したほうがいいのではないのかなと思うのです。その日一日だって、

これ全部終わらないでしょう、きっと。だから、そういう面でも。 

○委員長（西田祐子君） それでは、申しわけありませんけど、担当部署のほうで資料を、ぜ

ひお願いします。 

次回の委員会なのですけれども、８月１日予定しておりましたけれども、担当のほう、理事

者側のほうはご都合いかがでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） この問題は今まで議論されているように非常に重要な問題ですので、

私は、理事者がきちんと出た中でやらないとだめだと思っています。はっきりしていますから。

そこのところは確認して、そうやって、やっていくようにしていただきたいと思います。そう

いうでないと話が進んでいかないと思います、この問題は。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 今大渕議員の言われたとおり、やっぱり理事者に出席してもらって、

確かに課長、部長でもって話をするのもいいのだけども、部長、課長の話が結局は所管とった、

例えばいろいろな結果、発言内容、それがすべて町の発言となります。ということであれば、

やっぱり副町長の日程もこちらのほうでは加味しながら、それに合わせながらの所管をとって

いく形を。こちら側で一方的に日程を決めるのではなくて、その辺の調整もしながらやっても

らったほうがいいのではないかと思います。 

○委員長（西田祐子君） 今の氏家委員からのご意見はもっともで、きょう 26 日もそうですし、

８月１日も理事者側には急なお願いで時間調整を無理していただいたという経過もございます。

今後は理事者側の都合にも合わせて８月１日以降の委員会をまた検討していきたいと思います。 

それでは、ほかに何か委員さんからご意見ございませんか。 

〔「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をこれで終了いたします。  

（午後 ２時３７分）  


