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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 ８月 ６日（月曜日） 

開  会  午前 ９時５９分 

閉  会  午後 ０時１０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 

     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 

     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会いたします。  

（午前 ９時５９分）  

                                         

○委員長（西 君） 先日行われましたバイオマス燃料化施設について、委員のほうから

何点か質問をさせていただきましたけれども、それにつきまして、本日担当のほうから我々委

員会から出しました質問に対して回答をいただいております。皆さんのお手元に資料があると

思いますけれども、まずこれについて説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 説明に入る前にちょっと確認させていただきます。質問事項

が 11 点ありますが、これは順次一連で説明させていただくということでよろしいですか。 

 お願いします。 

○生活福祉部長（須田健一君） それでは、お手元にまず質問事項に対する回答ということで

回答本編と資料が１番から 18 番まで、かなりの資料になってございますが、提出させていただ

いてございます。これについてご説明させていただきます。まず１点目から３点目の質問事項

についての回答をご説明いたします。まず１点目の仕様書の計画ごみ質の塩素濃度 0.35％の設

定が議会に報告されていなかったことに対する町の考え方でございます。これにつきましては、

前回もご説明させていただきましたが、改めてご回答させていただきたいと思います。バイオ

マス燃料化事業につきましては、町の大変大きな事業だということで、これまで議会に対して

当初は施設の概要だとか、運営状況、事業収支または事業効果など説明を行ってきてございま

す。また一般質問、所管事務調査、全員協議会等でも説明を行ってきたところでございます。

ただ、仕様に定めた塩素濃度などの詳細な数値等について説明をこれまで行ってきてはおりま

せん。結果的に町側の説明不足であったと考えお詫び申し上げます。 

２点目につきましては、実証実験結果を踏まえ、なぜ再契約をしなかったかということと、

そのとき受注者とどのような話し合いが行われたのかということについてでございます。これ

につきましては、平成 19 年 12 月にクボタ環境サービスとの建設工事に関する契約が完了した

後、受注者の提案で環境衛生センター敷地内に実証実験施設を建設して、実証実験を行ってご

ざいます。実証実験の結果、高温高圧処理後の生成物の塩素濃度が 0.42％から 1.88％と報告を

受けてございます。これにつきましては、0.42％は１番少ない数値と最小の数値、1.88％が最

大な数値ということで報告を受けてございます。その中で平均が１％という報告を受けてござ

います。塩素濃度が仕様書の 0.35％より高いことから塩素濃度の対策について協議を行ってご

ざいます。その結果、副資材の配合による希釈で対応することとしたものでございます。副資

材の希釈で対応することとした理由は、以下に記載してございますが、①、短期間で設備的に

有効な手法を選定できなかったこと。②、設備を増設する財源を確保する見込みがたたなかっ

たこと。③、交付金の事業期間が２カ年であり、工期的に無理であったこと。④、副資材の確
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保が可能であると判断できたことでございます。結果、副資材の配合による希釈で対応するこ

ととしたことから、仕様書に変更が生じないため再契約はしなかったものでございます。 

次に、３点目でございます。２ページになりますが、副資材で塩素濃度を低減させる根拠は

何かということでございますが、副資材で塩素を低減させることができるということは、当初

計画段階から副資材により低減させる計画であったことなどから、廃プラスチック、日本製紙

からフレコンバック、チップダストなど、塩素を含有しない副資材の必要量が確保でき配合比

率により低減できるとしたものでございます。これがご質問の回答ということでございます。 

次に、参考資料の説明につきましては担当課長のほうからご説明いたします。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、私のほうから資料の関係のご説明をさせていただ

きます。質問事項の１から３まで合わせて資料に関するご説明をいたします。まず、（１）、

仕様書のごみ質を 0.35％と設定した根拠についてであります。資料につきましては、資料１と

資料２になります。白老町の一般廃棄物可燃ごみの塩素濃度を設定するに当たり、東京都の可

燃ごみの分析値を参考としております。参考値としましては 0.35％と設定しまして、バイオマ

ス燃料化施設建設工事発注仕様書の計画ごみ質である一般廃棄物可燃ごみの塩素濃度としたも

のであります。資料１がごみ処理施設整備の計画・設計要領という資料になります。全国都市

清掃会議でつくっているものでございまして、裏のページに表がありまして、真ん中の表にな

ります。（２）です。東京都の調査による無水・無灰ベースの可燃分の元素分析値でございま

す。平成７年から 16 年までの 10 年間のデータが出ておりますけれども、塩素濃度につきまし

ては表の左側に丸印で囲ってありますけれども、そこの 0.35％の数字を使っております。この

数字に基づきまして、資料２のバイオマス燃料化施設建設工事の発注仕様書の中にあります表

の次の裏のところに計画ごみ質の表が載っております。ここの表の一般廃棄物の中の可燃ごみ、

上のほうにありますけれども、可燃ごみの１番右側のほうに塩素のパーセントが出ています。

ここに 0.35％という設定をしております。この仕様書に基づいて工法が行われたという流れに

なっていきます。それと、計画ごみ質の次のページ、１－６には生成物の品質ということで表

が出ております。ここの部分につきましては、固形燃料の品質というふうにご理解いただけれ

ばと思います。参考までに載せさせてもらっています。以降、１－11 からにつきましては、施

設の機能の確保だとか、それから性能保証の関係の資料をつけさせてもらっています。 

以上が資料１と２の説明になります。また、最初のほうの資料以外のほうの文章になります

けれども、資料の②のところ、訂正させていただきたいところがあるのですけれども、発注仕

様書の年月日が平成 18年８月となっていますけど、19年に訂正していただきたいと思います。 

○委員長（ 君） 今は資料の②のところのバイオマス燃料化施設建設工事発注仕様書

平成 18 年８月を、平成 19 年８月ですね。かしこまりました。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、続けて説明させていただきます。今度は、資料３

と４の説明でございます。この資料につきましては、総合評価委員会というのを平成 19 年８月
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に仕様書ができまして、それから公募をしまして選考委員会で検討したときに出てきた質問事

項に関するものです。塩素濃度に関することに対する質問事項になります。まず評価委員会の

ほうから、１としまして、クボタ環境サービスに対して塩素濃度が変動したときの対応につい

ての質問が出されております。その質問に対して、基本的には木質添加していくことが必要と

なるという回答をクボタのほうで行っています。それと合わせて委員会のほうから町に対して

も塩素濃度の変動があった場合はどのように考えていますかというような質問がされておりま

す。それについての資料でございます。まず、資料３につきましては、これはクボタ環境サー

ビスから委員会に対して、塩素濃度が変わったときにどういうような対応をされますかという

ことに答えた資料でございます。裏の面に答えた資料を載せてあります。補足説明ということ

で、塩素が変動したときの対応可能な変動幅についてお答えしますというふうになっておりま

すけれども、それの（２）に書かれております、ごみの塩素濃度が 0.9％に変動したときとい

うふうに書かれていると思うのですけれども、まずごみの塩素濃度 0.9％としたときは木質添

加量が約１日 17 トン必要になりますという回答をしております。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。今説明の中で木質添加量が約 17 トンとありますね。これは

１万 1,000 トンに対してですか。１日の。１万 1,000 トンというのは 36 トンに対してですか。

日 36.6 トンですね。それに対して１日 17 トンいるということですかと聞いているのです。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 仕様書に基づいた生産量となっていますのでそのとおりです。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そう理解していいですね。わかりました。 

○委員長（ 君） １日生産量 36.6 トンに対して、17 トンということですね。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） では続けます。次は、資料４でございます。資料４の質問内

容につきましては同じでございまして、これは町から今度は委員会に対しての説明になります。

裏側をめくっていただきますと、シミュレーションということでケースの１から５までいろい

ろ出ています。それで、このケースの１から５までの間で一番現実的だと言っているのはケー

スの５になりまして、一番右側にあります。このときに可燃ごみの塩素濃度を 0.9 としたとき

というふうになっていまして、まずここのときのシミュレーションとしては、高温高圧にチッ

プダスト、製紙スラッジを入れるというシミュレーションにしています。チップダストの量を

半量高温高圧機に入れる。それから、日本製紙の製紙スラッジを高温高圧に入れると。可燃ご

みの塩素濃度は 0.9 と設定しましたと。こういったようなことで高温高圧処理をした後に木質

系のまた副資材、廃プラ等を混ぜましてペレット化すると。こういったときの必要な量を下の

ほうに小さく書いていますけれども、可燃ごみが 25 トン、チップダストが 3.9 トンとか、製紙

スラッジ 6.1、木質が 12、廃プラが７、こういった量でつくると下のほうに基準値以下になり

ます。これは 0.3 以下になりますということを答えているといったような資料でございます。
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また表に戻りますけれども、ケース５についての具体なことが書かれておりまして、そこに量

の関係が書かれております。大体真ん中にあると思うのですけれども、ケース５についてでご

ざいます。①、②、③でそれぞれの副資材の量に対する答えを書いております。例えば①にし

ますと、チップダストについては最低でも 3,500 トンを確保しているため、日 3.9 トンの必要

量、計算値ですけれども、必要量では問題ありません。それから、②、木質系廃棄物について

も、建設発生廃棄物等で 2,000 トンほどが確保されておりますというふうになっております。

それから、③、廃プラスチック類については、2,600 トンほど確保しています。必要量、日７

トンについても問題ございませんというふうに回答しておりまして、これは塩素含有量 0.9 に

設定したときの配合といいますか、必要量、こういったような回答になっております。これは

公募の期間中の審査委員会で議論された副資材、あるいは塩素濃度の動き、ふえることによる

質問事項に対する答えの資料になります。 

それから、次の資料になりますけれども、先ほどの最初の３ページのほうに戻りますけれど

も、今度は実証実験の結果に関する資料ということになります。実証実験の結果に関する資料

につきましては、資料の５と６になります。まず資料５につきましては、これは実証実験が平

成 19 年の 12 月末から 20 年４月まで行われておりますけれども、その期間中に出てきた運転デ

ータの資料でございます。資料５は３枚ございまして、運転データということで 19 年 12 月か

らと 20 年２月、それから 20 年３月といったようにデータが分かれております。これは実際に

運転したときのデータをクボタのほうから直接もらった分でございます。それで、まずは表―

１．１、運転データ（平成 19 年 12 月から平成 20 年１月）までございます。まずこの表は、最

初にやったのは 19 年 12 月 21 日になります。そのときの投入原料というのがありまして、左側

のほうになりますけれども、まず可燃ごみ、それから水産系、食品系、畜ふん、パルプスラッ

ジは製紙スラッジのことです。そして原料の合計というふうになっております。21 日のときは、

可燃ごみについて高温高圧処理をしております。それで上の表の下に計量結果というのが出て

いまして、塩素濃度につきましては上から３段目のところに数値が出てきています。平成 19

年 12 月 21 日につきましては 0.95 という数字が出ています。12 月 25 日になりますと 1.83、12

月 26日で 1.88というふうな結果が出てきています。これがずっと 12月、それから翌年の１月、

２月、３月というふうにデータとして上がってきております。これが、実証実験のときのデー

タでございます。まだこのほかにもいろいろ実証していますけれども、とりあえず塩素濃度の

部分についてのご説明とさせてもらっています。 

それで、この資料に基づいて最終的にまとめられたものが資料６になります。資料の６につ

きましては、廃棄物の処理に関する試験研究報告書ということで、平成 20 年６月にまとめられ

たものが報告しております。この中身は、主要な部分だけご説明させてください。まず、めく

りますと研究の目的ということが書かれておりまして、平成 21 年４月から本格稼動を予定して

いる燃料化施設の運転条件に関するデータを採取するということを目的に、クボタ環境サービ

スが実際に行っております。試験の概要につきましては、試験期間は先ほども言いましたけれ

ども、19 年の 12 月 21 日から 20 年４月 22 日までになります。それと、試験に使用した機器に
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つきましては、１ページ目の３の下のところから書かれておりますけれども、次のページ、２

ページに使用の機器が書かれております。５の（１）に高温高圧処理機が１基あります。大き

さについては３立米なので、今この施設については 10 立米です。３分の１ほどの大きさのもの

がついております。それと減容成型機が１基ついております。それから破砕機が１基用意され

ております。その他として脱臭設備だとか、排水処理設備等を設置して実証実験を行ったとい

うことになります。それで、塩素に関するデータにつきましては、６ページにまとめられてお

ります。６ページの③に塩素処理の検証ということで出ております。最初の表につきましては、

平均が 1.41、最大が 2.19 です。これは 12 月から２月までの可燃ごみの塩素濃度を計算値とし

て出した数字でございます。以降、下のほうにちょっと記載しておりますけれども、12 月から

２月の可燃ごみについては、スラッジや原料と、それから生成物塩素濃度から逆算したものと

なっております。それで、可燃ごみの塩素濃度は発注仕様書で提示した数値 0.35％を大幅に超

えた数値となったため、追加測定を行ったということになっております。それで、以降の部分

については下の表になりますけれども、追加でデータを取っているといったことになります。

その結果３月から５月までトータルした部分についての平均値等については、その表のほうに

記載されている結果となっております。以上が実証実験での結果ということになります。 

次に、今度はまた最初の資料になりますけれども、３ページの（４）になります。副資材の

調達についてでございます。これは平成 20 年７月、ですから実証実験が４月なのでそれが終わ

ってから道に対して一般廃棄物の施設の設置届けということを事務的にしなければならないと

きに、道のほうからここの部分について塩素濃度が上がったときに対応する方法は何ですかと

いうふうに、実は質問を受けております。そこの部分に対する答えということになります。そ

この部分についての資料につきましては、資料７がございますけれども、一般廃棄物処理施設

設置届出に係る確認事項についての回答ということで出ております。資料７の１枚目をめくっ

ていただいた３ページと書いている部分の下のほうに、インデックス６、設計計算書というと

ころにありますけれども、ここで答えております。木質系副資材の量・性状の設計根拠につい

て説明を追加してくださいということになっております。答えとしましては、下のほうに書か

れておりまして、ちょっと主要な部分だけ読ませてください。まず、廃プラは有価で購入し、

年間最大 3,000 トンは確保できます。その購入先は、日本製紙の道内工場から発生するフレコ

ンパックが 600 トンと、それから、登別の産廃処理業者から搬入される廃プラスチック類から

塩化ビニル系を抜いたものを、なおかつ一次破砕したものを購入しますというふうになってお

りまして、そこから４行目まで飛ばしますけれども、そこになおということで、なお、塩化ビ

ニル系の廃棄物を除外した廃プラスチック類の数量は、年間 6,000 トンが見込まれますので、

年間最大 3,000 トンの確保は確実であると考えておりますというふうに答えております。次に、

チップダストについては、日本製紙から購入しますが、規模が違うため購入量に上限がありま

せんというふうに答えております。これらを調合して生成物の塩素濃度が 0.3％以下にするも

のです。比率等につきましては、添付資料の１に記載されておりますというふうに答えており

ます。それで、次のページをめくりますと、副資材に係る質問の回答ということで、副資材の
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仕入先の内訳が書かれているものが答えとして出されております。①、林地残材から始まりま

して、⑤の廃プラスチックまで、それぞれ仕入先、あるいはそのどこにありますということを

答えている資料でございます。 

最後に、先ほど出てきました添付資料の１でございます。最後は表が出ております。これが

実証実験に基づいた配合と、それから塩素濃度を高いという段階で設定したときの配合表、そ

れから当初の配合の考え方というのがこの表に記載されております。まず表の１ですけれども、

これが当初の配合といいますか、ごみの処理の表になります。表の１の部分について、まず上

の表は、高温高圧処理をしますという考え方の表になります。ですから、家畜排泄物から事業

系可燃ごみまで、１年間で 9,950 トンを処理しますという計画になっております。このときの

塩素濃度というのがそれぞれ出ていまして、塩素濃度につきましては一番右側から二つ目のと

ころに数値が出ています。仮に家庭系可燃ごみにしますと、0.35 という数値がそこに出てきて

います。高温高圧を処理した段階で、これは平均値なのですけれども、塩素濃度の一番下のほ

うに 0.29 という数字があると思いますけれども、これがごみを高温高圧で処理したときの塩素

濃度の推定値ということになります。このごみを処理した生成物に対して、下の表になります

けれども、バイオマス系の副資材と呼んでいますけれども、チップダストだとか、それから建

設廃材とバーク、あるいは林地残材等を加えてペレット化する、これが当初の計画となります。

ですから、ペレットのでき上がる量が１万 975 トンで、日の処理量が 36.6 トン、塩素濃度につ

きましては 0.14 のペレットができるという計画値になっております。次の表の２につきまして

は、これは家庭系可燃ごみの塩素濃度が 0.35 ではなくて、塩素濃度が 1.41 あった場合につい

ての表になります。考え方は先ほどの表の１と同じですけれども、高温高圧処理をした段階で

塩素濃度が、右側のほうにありますけれども、0.71 というふうになります。これはもう製品と

しては成り立たないので、これに対して今度バイオマス系の副資材と呼んでいる部分の量がふ

えてきています。このふえた量で基本的に希釈するという形での表でございます。ですので、

先ほどの当初の計画の処理量から副資材関係については若干ふえているということになります。

最終的にはペレットとして１万 1,875 トン、それから日の処理量としては 39.6 トンということ

になりまして、塩素濃度については 0.3 という数値になりますという表でございます。それと、

右上のほうに実証実験の結果の数値が参考というふうに載せられております。こういう形の中

で北海道に対して、仮に塩素濃度が上がったときの副資材の対応の仕方ということで検討して

いるという状況でございます。 

それから、最初の資料の２点目の部分の関係なのですけれども、質問の２に戻りますけれど

も、クボタと町でどのような話し合いが行われたのかという部分に対する記録ですけれども、

記録につきましては、ないということでございます。記録されていないということなので、先

ほど２で答えましたことにつきましては関係者に確認をさせていただいております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（ 君） 済みません、前回質問させていただいた、この副資材を入れるとか

入れないとかという協議についての話し合いの議事録は一切ないのですか。 
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竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ございません。 

○委員長（ 君） 話し合った日時もわからないと、そういうふうに理解してよろしい

でしょうか。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 日時につきましては、聞き取りといいますか、確認の中で何

月何日というふうに確認しておりませんので、何月何日というところは、その部分については

確認していませんのでわからないです。そこの部分を聞いていないのでわからないという意味

でございます。 

○委員長（ 君） 大体わかりました。前回も申し上げましたけれども、会議録がない、

議事録がないということなのですけれども、そこに大体何年の何月ごろに誰々が、相手側の誰々

と話し合いをしたということも今回は調べていないということで理解してよろしいですか。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 誰々という部分については、確認というのですか、この方と

この方というふうには、それはわかっております。何月何日というのは、そこは確認していな

いのでわかりません。 

○委員長（ 君） わかりました。その点につきまして、また後ほど質問させていただ

きます。 

次、須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） それでは、４点目以降についてご説明させていただきます。

まず４点目の副資材の当初予定が変更になった理由と内容についてということでございますが、

これにつきましては前回のときもご説明させていただいておりますが、改めてご回答を申し上

げたいと思います。当初予定していた副資材、廃プラスチックにつきましては、水分を多く含

むということと、異物が含まれているということから使用ができなくなったため、使用可能な

副資材を調達することに取り組んだところでございます。これにつきましては、副資材の量、

質、金額等については資料８をつけてございますが、この資料については前回ご説明させてい

ただいておりますので、省略をさせていただきたいと思います。 

次に、５点目の機能改善工事を町が了解した理由と達成状況についてでございます。副資材

の調達が計画どおりに集められないことにつきましては、生成物の塩素濃度が均一でないこと

から配合割合を設定できない状況となったということでございます。このことから、クボタ環

境サービスは、生成物の塩素濃度を低減させるため、水洗浄による塩素除去を行う機能改善工

事を提案しております。この時点で副資材の確保が困難であったことや他の有効な手段がなか

ったことなどから、水分、エネルギー使用量の増加などの課題はあるものの、有効な手段と判

断して町が了解したものでございます。ここの点についての資料等については、また再度課長

のほうからご説明させていただきます。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 
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○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、資料のご説明をさせていただきます。まず、（５）、

機能改善工事についてであります。機能改善工事の経過につきましては、塩素濃度の低減を目

的として、受注者が提案した洗浄脱水処理による生成物の脱塩処理という目的で、平成 21 年

12 月に着工されております。合わせてそのときに一般廃棄物の処理施設の変更届を道に出して

いるということになります。改善工事に着手しまして、翌年３月に主要機器の設置が終了して

おります。主な工事の概要につきましては選別設備、ふるい選別機だとか、磁気選別機を新し

くしております。それから、洗浄脱水設備を新しくつけております。それから、チップを乾燥

させる設備、これが新しくついております。それと、においの対策ということで触媒燃焼式脱

臭装置が新しく設置されております。ここの部分に対する資料につきましては、９、10、11 と

いうことで資料を用意させていただいております。 

まず資料の９でございますけれども、この資料はクボタ環境サービスで生成物を水洗浄する、

このテストを行ったときの資料でございます。最初の表紙にある部分につきましては変更の理

由等が書かれておりまして、３点ほどございまして、まず下のほうになりますけれども、２、

変更理由というところですけれども、可燃ごみの中の塩素濃度、これが 0.35 から１に大きく変

わったということが一つございます。それから、副資材の関係で、廃プラの値段の高騰があっ

て副資材を安定的に集めるということがなかなか困難だといったようなことが変更の理由の一

つでございます。それと、副資材として日本製紙から買っておりますチップダストの水分がま

だ高いということなので、これも変更の理由ということでクボタのほうから提案を受けまして、

そしてあわせて洗浄脱水試験をやった結果、塩素を低減できるということが確認されたので、

洗浄方式で機能改善を行いたいといったような内容の資料になります。 

次のページにいきまして、まず１ページ目につきましては、これは施設でやった実験になり

まして、テーブル試験でございます。結果です。１番下に３ということで実験結果が出ており

ます。それの表の２のほうに、塩素濃度の動きが出ております。生成物を水で洗ってどれだけ

塩素が落ちるかという表になります。最初の塩素濃度が 0.81 ということになります。これを水

が２倍、３倍、４倍、５倍、10 倍というふうに洗っているのですね。その段階での塩素の動き

を表であらわしております。４倍で希釈して洗った場合は、0.81 あったものが 0.37 に塩素濃

度が落ちましたという結果の表になります。次のページに今度は実際に燃料化施設のほうで実

験した結果が２ページ以降に書かれております。燃料化施設にスクリュープレスの脱水機、実

験をするために必要な機器を導入しましてクボタがやった試験になります。結果は３ページの

ほうに記載されておりまして、まず実験フロー図―３という、真ん中辺にあるフロー図が出て

いますけど、こういう形で実験をしております。生成物を左側から流れていきますけれども、

洗浄タンクに入れて、そこで水で攪拌するということが一つ、そして濃縮機に入れて固形分を

取っていくと。こういうような作業をしていきます。それと、薬品を入れてろ液からまた回収

すると。この二通りで、その洗った生成物から固形分を取るという作業をしまして、最終的に

脱水機の中で水分を搾り出して脱水ケーキとします。そしてこの脱水ケーキの塩素濃度がいく

らになるかという結果が３ということで、実験結果ということで記載されておりまして、脱水
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機というところに結果が出ております。脱水ケーキの含水率については 35％以下。それから、

２番目に脱水ケーキのＴＳ、固形物の回収率が 85％以上、それから、脱水ケーキの塩素濃度が

0.5％以下というような実験結果でございます。これに基づきまして、塩素対策ということで生

成物を水洗いして、それで対策を行いたいということで機能改善工事をスタートさせたという

ことになります。 

それと、今度は資料の 10、11 ということで、これは道に対して一般廃棄物の処理施設の変更

届を出した書類になります。先ほど述べました理由の中で変更、機能改善をするということな

ので、当初届け出た機能の部分が変更になります。それで、資料の 10 についているのは、熱分

解施設の届出になります。これは高温高圧処理の部分というふうにご理解いただければという

ふうに思います。それで、変更された部分につきましては、真ん中辺に変更後、変更前という

ところが出ていると思うのですけれども、高温高圧処理、ごみの処理量です。変更前が 37.5

に対しまして、変更後は 27.6、１日当たりのごみの処理量になりますということが記載されて

おります。次をめくりますと、今度は固形燃料化施設になります。これは固形燃料をつくる施

設というふうにご理解いただければと思います。ここの部分につきましても処理能力が変わっ

ておりますので、変更前が 36.6、変更後が 42.3 というふうに処理量が変わってきております。

最後につけてある資料が変更後の処理フローということで、カラーコピーでつけさせてもらっ

ていますけれども、上の部分がごみの処理をする熱分解施設になります。茶色の部分が固形燃

料化施設の部分になります。赤字で書かれている部分がこの機能改善でつけ加えられた部分に

なります。まず、熱分解施設につきましては、真ん中にまず高温高圧処理設備とありまして、

その右側のほうに選別、ここから新しくその設備が赤字で書かれている部分がふえているとい

うことになります。それと、真ん中辺にバイオボイラーとありますけれども、これについては、

事業としては行っておりませんので、これは中止という形になっております。それから、下の

ほうにいきますと、固形燃料化施設、燃料をつくる部分でございますけれども、その中のチッ

プダストという部分がございますけれども、これが機能改善によって乾燥機に送られるという

ラインになっております。乾燥機で水分を飛ばしまして、大体水分としましては 10％前後の乾

燥まで持っていきまして、これを固形燃料、成形機のほうで利用すると。こういったような流

れになるということでございます。 

続きまして、また最初の資料に戻りますけれども、（６）ということで機能改善工事の性能

確認についてであります。機能改善の使用機器の設置が終わったのが平成 22 年３月、それ以降

調整をしながらずっとやってきまして、その間主な性能確認をクボタのほうで行っております。

そこに書いてございますけれども、まず、１ということで、平成 22 年８月２日から６日、平成

23 年６月 10 日、平成 23 年８月 19 日、平成 23 年 12 月５日から 10 日の連続運転、主な大きな

ものについて、この４つほどテストをしております。これに対する試験結果の資料を添付させ

ていただいております。まず資料につきましては、12、13、14、15 がテスト結果の報告書とな

ります。まず、資料の 12 についてでございますけれども、試験を行った日につきましては、22

年８月２日から８月６日まで、約１週間の生産試験を最初にしております。結果ですけれども、
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３、試験結果の（１）に生産結果というふうに表が出ております。まとめからいきますと、一

番右下のほうに生産量ということで数字が出ております。トータルで 176.6 トンの固形燃料が

できましたということの報告を受けております。これは平均値でございます。それで、これに

対して仮に 52 週という計算をすると 9,183 トンという、計算値ですけれども、こういうふうな

結果になりますということです。 

それから、次の資料 13 につきましては、試験を日が平成 23 年６月 10 日から６月 11 日、24

時間の試験でございます。結果につきましては、生産結果という部分が裏のほうにありますけ

れども、それの一番右下のほうに成型品合計ということで記載されております。32.6 トンの固

形燃料が生産されたということが記載されております。計算値ですけれども、300 日稼動した

とすれば 9,780 トンという計算になります。 

次が、資料の 14 でございます。このときの試験日につきましては、平成 23 年８月 19 日から

20 日まで、また 24 時間のテストをしております。このときのテストの結果につきましては、

一番下のほうに実績という表が出ていると思いますけれども、ここに処理量という形の中で出

てきています。32.9 トンの物ができましたという結果でございます。300 日を掛ければ 9,870

トンほどの数字になります。 

最後に、資料の 15 でございます。これが一番新しい試験結果でございます。平成 23 年 12

月５日から 12 月 10 日までの１週間試験をしてございます。これの結果につきましては、次の

裏面にまた同じ表が出ておりまして、成型品ということで右下のほうに数字が出ております。

１週間で 141 トン生産できましたという結果になっております。これを 52 週掛けると 7,332

トンという数字になるということでございます。 

以上が機能改善工事の性能確認についての資料の説明でございます。以上で説明を終わらせ

ていただきます。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） それでは、６点目以降、再度ご回答申し上げたいと思います。

まず、６点目の最終処分場の残余容量については、前回表をご提示させていただきましてご説

明終わってございますので、ここについては省略させていただきたいと思います。 

次、７点目の保証期間についてでございます。保証期間につきましては、稼動後その性能が

十分発揮していないことから、保証期間につきましては機能改善工事の完了後２年間にするこ

とで協議を行っておりました。受注者は発注仕様書に基づきプラントを建設していることから、

プラント設備に対する保証延長を求めることはできないと判断したものでございます。ただ、

機能改善工事の部分についての１年間の保証期間は設定するということにしたものでございま

す。また、瑕疵担保につきましては契約書に定める期間が 10 年間であり、受注者の責任となる

ものでございます。 

次に、８点目の過去の委員会報告に対しての考え方でございます。これにつきましては、今

日まで議会から種々の指摘、提言等がございましたが、早期に対応できなかったことは深く反

省をしているところでございます。今後はそれらの提言等を改善計画検討委員会で協議してい
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きたいというふうに考えてございます。 

次に、９点目の企業側の責任問題についてでございます。これにつきましては、受注者であ

るクボタ環境サービスにつきましては、施設の安定稼動を確立することは企業（プラントメー

カー）としての責任ととらえていると考えてございます。この中で機能改善工事をみずから実

施したものであることから、企業側としてできる限りの責任は果たしてきているというふうに

理解しているところでございます。 

次、10 点目の裁判で争わない理由についてでございますが、ここにつきましては、受注者の

責任については、一つは施設建設工事に関すること。二つは施設運転管理業務委託に関する２

点に分けて考えてございます。１点目につきましては、受注者は仕様書に合わせたプラントを

建設しており、その仕様書が変更されていない以上、受注者に性能を発揮できないことについ

て責任を問うことができないものであり、町は受注者に責任を問うのは難しいと判断したもの

でございます。２点目につきましては、当初目標の生産量に達しない責任、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きましては、①、一般廃棄物可燃ごみの塩素濃度を

0.35％と発注仕様書の塩素濃度基準値として発注したこと。②、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が、協議の中で副資材により希釈する方

法で対応することとし、副資材の調達は町が行うこととした。③、稼動後、副資材の調達環境

が変わり量・品質とも確保できない状況が続いたことから、受注者の提案で機能改善工事を施

工し、安定稼動を目指した。④、余剰生成物の発生に関する責任につきましても、以上の３点

と同様と判断したものでございます。以上のことから、その責任を受注者に問うのは難しいと

判断したものでございます。 

それでは、参考資料のほうは再度課長のほうからご説明させていただきます。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、先ほどの部分に対する資料のご説明をさせていた

だきたいと思います。（７）、法的解釈についてでございます。平成 24 年５月に北海道町村会

の顧問弁護士に見解を伺ったところの資料でございます。まず、資料のほうから先に説明をさ

せていただきたいと思います。資料につきましては 17 と 18 になります。最初に 18 のほうから

説明をさせてください。この資料 18 につきましては、顧問弁護士のところに行く前に、こうい

ったことを相談したいということで、先に町村会のほうに送った資料でございます。読み上げ

ていきます。最初に燃料化施設の状況を簡単に記載させてもらっています。そして、その下に

先に町村会のほうに送らせてもらった１から４までの相談事項の資料でございます。最初の１

点目です。１、当初計画に達しない部分について。当初の計画で年間固形燃料生産量を１万

1,000 トンとし、稼動を開始したが目標生産量に達しない。この原因は設備の能力が満たされ

ていないことから、受注者が工事請負計画の保証条項から自社の責任で機能改善工事を施工し

たものでありますということで、質問としましては、プラント建設に当たり、白老町は総合評

価落札方式を採用し施工業者を決めました。本格稼動後に計画値に達しないことは、当初の設

備に不具合等があったので、機能強化を依頼し、受注者の責任でプラントの能力を確保させる
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ことは、特段問題ないと考えていますけれども、ご見解をお伺いさせてくださいということが、

まず１点目です。 

次のページにいきます。２、収入不足に対する不足額の請求についてでございます。稼動し

て各年度で、平成 21 年で約 5,400 万円、22 年で 2,800 万円、23 年で 1,960 万円の歳入が不足

しておりますと。この不足分の取り扱いについてお伺いしたいということでございます。バイ

オマス燃料化施設の運営管理はクボタ環境サービスが受託し業務を執行しているが、業務委託

契約の中に目標の生産量に達しない部分の不足分を賠償できる条項はないが、請求についての

是非は見解をお伺いしたいということです。それから、この不足額を請求することとし、民事

訴訟を行った場合に勝訴できる可能性はあるのかをお伺いしたいということを聞いております。 

３点目につきましては、生産が安定しないことから、高温高圧処理後の生成物、これが大量

に発生し使用できないで保管していますと。ここの責任についてはどうでしょうかという問い

を伺っております。質問事項としては、２の収入不足分に対することと同じと聞いております。 

４としまして、プラントの建設に対する保証期間についてです。保証期間については、21 年

から 22 年の２年間、それと機能改善に関する部分については、24 年度の１年間の保証とする

こととし、質問としましては、プラント建設工事に対する保証期間は２年間（21 年度、22 年度）

であるけれども、この期間に機能が満たされていないことから、機能改善工事を実施したもの

で、当初の保証期間の延長を協議していますが、このことの是非について。ただ、保証契約書

には延長できるとの記載はないということです。それから、機能改善工事の部分については、

新たに保証期間１年間を設定したが問題はあるかないかをお伺いしたいと、この４つのことに

ついて顧問弁護士の見解をお伺いしたことになります。 

資料 17 のほうに戻っていただきたいのですけれども、これが相談した結果を報告した書類に

なります。まず、相談記録事項ということで書いてありますけれども、主な相談事項につきま

しては先ほど言った部分についてでございます。それに対する顧問弁護士の見解ということで、

結論はそこの下に書いてありますけれども、まず結論から言ってしまいますけれども、相談し

た中で最終的な見解ということで読み上げます。プラント建設時の仕様書の条件である塩素濃

度 0.35％が１％に変わった場合については、0.35％に合わせた設計であり大きな変更となるこ

とから十分な性能を発揮しないことについての責任はクボタにはない。クボタの主張は正当性

があると思いますということの見解でございます。 

それからもう一つ、クボタが行った性能を満たすための機能改善工事について、まだ満たさ

れていないとしても最初の仕様書の条件が違っていたことで改善を要求することはできないと

考えますということです。 

それから、次のページです。相談された事項については、最初の仕様条件に話が戻るので損

害賠償等を行うのは難しいと思いますというふうに弁護士のほうから見解を伺っております。

弁護士に対して提出した参考資料につきましては、記載されている３点を提示しております。 

次のページに相談事項の記録ということで少し細かく記録を取ってあります。最初のほうに

は相談の最終的な結論、これは今話したとおりでございます。仕様書の条件が変わった場合と
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いうことで弁護士とのやり取りの部分をまとめて記載しております。町のほうからは、当初の

仕様書は塩素濃度 0.35％とあるのは、実際は１％前後ありましたと。ここの部分について、仕

様書の数字が 0.35 なので塩素濃度が１％だったときに処理が十分できなかったのだというこ

とをクボタが主張していますということを弁護士が説明しています。弁護士のほうからは、仕

様書の条件が違っていた場合は、その仕様書に合わせて物をつくっているので、そこの部分に

ついてはそういう結果になるでしょうというような見解を受けておりまして、まずすべてが

0.35 の話になってしまいますということでございました。なので、収入不足、それから余剰生

成物、それから機能改善に、仮に能力不足があった等に対しての請求は行えないと。クボタに

責任はないのではないかといったようなことを聞いてきております。次に、まず仕様書が変わ

っていたことと、次のページには収入不足についてのやり取りを記載しております。弁護士の

ほうから、目標の生産量に達しないのは業務委託の仕様書に書かれているどちらの能力が原因

ですかというふうに聞かれておりまして、町としては原料（副資材）を集めることと、それか

ら設備の能力不足の２つがあるのではないでしょうかという話をした中で、弁護士のほうから

何点か回答がきております。まず、質問事項としての損害賠償、これはできるということでご

ざいます。最初からその契約書に損害賠償ができる、できないということが書かれていないの

は常識ですということでございました。生産量だとか施設能力を記載することで事は足りるで

しょうと。ですから、損害賠償自体はできますといったような見解です。ただ、双方に責任が

あって、相手方の責任だけを損害賠償を請求することもできるということを言っておりました。

なので、クボタのほうに責任があるとするならば、クボタ側の責任分の損害賠償を請求するこ

とは可能でしょう。ただし、0.35 の話に戻るから、ここの部分についてもちょっと難しいとい

う言い方はされております。同じく、使いきれなかった生成物に対しても同じような考えが当

てはまるのではないかというふうに言われております。それから、保証期間についてです。保

証期間につきましては、本体工事の保証期間を延長することは双方の合意がされれば、これは

全然問題ないでしょうという見解でございました。ただ、この場合、また最初の 0.35 の話に戻

るから延長することはないでしょうといったことを言っておりまして、２年間の保証期間の意

味については記載されているとおり、欠点があった場合については全額負担して建て直します

ということになります。なので、クボタに責任がない場合については、原則どおり２年という

ことになるでしょうという見解でございます。最後に、機能改善工事に伴う設備の能力不足で

す。ここの部分も能力が満たされていない部分があった場合について手直しを請求できますか

ということを町のほうから聞いております。これは、最初に計画されていた機能改善工事の能

力を満たすまでそれは請求できますと。できるのですけれども、今回の場合については前提条

件 0.35 に話が戻ってしまうので、この場合は別になるのではないでしょうかというふうな見解

を伺ってきております。以上が法的解釈ということで顧問弁護士に伺った報告書でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） それでは、最後に 11 点目の今後の収支見通しについてという
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ことで、前回ここにつきましては、今改善検討委員会の中で改善対策等を検討中なので、改善

策等を踏まえ収支見通しを立てるということで、その辺が整理をついた段階でご説明させてい

ただきたいということで、前回ご了解いただいておりますので、これができ次第ご説明させて

いただくという形にさせていただきます。 

以上で終わりたいと思います。 

○委員長（ 君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０４分 

                                         

再開 午前１１時２１分 

○委員長（西 君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

今までの中で、順次質問を委員の皆様から受けたいと思います。このたびいただきました、

まず所管事務調査の質問事項に関する回答、この順番でいかせていただきたいと思うのですけ

れども、委員の皆様いかがですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） それでは、このいただきましたレジュメに沿って質問を再開してい

きたいと思います。委員の皆様、１点目、２点目ということでずっといっていますけれども、

この順番で、質問でよろしいですね。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この順番でいいのだけど、今も当局のほうは詳しく説明をしたと思い

ます。だけども、その説明を今資料 18 まで聞いたけど、もう１回持ち帰ってあの資料をきちん

と検討しなかったらきちんとした質問ができないのです、我々も。ただ、ありませんか、今何

を言ったらいいだろうと、ありませんか、ありませんかで終わってしまうような気がします。

なぜそういうことを言うかというと、責任という言葉がずっと出てきています。最後に責任問

題ということが。責任を課せる、責任を受ける、受けさせる。このことは重大なことなのです。

今簡単に決められることではない。そのことからいくと、今 18 項目やっているうちに、この項

目どうですかと考えているうちに意見がなかったら、また次といったら、あっという間に終わ

ってしまいます。きちんとした検証をしないで。だから、そういうことからいくと、１回持ち

帰って、今の答えをきちんと把握して、それでなかったら何か私はできないような気がします。

きちんとしたことをやるには。と思うのですが。 

○委員長（ 君） このようなご意見がございますけれども、ほかの委員さんはいかが

でしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、松田委員の言われているとおりだと思います。これだけの資料

をそろえていただいて、ここでずっと説明を羅列されても、ではこれに対して何かございませ

んかと言われても、そうですね。普通に考えても。やはりこれは１回持ち帰って、今一度自分

たちの頭の中で整理を１回しないと、多分こういうことについてどうなのだということが言え
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ないような気がします。断片的には言えても、今松田委員の言われているとおり本当に大事な

問題なので、一度持ち帰って目を通させていただきたいと思います。 

○委員長（ 君） お二人の委員さんからそのような意見が出ました。持ち帰りという

ことで意見ございますので、これについては次回意見をいただきたいと思います。ほかの委員

さんはそれでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） それでは、そのようにさせていただきます。 

その前に、きょういただきました資料の中で、特にここの部分についてはもう少し説明して

いただきたいとか、そういう部分を質問させていただきたいと思うのですけれどもよろしいで

しょうか。それでないと、次回のときまでに各委員さん方質問をまとめられないと思うのです。

ですから、もう少し詳しく説明してくださいという部分がありましたら、全体でさせていただ

きたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） では、全体でここのところをもう少し説明してほしいという部分が

ございましたら、質問をさせていただきたいと思います。もう一つつけ加えさせていただけれ

ば、きょう報告させていただいた資料の中で、さらにここの部分の資料をいただきたいという

部分もありましたらお願いしたいと思いますけれども、ありますでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 委員長の言われることは、もっともそのとおりだと思いますけれども、

やはり一度これを持ち帰って自分たちの中でしっかり把握しないと、次にこういったものがほ

しいというのが今は出てこない状況にあるのではないかと思うのですけれども。 

○委員長（ 君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） クボタとのやり取りの部分が一切なかったということなのですけれど

も、そのあたりがなかったで話が進んでいくのかどうかが心配なのです。何も残っていないと

いうことですか。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今及川委員からのご質問でございますが、それについては、

すべての議事録等がないということではございません。ただ、関連する部分での、先ほど竹田

生活環境課長のほうから説明した関連の協議録はありませんということでございます。ただ、

交渉ごとのそういうものもございます。ですから、あらゆる場面で議事録は残っているものと

残っていないものがございますので、今回関連するところでお出ししなければいけないという

ところでなかった部分は、先ほど竹田生活環境課長が言った部分だというふうにご理解をして

いただきたいと思います。いわゆる、２答目の実証結果を踏まえて再契約をしなかったという

ときにどうしようかと、そのときのやり取りのことが議事録としてありませんということなの

です。ただ、関連の資料としてはありますので、クボタのほうからは、後には出てきています

のでやり取りはさせていただいているという中のものはあるのですけれども、ただ、そのもの
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の会話が全部あるかといったら、ないということなのです。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。一つお聞きしたかったことがあったのですが、この平成 23

年 12 月定例会、ここでこう答えているのです。損害保証については、まちはことしの３月にク

ボタと分担協議をする。責任分担を協議する。こう言っています。それから、９月になっても

協議は進展していないと議会で答弁しているのです。この損害賠償について。 

それからもう一つは、９月の議会で目時前副町長がクボタの社長が代わったので 10 月に社長

と会い、損害賠償について話し合いをすると言っているのです。ですから、この時点でクボタ

の社長と損害賠償について話し合いをすると答弁されているのですから、クボタの社長と損害

賠償は行われたのかどうか。その経過をできればお聞きしたいと思うのです。この次でもいい

のですが。これは、私は重要なことだと思いますから、このことについてお聞きしたいと思っ

ております。議会で言っていますから。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今のご質問の確認をさせてもらいます。経過をということで、いつ

いつクボタのどなたとこういう内容でお話をしたという経過ですか。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そういうのを引き継いでいるのかどうか。その経過。要は賠償責任に

ついてどんな賠償責任について話されたのか。新しい社長なのですね。そして、こちらは今度

新しく、飴谷さんが 10 月でいなくなったものだから、だからその経過、どんな話をしたのかと。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 10 月には飴谷町長が社長と話をしているのです。そこの部分

についてということですか。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 賠償のどんな話し合いをしたのかということを、記録があったら、経

過があったら、引き継がれているのかということでお聞きしたいと思います。これを読んだら

気になったものですから。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今の部分について、書類といいますか残っている部分の、先ほど言

いましたとおり、交渉した議事録というか、協議録というか、そういうものが残っているかど

うかはちょっとうちのほうに確認をして、その経過も含めて次回のときに説明申し上げたいと

いうふうに思います。 

○委員長（ 君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。済みません、１点です。機能改善工事に伴う設備の能

力不足についてということで、資料 17 の最後のページのほうにご説明いただいていますが、弁

護士さんのほうから、前提条件が大幅に変わっていない限りにおいては、当初契約の仕様能力

を達成するまで請求できるとありました。これは当然だと思うのです。このときの前提条件と
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いうのは、もう既に 0.35 が１％から 1.88 になって、これはもう前提条件は実態に得したデー

タで共有されていると思うので、この前提条件はもうここでは差異はないはずなのです。なの

で、そういう実態に合わせて線上で対応するということで、機能改善工事を果たされていると

思うのですけれども、この現状、まだ 7,000 トン程度の町の生産量ということで、この機能改

善によって果たされている能力はまだちょっと満たされていないという現状認識でいるのです

けれども、それというのは副資材の調達不足にあるのでしょうか。それとも、設備の機能改善

工事の能力がまだ十分に発揮できていないということなのでしょうか。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今広地副委員長からのご質問の中で、生産能力が今 7,000 ト

ンでやっていると。ただ、当初の１万 1,000 トンにはほど遠いということで、途中で計画とし

ては 9,000 トンに計画変更させていただいていますけど、それにしてもまだそこまで到達して

いないということでございますが、これについては到達させるためには副資材を増量しなけれ

ばならないと。そうなりますと、副資材を購入する費用等もかかるので逆ざやにさらに拍車を

かけるということもあって、そこまで能力が発揮、現状としてはしないということで進んでい

るということで、施設的には物と体制をきちんと整えればできますということだと思います。 

○委員長（ 君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） わかりました。そこの部分を確認したかったのです。確かに前の

調査のときにも、これで１万 1,000 トンつくることが責任ではないのだという話は議論の中で

大分交わされていたのです。なので、量ができていないからどうのこうのということではない

のですけれども、ただ、その部分が責任問題としてやはり副資材にあるというか、逆ざやにな

る部分もあるので、適正な収支を考えながらの生産というような考え方で、施設機能改善工事

が能力不足だという認識ではないということでわかりました。 

○委員長（ 君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今広地副委員長の質問の回答を聞いていたのだけれども、副資材をど

んどんつぎ込めば当然逆ざやになると、これはわかるのです。わかるのだけれども、それでも

なおかつクボタに対する責任問題は発生しないのかと。逆ざやになっても何もどんどん副資材

をふやせばいいではないかと、赤字になるのは構わないと。そうであれば、どんどんつぎ足せ

ば、副資材を足していけば物はできると。0.3％以下の生成物はできるのだと。とおせばいいの

ではないかと。それは、そうしたらそういうことになればクボタの言い分になるわけでしょう。

逆ざやになるから当初の目的である生産量ができないのだと。今の説明ではそうなっています。

そうであれば、それで本当にクボタの責任は問えないのですか。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 先ほどもご説明させていただいたときに、建設工事に関する

契約というのは結んでございまして、それは仕様に基づいた機器の性能を満たすものは最終的

に機能改善工事も含めクボタは設置したということです。ですから、機械的にその性能を満た

さないということではなく、生産ができないのは運転維持管理上の契約の中でどうなのかとい
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うことの中で、町は計画生産量をつくる副資材を結局は集められないということで、できない

ということですので、二つに分けて考えますと、その辺は町はなぜやらないかといいますと、

予算的なもの、そういった経済的なものを含めると、これ以上お金をかけて、今現在の話です。

現在はつくらないほうがいいというふうに判断をしているということであって、それをクボタ

の責任だということは、クボタは、契約上は性能のものをきちんと白老町には納めていますと

いうことになるということなのです。ですから、生産できない理由をクボタにということには

ならないと。では、運転維持管理上きちんとつくっていないのではないかといいますと、クボ

タの言い分としては、きちんとつくれるだけの副資材を持ってきてくれれば当然つくれますと

いう形になると思うのです。 

○委員長（ 君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今の答弁は、一部は理解できるのです。みずから提案

によって機能改善で塩素量を減らしたという、ただし、副資材の購入量が増大するという関係

もあるので収支を考えながらの生産を行っているということで、機能改善は違う設備の能力自

体に不足はないと考えるということだと思うのですけど。ただ、この機能改善工事を受注者の

責任として提案していただいたという部分については、私は評価をしているし、理解はできる

のですけれども、当然それに対しては、例えば乾燥させたり、あと臭気を脱臭するために焼却

装置つけたり、活性炭はつける、さまざまなランニングコストがかかります。当然ですけれど

も、今回の機能改善に行うランニングコストという部分についても、この時点では当然その廃

プラよりも値段の高騰も既に掌握している段階だと思うのです。なので、そこの部分を、この

機能改善工事に伴うランニングだとか収支の計画というのは当然あったと思うのですけれども、

そういった計画と実態との乖離があるということなのでしょうか。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今広地副委員長のご質問の中で、その辺当然機能改善工事で

出てきた施設のランニングコスト等の増というのは、先ほどご回答の中でもお話をしましたが、

課題としては当然ふえるという認識の中で、ただ、当然町側としても本来であれば 0.35 の仕様

の設定、そこに戻ってしまうのですけれども、仕様がそういう定めにあるというところの中で、

そこにすべてが結果としていってしまうのです。ですから、それが後々こうだからああだから

といっても、すべて仕様が 0.35 だという、その契約の中でいけばクボタに責任を問うことは難

しいですと。ですから、当然ランニングコストを増加するのではないかといっても、その部分

もクボタに責任を持たせるということにはならないのです。ですから、最終的にでき上がった

ものは機能改善も含めて一つの施設としてクボタは納めたということになりますので、その機

能改善工事も町は了承してきたということになれば、その責任はクボタには求めることはでき

ないということで考えてございます。 

○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この弁護士との関係なのだけれども、ここに書いている、

塩素濃度が１％あるとわかったのが実証実験で、契約時は 0.35 なら一部に錯誤があったとなる
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と、こういう見解なのですね。弁護士の見解が。その後に、すべてが 0.35％の話になると。も

う全く今の答弁全部そうなのだけれども、そういうふうに私も理解しているのだけれども、そ

れで、根拠はそういう根拠だということになっているのだけれども、この弁護士が言っている

言葉上の問題ではなくて、塩素濃度が１％あるのがわかったのが実証実験、これは町もクボタ

も両方とも、両方でやっているからわかっているわけですね。0.35 を議会は知らないけど、町

とクボタはわかっていたと。契約時に 0.35 なら一部錯誤があったことになると、こういうふう

な表現なのです。これはどういう意味なのですか。どういう意味ということは、ここで間違っ

て再契約を結ぶべきだったのではないかというのが弁護士の言っていることですか。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 見解の中では、確か再契約をしなさいというような、そうい

う見解ではなかったですけど、何らかの形では取り交わしは必要ではなかったでしょうかとい

うお話はありました。話の流れの中でです。 

○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、ここにも書いているように何度も何度もし

つこいくらい言っているのだけども、0.35 が根本的な問題だという話は前回も私はして、副町

長もそれは認めたのです。認めましたね。それで、当然そのことが議会にわからなかったとい

うことが最大の問題だということも私はそのとき言ったはずです。ここで書いている、今の答

弁でいうと、再契約であろうと何であろうと何らかの形を町とクボタが話をしていなかった。

それを、安易という言葉が合っているかどうかわからないけれども、副資材だけで乗り切ろう

とした町に問題があるのだというふうなことを言っているのか。それとも、クボタのモラルハ

ザードとして、クボタ自体も知っていたわけです。0.35 も 1.0 も。にもかかわらず、クボタは

町がやると言ったからとばしてしまうと、早い話が。そこが問題なのか。私はやはりクボタの

モラルハザードの問題というのは、責任を問えるかどうか。裁判で責任を問えるかどうかわか

らないけれども、これは非常に大きな問題だと思うのです。クボタという大企業から見たら。

そこが、町が副資材を集めるといったからいいではないかと、私たちは最終的に裁判で勝てる

からいいのだと、そういう考え方だったらこれから仕事を続けてもらうことも考えなければだ

めでしょう。はっきり言えば。そういう意味で、ここのこの弁護士の表現というのは非常に微

妙なところなのです。だから、弁護士が言っているのは、そういうモラルハザードでは一切裁

判はできないという見解ですか。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 弁護士との相談の中で、訴訟ごとについては、弁護士はでき

ないという見解ではないのです。調査をやろうと思えば、それはそれでできるという見解です。

ただ、聞いた中ではクボタさんには責任を問うことはなかなか難しいでしょうという見解だと

いうことなのです。それを、ではクボタさんとやることによって、その関係がどうなのかとい

うことも含めて、お互い合意事項になることだからということなのです。本来であれば、私た

ちも考えるのですが、基本的にはリスク分担をどう持つかということの協議がやはり我々も反



 21 

省しなければならないと思いますが、そこがきちんとつめていなかったのかというふうにちょ

っと考えています。ですから、町が副資材を集めますので、その場合はどういったことについ

ては町側の責任ですと、クボタさんはこういう別な何か運転管理上問題があって発生した場合

はクボタさんの責任ですというような、きちんとリスク分担をやはりしておくべきということ

なのです。包括的な、例えば３年、５年の契約をしますと、そのリスク分担というのは大体契

約時には行うのですが、維持管理の１年契約は一般的に、下水道も前そうだったのですけれど

も、責任分担というのはそこまで細かくは、１年の場合は結ばないのが今までは大体流れだっ

たのです。ですからやはり、そこの責任をはっきりそういうところも生産の責任も持たせると

いうことになると、維持管理上の通常の１年契約ではなく、包括的な委託、総合的な委託でや

はりやらないとそこまで求めることはできないということが一つあるということなのです。た

だ、弁護士さんはあくまでもやるのだったら、それはできますという見解はありました。 

○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ただ、それはやれます。負けることを覚悟でやるならでき

る。だけど、これは最後の仕様能力に達成するまで云々という部分でも、前提条件が大幅に変

わっていれば別だという見解でしょう。ということは、早い話が、ざっくばらんに言えば、や

っても負けるということでしょう。勝つ可能性がないということでしょう。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 100％は勝つ可能性がないと、それが８対２になるのか、９対

１になるのか、５対５になるのか、それは多分５対５にはなることはないでしょうけど、８対

２か、７対３、頑張って７対３になるのかと。ただ、一般的には訴訟ごとについては多分判決

で荒らされることはまずないそうです。ですから、和解ということで進められるということに

なるので、そこはその中でどうおさめていくかということにはなるので、ただ、そういう条件

であれば 100％勝ち目はないということです。ということは、機能改善に要した費用も町は出

していかなければならないということにも、実はなりますので、そういったことを含めますと。 

○委員長（ 君） 次回細かいことは、意見とか言うと思いますので、今回はわからな

い部分を質問させていただきますので。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私もこれはずっと見ていてクボタが実証実験をして 0.1 と 1.88 だと言

いましたね。この正確な時期はいつなのですか。何年の何月何日ですか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 何年何月何日というところまでつかんでおりません。報告を

された時期は確定しておりません。先ほども説明しましたけれども、それぞれの日にちの塩素

濃度のデータはありますけれども、例えば 19 年の 12 月にやったのが年末の何日に報告され、

協議されたということはまだ押さえておりませんので、調べられる限り調べたいと思います。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が言いたかったのは、先ほど大渕委員も言いました。受注者の責任
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問題のこと。この廃棄物処理検証結果概要書というのがあります、日本環境衛生センターの。

ここのデータが、これはあれでとったのだから、これを見ると、ここのセンターがクボタにこ

の塩素濃度のデータをしたのが 20年７月 15日なのです。このときに塩素濃度 1.05、含水率 3.4、

こう報告しているのです。クボタにです。それから、21 年６月 25 日、26 日に、これもここの

センターが報告しているのですが、このときは塩素濃度 0.65、それからその日もう１回やった

データが塩素濃度 1.18、こういうふうにクボタに伝えているのです。20 年７月と 21 年６月。

こういうことからして、これにそしてつけ加えているのは、実用化に際しての留意事項とある

のですが、それには、白老のごみは塩素濃度が比較的高い。ごみ固形燃料の利用先、いうなれ

ば日本製紙でしょう。この条件を十分に把握する必要があると言っているのです。クボタにで

す。ですから、クボタは今言ったように 0.6 から 1.何ぼまであって、もう塩素濃度は高いのだ

と、７月の段階で検査をしてきちんと分析の中で。そうしたら、クボタはこの段階で白老町と、

まとめたのを読むのだけど、20 年７月 15 日の検査結果を踏まえれば、19 年８月提示されてい

る発注仕様書の可燃ごみ 0.35％と大きな差があるわけです。このクボタが求めた結果と差があ

り、塩素濃度の設定見直し、１万 1,000 トンに対する副資材、そしてこのまちの仕様書、これ

には副資材を使うのは１万 1,000 トンに対して 5,692 トンとあるのです。検査結果による塩素

濃度に対する副資材の活用される必要量の見直し、私は、クボタはこの時点で受注者としてま

ちに十分な協議をして条件の見直しをこのときにやるべきだったと、ここを言いたくて今読ん

でいるのだけど。そして、クボタが実証試験をして報告し、提案する。まちにこれだけ塩素濃

度があるのだから、契約を見直そうかと。そして提案する、私は義務、責任、責務があると思

うのです。ここのところは、私はこの部分をクボタは怠っていると思うのです。どうですか。

これは、ここにちゃんと書いているのです。ここのところは、私は問題だと思います。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） お答えいたします。きちんと整理をした中でお話はします。

20 年の７月に塩素濃度が 1.05％というお話が出てきていますけれども、実証実験の最終的な結

果等がまとまり始めているのが 20 年の３月、４月、５月というところなのです。ですから、こ

れはちゃんと調べないとだめなのですけれども、そういった中で協議がされて、副資材でやっ

ていきますという結論が出てきているということです。ですから、20 年の７月に出てきている

データは実証実験のデータでまず動き始めているということになります。21 年の６月に環境セ

ンターのほうで掲載している部分については、それは多分独自にやられた部分だろうというふ

うに考えています。それで、塩素濃度は高いですという結果で締めくくられているのだと思い

ます。クボタの塩素濃度が高いことに対する対策というのですか、会社としての考え方につい

ては、0.35 が当然１に変わった、1.88％あるという、これはもうクボタも実証実験でわかって

いますので、その段階では、クボタは確かに塩素濃度が高いというのを理解しているのは、そ

れは事実でございます。ただ、そのときにその 0.35 の設備で。 

○委員長（ 君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５７分 



 23 

                                         

再開 午前１１時５８分 

○委員長（ 君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ちょっとまとめて次回にさせていただきます。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今までずっとこうやってクボタに責任はないと言っているから、私は

クボタに責任はある証明だと、こういうことができるのです。やはり大手業者ですね。それか

ら、バイオマスは日本で初めてだとクボタの提案でやったのです。しかもクボタは白老の事業

を何年もやっている、そういう仲なのです。であれば、このまちと契約するときに、契約した

にしてもまだ稼動前ですから、20 年７月 15 日というのは。このときに、契約のそういう塩素

濃度の見直しとか、そういう提案をしてやるのが提案者の義務だと、そこに責任があると、こ

う思うのです。ですから私は、クボタの責任はないと調べた段階で、私が調べたのはこれしか

ないのです。ここのところがだから重要だと思っているのです。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 先ほどもお話ししましたけれども、また整理してご説明した

いと思います。 

○委員長（ 君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 資料の要求なのですけれども、やはり今回 0.35 の問題と副資材の

問題という部分で、私としてはこれまでの経緯については十分理解しているのです。それに対

しての総括も大分なされていると思っているし。ただ、この機能改善工事ということがまた一

つ大きなチャンスだったと考えるのです。ここでもし、ここの機能改善工事で立ち直れるはず

だったのが、今のあらあらの話だと副資材の調達でやはり困難だから厳しいという話ですね。

ですけれども、これは機能改善工事の当初のもくろみがわかる資料、例えばランニングコスト

の部分、それとこの当時でも既に副資材の調達の状況というので厳しさは承知しているはずで

すね。なので、それでも一応の黒字化というか、８億円の効果までなくても一定の機能改善が

果たされるというもくろみがあったと思うのです。それがわかる資料をお願いします。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） これにつきましても、書類を確認させていただきまして、次

回に対応させていただきたいと思います。 

○委員長（ 君） 私のほうからも一つございます。先ほど及川委員から質問がござい

まして、クボタとの 0.35％の塩素濃度のことについての議事録がないということなのですけれ

ども、あらあらで結構でございますので、いつ頃こちらのほうの担当とか、向こうのほうの責

任者とか、どのような協議をしたのかと、そういうようなことを箇条で結構ですから多少なり

とも出していただきたいと思いますけれども、何もないというのも私はどうなのかと。では、

0.35 ということを意識して話をしていないというふうに理解したらよろしいのでしょうか。そ
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の辺だけ次回の説明のときに少しお願いします。つまりこれを改善工事をするとか何とかとい

う以前の問題として 0.35 の塩素濃度がなったという時点の会議録がないということは、その当

時塩素濃度 0.35 が問題であるというふうに町側も理解していなかったということなのでしょ

うか。非常にここの部分は重大だったと。だから、会議録も何もないというふうなのでしょう

か。なぜ、会議録が何もないのか、その辺も含めてご報告お願いしたいと思いますけれども。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今その 0.35 が問題だったというのは、まず私どもは中間検証

をさせていただいたときに、いろいろ整理した段階で弁護士さんのお話を聞いて、そこが問題

だということがまずわかったということですので、当時塩素の問題は対策が必要だという認識

は当然あって、それらのことはやってきていると思いますが、0.35 が問題だったという、当時

の認識はなかったと考えてございます。その辺の議事録については、もう一度前担当者とか、

そういった者と、いつ誰とというのは確認できる範囲内でお聞きして、どのような形で出せる

かわかりませんが、次回お話しさせていただきたいと思います。 

○委員長（ 君） わかりました。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） もう一つだけ確認しておきたいです。私は、機能改善工事が何だった

のかという、腹の中で疑問を持っているのです。ということは、21 年に 204 日で 5,019 トンつ

くったのですね。不良生成物を含めて。プラントのマシンから出たものです。これが 5,019 ト

ンなのです。そして、副資材が 2,312 トン。それから、22 年は 6,219 トンなのです。不良生成

物 1,200 トンも入れてです。そして、副資材が 4,476 トンなのです。私の計算では、トン当た

りにすれば 719 トン。21 年度、トン当たりの副資材が 882 キロ、22 年が 719 キロ、それから

23 年が 6,652 トンつくって、副資材が 5,130 トン、これも 771 トンなのです。１トン当たり、

キロ数、771 キロ。それから、24 年の見込みは、今 7,000 つくろうとしているのですが、5,900

トンをみていますね。これは全量固形燃料だから。そうすると 842 キロなのです。ということ

は、水洗いしても水洗いしなくても大した変わらないのです。21 年度の副資材の使う使用量が。

混ぜている量が。だから、副資材は何もあんな機能改善工事なんかをする必要はなかったし、

ただやらなければならないのは、チップダストの含水率 30％みていたのが 50％ぐらいになった。

だから、逆に言うとチップダストなんかは使わなければいいのです。そうすれば、要するに乾

燥の機械はいらないのです。私がずっと見ていて自分なりに考えたことです。ということは、

こういう結果もやってみると、あの機能改善工事は、乾燥機械は何だったのか。要は、チップ

ダストを使わなければいいだけの話です。製紙スラッジも水分が 75 から 80 あるからとやめま

したね。だからこのチップダストだって使わないほうが、あのバイオマスはいいものができる

ような気がします。量を減らすなら。１万 1,000 トンつくるなら足りないから仕方ないけど、

減らすのだったらあんなチップダストは使わなければいいのです。良質な副資材を集めて。こ

れは書いてみたら、自分でやってみたらこういう結果になるのです。何の意味だったのかと思

っているのです。これも参考までに言っているけど。 
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○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 今の部分についても整理した中でまたお答えします。ただ、

チップダストの関係は、確かにチップダストを使わないという手はあると思います。チップダ

ストを乾燥させると水分対策なのです。なので、チップダストのかわりに水分を持たない何か

というものがあれば、それはわざわざ乾かさなくても水分を持っていないものがあって、それ

を代替に使っていくということは可能だと思っています。そういったことは今後どういうふう

にエネルギーを下げていくのかという議論の中でまた話をしたいと思っています。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今言い忘れたけど、もう一つあります。もう一つは、日本製紙でチッ

プダスト１万 2,000 ぐらいあると言っているのです。そうすれば、副資材全部チップダストに

すればいいのです。あれは塩素が混ざっていないのですから。この方法もあるのですね。これ

も言いたくてちゃんとメモしてあります。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今松田委員のほうからこれからの対策としてのご意見が出て

ございますが、今改善検討委員会の中でも、この辺はもう１回ゼロベースで、高圧の処理とい

うのは基本としてベースは残りますけれども、それをどう活用して、これから生産する段階で

は今言われていた、松田委員がおっしゃっていたことも含めてゼロベースで見直しすると。で

すから、例えば水処理をやめてしまうとかいろんなことが考えられますので、その辺はその改

善計画の委員会の中でも先生方のご意見も聞いてまとめていきたいというふうに考えてござい

ますので、きょうはご意見としてお伺いして、それらも含めて対応していきたいというふうに

思っています。 

○委員長（ 君） 済みません、ご意見ではなくて本当は質問だったのですけど。その

辺よろしくお願いします。 

ほかの委員さんで特に資料とか質問とかしておくことはございませんでしょうか。 

〔「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所管事務調査をこれで終了い

たします。  

（午後 ０時１０分）  


