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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 ９日（木曜日） 

開  会  午後 １時００分 

閉  会  午後 ４時３２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。  

（午後 １時００分）  

                                         

○委員長（西 君） 本日の所管事務調査は、バイオマス燃料化施設についてでありま

す。最初に、前回委員会をさせていただきましたときに、委員のほうから出されました追加資

料につきまして何点かいただいておりますので、これについて説明をいただきたいと思います。 

担当課のほうよろしくお願いいたします。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３点のご説明をさせていただきたい

と思います。まず１点目の資料１から説明をさせていただきたいと思います。平成 23 年９月の

定例会議で損害賠償それから責任分担をクボタと協議しているというふうに前町長が答弁して

おりますけれども、そこの部分についての話、どのような話し合いがされたかという経緯につ

いての資料でございます。クボタ環境サービスの協議経過ということで一覧表にしております。

協議の内容としましては、機能改善の部分、それから施設の運営等に関する協議、それから収

入不足、それから余剰生成物発生の責任分担、保証期間の延長に関することが主に協議されて

おります。まず 22 年の８月 27 日に機能改善工事に対する確認と保証事項の協議が行われてお

ります。このときは町長とクボタ環境サービスの社長が協議しております。次に、同年９月 28

日に同じく機能改善工事、維持管理経費等の協議を行っております。町が部長、相手方が本社

の部長ということになります。それから 10 月 18 日に機能改善工事の確認と維持管理経費につ

いて副町長と相手方が部長ということで協議をしております。次に、22 年 11 月９日に機能改

善工事で不足している点の協議、それから余剰生成物の処理について副町長と部長が協議して

おります。22 年 12 月 22 日には機能改善工事の不足している点と、それから規格外品の取り扱

い、それから運営委託業務についての協議を部長同士で行っております。 

23 年につきましては、３月１日に固形燃料生産の不足額の補てんについて協議を部長同士で

行っております。それから、23 年４月 13 日に機能改善工事の協議、保証期間の延長に対する

協議を副町長と相手方部長とで行っております。次に、５月９日に収入不足、余剰生成物発生

の責任、保証期間の延長、これらに関する協議が町長と部長の間で行われております。23 年 10

月４日に同じ内容の協議を町長と社長の間で行っております。23 年 10 月 27 日に同じ内容で今

度は部長同士で協議を行っております。平成 23 年の 10 月４日に前町長が社長と会っておりま

すけれども、結果としまして、ここの部分では合意に至らなかったものであります。収入不足、

それから余剰生成物発生の責任、それから保証期間の延長に対することについては合意に至っ

ていなかったということになりまして、引き続き協議が行われることとなりました。 

 24 年になりまして、24 年２月 13 日に機能改善工事に伴う補償関係、それから施設の運営協

議を部長と北海道支店長とで行っております。それから、２月 20 日に同じ内容で部長と本社の

部長が協議をしております。３月９日になり、また同じ内容で副町長と部長が行っております。
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それから 24 年３月 27 日に機能改善工事、施設運営に関する協議を町長と社長で行っていると

いうことでございます。 

最後に、24 年６月５日に検証報告、中間報告に関する説明と協議を副町長とクボタ環境サー

ビスの本社の部長が行っております。これにつきましては９月 28 日の中間報告に基づくものを

説明協議したところでございます。 

以上、協議結果の一覧表を説明させていただきました。 

続きまして、説明資料の２でございます。実証実験の結果、0.35％より高い塩素濃度が出て

きたということに対して、副資材での希釈で対応するとしたことの双方の協議記録についてで

ございます。最初に経過を説明させてください。まず平成 19 年８月に、建設工事の発注仕様書

に計画ごみ質の可燃ごみの塩素濃度を 0.35％に設定しております。技術提案の公募を開始した

ということになります。同じ年の 12 月から翌年の 20 年４月まで受注を受けたクボタ環境サー

ビスが実証実験で塩素濃度をテストしています。その結果、下が 0.42 から上が 1.88 という結

果になっております。20 年４月から５月の期間で塩素対策の協議が双方で行われております。

最終的に副資材の希釈で対応するという結論となっております。この結論に基づいて、20 年６

月、７月と廃棄物処理施設の設置届の事前協議と届け出に着手しているということになります。

裏のほうに、燃料化施設整備事業の流れということで、18 年から 20 年までのそれぞれの流れ

を記載しています。協議が行われた部分につきましては、実証実験施設とありますけど、右側

のほうに黒塗りの矢印がついている部分で、この間で協議が行われたということでございます。

真ん中の部分につきましては、建設工事の契約関係の流れを記載しています。前のほうに戻り

ますけれども、この協議の記録についてでございます。一番下のほうに２ということで記載さ

れております。当時の協議記録がないことから、当時の双方の担当者に確認したところ、記録

は取っていないという確認が取れましたので、副資材で対応するとした理由、協議されていた

時期、経過等について当時の担当に確認したものでございます。確認した事項につきましては、

前回ご説明しました４点と、それから今回の４月、５月の間に協議しましたという状況です。

この担当者につきましては、白老町が担当参事で、クボタ環境サービスにつきましては事業推

進部長ということでございます。 

以上で説明資料の２を終わらせていただきます。 

次に、広地委員のほうから出されておりましたが、機能改善工事の関係の資料でございます。

かかる経費等についてでございます。資料の３に基づいてご説明していきたいと思います。 ま

ず初めに、表紙はクボタ環境サービスから白老町に出された機能改善工事に対する承認事項で

ございます。まずこの承認事項の中身ですけれども、１として工事の概要が書かれております。

工事の概要につきましては、工事の期間については 21 年 11 月 30 日から平成 22 年３月 31 日ま

でを予定したいということでございます。 

ごみの処理能力については、２のところに記載されておりまして、平均処理能力、表の１と

いうことで書かれておりますけれども、ここには可燃ごみと食品製造残渣、それからペットボ

トルの処理で、一番左側になりますが、年間 6,780 トンのごみを処理しますという計画になっ
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ております。下のほうが（２）ということで、最大処理能力が記載されております。最大処理

能力としましては１年間で 7,880 トンのごみを処理しますと。そのうちで固形物となる部分が

4,054 トンでということになっております。水分が、平均ですけども 48.6％、塩素につきまし

ては 0.95％ということになってございます。裏のほうにいきますけれども、そこに最大処理能

力の根拠ということで記載されております。これらは発注仕様書の段階での数字を持ってきて

おります。まず、真ん中辺に、最大固形物量 4,048 トンとありますけれども、これらが発注の

ときの固形物量になります。固形物量の対比としましては、先ほど最大処理能力というところ

でご説明しました 4,054 トンとほぼ近いという形のものになっております。 

次に、３、固形燃料の製造量及び品質についてでございます。まず基本生産製造量につきま

しては、ごみの量が 6,780 トン、表の１の部分になります。チップダスト 4,000 トン、廃プラ

スチック 544 トン。これを使いまして、製造量としては 5,500 トン、基準につきましては水分

が 10％以下、それから塩素濃度が 0.3％以下ということになります。これに対して、副資材に

よる製造量の増加ということで、条件のところもあると思うのですが、そこにごみの量が同じ

で、そこに雑紙とういう部分が入っていると思いますけれども、その 2,000 トン副資材を追加

することによって、製造量につきましては 8,000 トンという計算になっております。仮に、例

えば副資材が 3,000 トンであれば、製造量につきましては 9,000 トン。こういったようなこと

になるという基本改善の中身でございます。 

次のページ、３ページ以降につきましては、４、各設備の改造内容が記載されております。

簡単にご説明していきますけれども、ごみの受け入れ貯留設備というのがあるのですけれども、

これにつきましては現行どおりということになります。高温高圧処理設備につきましては、部

分的な改善を行いたいということが記載されております。冷却設備についても同じで、部分的

な改善ということになります。選別設備につきましては、今までついていた設備が基本的に使

えませんので、新たな設備ということになります。ふるい選別機とそれから磁気選別機を新た

に設置していくと。こういう形になります。次、（５）としまして洗浄脱水設備、これが全く新

しい設備になります。生成物を水洗いするという設備なりますけれども、水は地下水を使用し

ていくということになります。水で洗った生成物については、回転ドラムスクリーン、スクリ

ュープレス脱水機で濃縮脱水して脱水ケーキとし、固形燃料まで持っていくと、このような設

備になります。間に薬品を使うと、こういったような階層になります。それから、排水処理設

備につきましては、排水の量、それから性状の変化に対応した改善を行いますということにな

っています。やった改善につきましては、酸素を多く送る設備を取りつけしております。それ

から（７）としまして脱臭設備、これも新しいものです。当初の活性炭設備から、触媒燃焼式

脱臭装置を新設しております。その設備によって基準値を守るような設備としたいということ

でございます。それから（８）としまして、副資材の貯留ヤードでございます。ヤードにつき

ましては、３ヤードありますけれども、基本的にヤードがふえたとかそういうことではなくて、

使用方法を変更したということになります。それから（９）としまして、破砕設備でございま

す。廃プラはそのままでございます。２基あるうちの木質破砕機が一部改良されております。
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（10）につきましては、チップダストの乾燥設備、これは新しい設備になります。能力につい

ては、水分が 45％の設定でございます。乾燥後の水分が 10％、それから処理能力については年

間で 4,000 トンのチップを処理できると処理能力でございます。（11）の成形機につきましては

現行どおりでございます。（12）成形品の貯留設備につきましては、今まで３つの成形品を置け

るヤードがありましたけれども、二つは製品を置くヤードにし、残りの一つはチップダストを

置く設備に変更しております。規模等の変更は一切なく、用途変更したということになります。

次、（13）番目にバイオボイラーとありますけど、これは中止になった部分でございます。 

次、５ページ以降につきましては、５、現地の工事の進め方、それから６、改造後の施設の

保証等について、それから７、工事中の再生資源燃料についての記載がされております。 

７、８ページに、副資材による製造量の増加事例ということで、ケースが 4 つほど記載され

ております。まず、ケース１につきましては、ごみの処理量が 6,780 トン、チップダストが 4,000

トン、雑紙が 3,000 トン、廃プラ 2,700 トンを使用したときに、製造量としては１万 1,000 ト

ン以上となりますと、こういったようなケースとを記載させていただいております。 

次に、ナンバー１という資料がございまして、３つ折りにしている資料がついていると思う

のですが、これが２枚ついていると思います。フロー図をつけております。最初のナンバー１

のフロー図が、これが当時の平成 21 年度の予算と、それから、この承認事項の中に出てくる原

料、これらをもとにして使うエネルギーだとかそういったものをあらわしたものでございます。

まず、左側のほうに使う原料が記載されています。この原料につきましては先ほど承認事項の

中に出てくるものということになります。その下のほうに副資材、チップダスト、木質、それ

から廃プラとは書かれていますけれども、これらは当初の計画値の中での数字になります。こ

の原料を高温高圧処理して、それから混ぜ合わせる混合物という下のほうになってしまいます

けれども、そこに流れていくと、こういった流れを書いています。それと、チップダストにつ

きましては、ストレートでそこに行くということになります。今は乾燥設備がついていますの

で、そこの間に乾燥という言葉が入りますけれども、当時としましては、チップダストはスト

レートで混ぜ合わせるところまで行ってしまうということであります。木質につきましては破

砕処理をした後、混合物というところに行きます。同じくプランについてもそういう形となり

ます。これらを混ぜ合わせて成形機に流れていって、水分 10％の固形物をつくったときに、生

産量としては 1 枚 491 トンという計算値になります。これに対する予算ということで、21 年度

の予算ベースを電気それから蒸気、Ａ重油、上水の使用量、それから下水の放流量という区分

で分けております。まず電気につきましては、真ん中辺に小さい表があると思うのですけれど

も、そこに電気の使用量が書いておりまして、366 万キロワットアワーになります。21 年の予

算では、２段目なりますけれども、総額で 3,363 万 9,000 円、これが予算額でございます。そ

の下に機能改善後の金額が書かれております。機能改善後につきましては、金額で 4,402 万円

ということになります。以降、蒸気とＡ重油、上水、下水道放流量ということで、上が 21 年度

の予算、下が機能改善後の金額というふうに記載させてもらっています。これをまとめたもの

が、下水道放流量の下のほうに表をつくっているのですけれども、施設運営費支出という表が
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あると思います。そこに燃料と原料と光熱水費と下水道使用というふうに分けています。１番

左側が町の計画の金額です。トータルしますと 21 年度の予算では 9,731 万 2,000 円で、機能改

善後の金額につきましては１億 579 万 6,000 円。差し引きしますと 848 万 4,000 円ほどの増と

いうことになります。これに対しまして、当初は１万 1,000 トンつくれるという計算をしてお

りまして、機能改善後の部分につきましては 8,000 トンという仮の試算がされております。こ

の収入につきましてはそこの支出の左側のほうに表が出ております。生産量が減ることによっ

て 1,700 万円ほどの収入減となります。ですからこれと先ほどの収入増を合わせた部分が、支

出につきましては増になる、収入につきましては減になるといったことになります。トータル

的に申しますと 2,580 万 9,000 円という金額になります。そういった中で機能改善工事を進め

たということでございます。 

ナンバー２のほうも、同じような表をつけてあります。これは機能改善後の予算を組んだと

きの数字でございまして、平成 22 年度の予算の内訳でございます。同じく左側のほうに原料が

ありまして、その下のほうに副資材という部分があります。原料につきましては、ごみにつき

ましては 6,600 トン、そのうち固形物量としては 3,900 トンという原料になります。これを高

温高圧処理し、その後水で洗って濃縮脱水した後に混合物ということで利用されるということ

になります。原料につきましては、固形物量 3,906 トンとあると思うのですけれども、左側の

表の上から２番目のところに原料という表があると思いますけども、そこの真ん中辺に固形物

量ということで書いてあると思います。これが、洗うことによって約 10％不適物が出てしまい

ます。それに対して不適物を除いた後洗浄して、これが４倍の水で洗うと、このような工程と

なります。濃縮脱水装置に入れて回収率が 85％で、固形脱水ケーキとして利用する。このよう

な流れになってきます。一方、副資材につきましては、チップダスト、それから雑紙、それか

ら廃プラというものを使っていくことになりますけれども、新たにチップダストの右側のほう

に乾燥処理というので出ていると思いますけれども、これが乾燥機の新たに加わった部分です。

乾燥した後それを混ぜ合わせて、木のほうに回るということになります。生産量としましては

１番右下のほうに書いていますけれども、8,800 トン、プラス 900 トンの余剰生成物を使いま

すということで平成 22 年は 9,700 トンで予算を組み立てさせてもらっております。 

最後に、その資料とは別にカラー刷りの平面図と、それからフロー図があると思うのですが、

資料の４と５というふうにつけさせてもらっています。まず資料の４でございますけれども、

これが機能改善で行われた部分でございます。黄色い色がついているところが、機器の取りか

えられた部分になります。真ん中辺に濃縮脱水機というものがございまして、これが全く新し

くなっている部分でございます。この黄色く色ついた部分がすべて新しく設置された機器類に

なります。右下のほうに乾燥というふうに、字が横になっているのですが、ここにチップダス

トの乾燥機が設置されております。これは上屋も新たに設置されたということになります。そ

れと反対に、左上のほうににおいの関係の触媒脱臭装置が付いていると、こういった中身の機

能改善工事でございます。 

資料５につきましては、それを絵で描いた部分であります。まず上の部分につきましては、
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熱分解処理施設です。点線が真ん中辺にあると思うのですけれども、それの上のほうが従来の

施設です。その下のほうに新たに機能改善をやってもらった機器を書いております。洗浄タン

クと脱水機、これが新たに設置されております。右側のほうへ行くとチップ乾燥機で、投入用

のホッパとそれから乾燥機が新たに設置されています。下のほうがにおい対策の関係です。左

側が従来のスタイルでして、臭気ガスが排水処理等の中にいきまして活性汚泥の中で処理され

て、活性炭でにおいを吸着させて大気放出するといった流れになっています。この流れはその

まま予備の流れということで現在も使えるような形にしてあります。新たにその臭気ガスを触

媒脱臭装置で脱臭して大気に放出すると。こういった機能改善を行っております。 

以上で前回の質問事項等に対する説明を終わらせていただきます。 

○委員長（ 君） 今説明していただいた中で、特にもう少し詳しく説明してほしいと

かというようなものがありましたら質問を受けたいと思います。いかがでしょうか。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。単純な質問なのですが、このバイオマス燃料化施設の

機能改善工事の前後での計画数値の違いについては理解できました。ただ、22 年度と 23 年度

の実績値というのは、これと照らし合わせられる表はありますか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 実績値については別な表で押さえてありますので、対比でき

るような表をつくって提示できるような形を取らせてください。 

○委員長（ 君） 広地副委員長それでよろしいでしょうか。 

○副委員長（広地紀彰君） わかりました。 

○委員長（ 君） 私のほうからお伺いさせていただきたいと思います。資料１と２で

クボタ環境サービスとの協議経過ということでいただいているのですけれども、資料１のほう

は、平成 23 年に前町長が、白老町との維持管理経費とかクボタ環境サービスに対しての補償と

かについて協議されたということなのですけれども、それ以前の内容については特には議事録

とかそういうものはないというふうに理解してよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今ご説明させていただいた協議経過の一覧表については、協

議録があるものとないものとがございますが、ここに記載されているものについては、ある程

度はあるものでございます。ただ、今回お出ししていないのは、内容的に交渉事なので、対相

手との話し合いの内容ですので、ちょっと細かい内容の資料は添付を省略させていただいたと

いうことでございます。 

○委員長（ 君） 細かい内容の資料は、相手との交渉事なのでつけていない、つけら

れないということですね。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 相手がありますので、内容的にいきますと第三者に見ていた

だくには町側としては問題ないかとは思ってございますが、相手側から問題が出ることもござ
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いますので、そういう内容の詳細についてはお出ししなかったということでございます。 

○委員長（ 君） 相手側から、済みません。そこがちょっとわからないのですけれど

も、これは公式な協議ですよね。それで相手側から言われるから出せないというのは、ちょっ

と理解しがたいのですけれども。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今部長がご説明したとおり、当然、また相手方と交渉する交渉記録

というのは、通常はもう当然取っております。ただ交渉事項ということの中で、いろいろな相

手とのやりとりと言いますか、そういうようなことがある。それから、それにかかわる違う案

件もあるというようなことで、その記録なものですから、これについては添付を控えさせてい

ただいたと。 

○委員長（ 君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時３２分  

                                         

再開 午後 １時３４分 

○委員長（ 君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

２点目の説明資料のところで、双方の協議記録についてということで、今これについては、

こういうようなことを協議しましたよとは、それについての議事録というか、どのようなふう

に決まったかということは、それは関係者の方からお話は聞いていないのでしょうか。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 関係者の方に確認した事項につきましては、なぜ 0.35 が１に

変わったときに希釈以外のことをしなかったのかという部分と、希釈にしますといった部分に

つきましては、前回の調査の中で、２点目のところに①から④までの理由でということです。

この理由の中で最終的に副資材による希釈で決めましたということを確認しております。 

○委員長（ 君） 今の説明で、ほかの委員さんはいかがでしょうか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今出た資料３の７、８にバイオボイラー、この段階ではとまっていま

すよね。これが回った場合は、例えば次のページの、低圧蒸気の使用量だとか、これは日本製

紙から買っている蒸気でしょう。それからＡ重油の使用料というのがナンバー２にもあるのだ

けれど、バイオボイラーが回ったら、これが少しでも下がるというふうになりますか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 当初の計画では、バイオボイラーで低圧蒸気という計画でご

ざいましたので、そのとおりに動けば日本製紙から来る部分の低圧蒸気については削減できた

ということになります。 

○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。わかりました。そうならなければおかしいのだけど、その

ことによって得られる金額というのは大体どれぐらいですか。そんなにシビアでなくていいで
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す。バイオボイラーでは規格外品を燃やすのでしょう、燃やして蒸気をつくるのですよね。そ

して乾燥の手助けをするわけだから、その分は蒸気が下がると。蒸気が下がればその分だけ日

本製紙から買う蒸気が減ると、このような計算になりますね。大体どれぐらいになりますか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 本当の当初の計画では、燃料としては生成物から燃やせると

いう計画でした。正確ではないですが、600 か 700 万円くらいの削減というふうに記憶してい

ます。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。この説明資料１なのですが、ずっとクボタ環境サービスの

部長や、たまたま社長とも協議をしてきた。22 年８月からずっとやってきているのですが、こ

の中で、後半のほうは責任分担というのもあるし、それから 23 年３月で保証期間は切れている

のです。それでもずっと、やってきたと言ってきたし、やってきている。一つはこの保証期間

が切れたにもかかわらず、クボタとやってきて、クボタがここではっきりした保証期間２年で

終わったから、もうそれで終わりですよという、反論とか何とか、きちっとなされているのか。

いつの時点でされているのか。 

それから、余剰生成物の責任分担というのも結構相談していますよね。余剰生成物の責任分

担、これもこの責任分担がいまだにはっきりしないよね、余剰生成物というのは初めてだと、

稼働したときから出ているのだよ。稼働したときから、23 年度は 700 しか出ないけれども、そ

れでも出ている。ここのところのクボタとの協議というのは、その保証とその余剰生成物の処

理含めてこの一連のもの、クボタはどのような回答をしているのですか。ということは、要は

５月の検証報告では、クボタに責任がないと判断されると言っているのです。ですから、クボ

タは常にこのようなことには責任がないのだと。保証期間が終わったのだと。クボタがこのよ

うな主張をずっと言ってきた、協議をしてきたのか。まちは保証期間の延長は終わったけれど

も、まちが言ってきた保証期間が終わった時がスタートだと言ってきたよね。考え方として。

ここのところの協議なのか。クボタが終わったと言っている協議なのか。その辺どうなのでし

ょうか。私、後からいっぱい質問するつもりなのだけど、ここの部分でいけばどうなのですか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 保証の部分とそれから余剰生成物の関係等含めた、収入不足

含めた関係でご説明します。まず保証期間等につきましては、22 年８月の段階で保証期間の延

長をうちのほうから要望しています。それから、収入額のほうの不足部分については、23 年３

月末に、22 年度の部分について不足額が発生するということで補てんしてくださいというふう

に協議しています。それから、余剰生成物につきましても、23 年の段階で出てきており、21

年度で出てきた部分は別にして、22 年度で発生した部分に対しての責任ということで、これも

クボタと協議しています。 

保証期間につきましては、協議しているうちに平成 23 年度の期間過ぎてしまっています。ク

ボタとしては、まず機能改善をしたということは、クボタの法的な責任別にしていただいて、



 10 

クボタとしてメーカーの責任があるという考えの中から機能改善を行ったのです。クボタがそ

ういうふうにやってきて、それからその段階で、機能改善 21 年度末で大体終わって、それから

また調整がずっと長引いているのですけれども、そういったことで機能改善やってきたと。 

23 年のときに収入不足分がありまして、これをクボタに請求したのです。その段階で、まず

クボタとしては、全部が、100％クボタ側に責任があるわけではないでしょうと。これがクボタ

さんの主張です。それは副資材が確かに集まらなかった部分もあるので、100％ではないでしょ

うといった交渉を続けていたわけです。収入不足についてはそういったようなやり取りがあっ

て、結論として、そこの部分を補てんするということにならなかったということでございます。 

保証自体についても、その時点でクボタ側としては、実は仕様書の部分についての話も出て

きたのです。そこで、前回ご説明しましたが、最初の仕様書に戻る話になるのですけれども、

そういった部分もあるから全部うちが悪いのではないよという話から、協議を進められてきた

ということがありまして、結果として、余剰生成物の責任問題、それから収入不足の部分、そ

れから本体の保証期間の延長というのは合意に至らなかったというのが 23 年までの流れです。 

24 年につきましては、そういったことも整理していかなければだめだということで、事務方

というか、役場としてはその法的見解を、お互いに実は顧問弁護士のところに行って事情を説

明した中でいろいろ聞いて来たと。それに基づいて、５月 28 日に中間報告をさせていただいた

というのが一連の流れでございます。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そうしたら、クボタは 23 年の３月、２年間終わった時点で、保証期間

は機能改善もしたし、保証の責任はここで終わりましたよと。それからは、議会から保証期間

の延長はどうだというから、仕方なし答弁していたのですね、協議していると言って。はっき

りしているにもかかわらず。今の話からいくとそうですよね。今の話からすると、保証期間は、

本体の機能改善工事をしたのだと。ですからそこで保証期間は果たせたと。その後は、議会の

ほうから随分、委員会や一般質問含めて、保証期間の延長をずっと言っていましたよね。それ

があるから、クボタは１回扉を閉めているのだけれども、町側が一方的に議会の質問もあり、

保証期間どうだ、こうだとやったふりをしていたということですか。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） 決して、やったふりではございません。延長してくださいと

いう協議をずっとしているのは事実です。ただ、一方的と言われると、町が確かにそうではな

いということなので、合意に至っていない部分では一方的だと思いますけれども、ただ、協議

を続ける中でこうしてくださいということは要望していました。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） だから、協議をしているけれども、片方は話聞いた程度に聞いている

かもしれないけれども、そこの部分はもう合意は終わっていますよと。こういう解釈で私は取

りました。 

それから、収入不足や何かもずっとやってきたけれども、私は少なくても、収入不足とか何
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とかって町側にその回答を求めているのではないのです。今までずっとやってきていることは。

結果的には、その収入不足になった原因なのです。収入不足を求めているのではないのです。

収入不足分になった原因は何だったのかと。我々はここを求めているのです。私は少なくとも、

収入不足になったことは仕方がないのです。なったのだから。なった原因なのです。そのなっ

た原因の協議をずっとやってきたら、今の話からいくと、クボタは 0.35％があるから、クボタ

は一方的に悪くないよ。この協定をずっとしてきたら、法的解釈からして一方的にまちが悪い

よ。極端に言うとだよ。こういう結果になったとこのように受けとめていいのですね。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、一方的に町が悪いかどうかは別問題にしても、結論と

しましては、法的解釈の中ではその仕様書が 0.35％であれば、そこの部分が変わっていない以

上、それに基づいた設備設計あるいは施工なのでという顧問弁護士の回答からすると、そこの

部分で問題があったというふうになると思います。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今問題点 11 点あるものを一つ一つやっていくのですね。そのときにお

話しします。 

○委員長（ 君） 今いただいた説明資料で特にお聞きすることがなければ、今度全体

的に質問を、前回の部分も含めまして受け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） それでは、これからどのような形でやっていったらよろしいかご意

見ございましたら。いかがでしょうか。今までいただいた資料を全部トータルしてさせていた

だいたほうがいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５０分  

                                         

再開 午後 ２時１０分 

○委員長（ 君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

先ほど委員の皆様方と協議いたしましたら、前回、委員のほうから 11 項目につきまして質問

が投げかけられまして、担当課のほうから回答いただいております。それで、１点ずつさせて

いただくということにさせていただきたいと思います。 

まず１点目の項目からご質問を受けたいと思います。ご質問、ご意見でも結構でございます。

委員の皆さん、いかがでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、この１点目については、説明不足に尽きるのだよと。町側が、

申しわけないと謝っている。説明不足、これ以上余地がないのです。これ以上ない。私はそう

思っている。もう 0.35％にしてしまったのだから、言わなかったのだから。今取り戻せるとい

ってもどうしようもない。私はそう思っています。１点目は。 
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○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今言われたことだけど、ただ、やっぱりすべての原因はここから出て

いると僕は思っているわけです。原因は。だからこれ、11 点全部やっていたら必ずここが問題

になるのだ。どうしてかというと、確かにそれは意図的に言わなかったといったって、ここま

でこうなって、弁護士さんだって 0.35％は問題だと言っているのです。そうしたら、ここはや

っぱり本当はかなめなのです。２番目の部分もそうなのだけど、２番目の部分がなぜ問題にな

るかと言ったら、0.35％で契約していたから問題なのです。２番目は。そうでなければ２番目

のことは出てこないのです。だから 0.35％は、11 番目全部やるまで、これは１番終わりました

からいいですというわけにはいかないのです。11 番目までずっと引っ張るのです。ここで町が

どういう判断する。何回も言っているけれども、これだけ多くの人がいろんな立場から質問し

ています。だけど、言ってもしようがないと言われたらどうにもならないのだけど、どうにも

ならないのだけれども、0.35％がわかっていたら質問の内容は全部変わっています。全部変わ

っているのです。だからそういうことを考えたら、本当に真摯にそこは受けとめて町はきちっ

とした態度を取らなくてはいけないと。そうであれば私はもう、この 0.35％というのは 11 番

目まで全部引っ張っていて、そことのことについて言えば、ずっと言わざるを得ないというふ

うに思っております。それだけは言っておく。 

○委員長（ 君） それに対して町側の答弁は特にありませんか。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 答弁といいますか、１答目で回答した部分が、結果的に全然説明が

なかったということに対して、今回答するとすれば、本当にそういうタイミングといいますか、

今考えれば、そういうお話ししておく機会があれば、本当にそういうのが不足していたかなと。 

現時点でお答えできる部分としては、こういう部分しかなかったものですから、今大渕委員

が言われたように、これがすべての問題の大きな要因になってきているということで言えば、

本当に申しわけなく思って、この回答の通りしか現時点では回答できないというような、多分、

この答えというのは回答になってないと思うのですけれども。今言える部分として、こういう

形でしかないものですから、こういう形で回答させていただきました。 

○委員長（ 君） １点目の件につきましては、ほか特にございませんか。なければ２

点目のほうにいきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） ２点目について。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） ２点目については、実証試験結果を踏まえ、なぜ再契約をしなかった

か。そのとき受注者とどのような話し合いをしたか。実証試験結果の報告は、町にクボタがし

たのはいつだったのか。それをまずお聞きしたいと思います。 

 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） クボタから最終的に試験結果の報告書が出されたのは 20 年の
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６月です。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 報告書としてクボタ環境サービスのほうから提出があったの

が 20 年の６月ということで、細かい日にちまではちょっと。実証実験の結果は。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そうすれば、この資料をずっと読んでいったら、資料６の６ページに、

ここで塩素処理の検証というのが出ているのです。ここには、19 年 12 月から 20 年２月までの

ごみ塩素濃度は以下のとおりとあるのです。これは 19 年なのです。19 年 12 月から 20 年２月

までなのです。ここで平均 1.41％、最大 2.19％、最小 0.54％、データ 35 回やっています。こ

れはありますよね。そうしたら、おかしくないですか。このデータは 20 年６月に町が作成した

のです。今度こちらでは、19 年 12 月から 20 年２月にデータきちんと出しているのです。これ

はどのように受けとめればいいのですか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 実証実験について 19 年 12 月から４月の間に、それは環境衛

生センターでやっていますので、その間ずっとデータを取っていました。先ほど言いました 20

年 6 月は最終的にまとめられて報告書が出た日にちでございます。 

その資料６の前に、資料５ということで、表で出している部分があるのですが、こういった

データが出されているのです。副資材で希釈をして解決しましょうと言って協議しているのが

４、５月なのです。なので、その前あるいはその前後には、こういった報告書ではないですけ

れども紙ベースでの報告がされて、そこでクボタと町で協議したという経緯なのかと思います。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 全くここが違うのです。資料６と、それから町が出した結果報告と全

くずれている。 

それからもう一つは、これに対する対応、副資材の対応なのだけれども。町が説明した１、

２、３がありますよね。２点目の１、２、３、これについてはどうみても財源確保も難しいし、

追加交付金もこの土壇場になって難しいし、説明の増設も難しいよね。絶対に。そうしたら、

副資材の確保が可能であると判断した。その可能であると判断したのが、副資材の確保は、年

間 3,000 トン、チップダストが確実に確保できるし、これは幾らでもあるのだ、上限がないの

だととこう言っています。発注書の仕様書には、廃プラ 1,212 トンとなっているのです。1,212

トン。だけれども、町側はこれも 2,600 トン、2,600 トンあるから、日 7 トンあればいいのだ。

7,300 トンで計算したのだよね。そうすると 2,100 トンあればいいのです。2,100 トン廃プラ。

だけれど 3,000 トン確保充分にあるのだと。これもこのとき言っているのです。それから、チ

ップダストは 1,112 トンでいいのだよね。まちが先に出した仕様書はそうですよね。1,112 ト

ンあればいいでしょう。だけれども 3,000 トンあるのだと。たくさん何ぼでも集められるのだ

と。だから、これで１万 1,000 トンできるのだから、やれよと。こういうことでしょう。ここ

の部分がもう間違いなのです。はっきり言ってここのところが。どうですか。 
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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） まず、塩素濃度が高いことによって、解決策として副資材を

選びましたと。その副資材については、松田委員が言われるように 3,000 トン。チップについ

ては上限ありませんと。だから希釈でやっていけるのだという判断をしたというところで進ん

でいるのですが、そこの部分については、今見る段階では、その結果としてものが集まらなか

った。あるいは量がなかっただとか、そういった部分が原因としてありますので、そこが不適

切であったということは、そうです。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が言っているのは、まちの責任というのは、まずここで一つ発生し

ているのです。責任。いうなればチップダストは 3,000 トン、幾らでもあるのだと。それから、

廃プラも 2,600 トン確保してある。1,212 トンあればいいのです。だから十分確保してあるの

だと。こう言っている。ここがまず、私は一つの責任だと思うよ。まず、それ最後に責任追及

するわけだから、この責任一つ覚えておいて。２点目はそこのところです。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 私のほうから、先ほどの実証実験データの報告の関係で再度

説明させていただきたいと思います。先ほど資料で説明させていただいたのは、報告書が最終

的に町のほうに報告をいただいたのがクボタから 20 年６月に報告がありましたよと。試験のほ

うについては 19 年 12 月から試験が始められているよと、そこで合わなのではないかというお

話なのですが、その試験を進める、やっていることは当然わかっていますので、その辺の数値

のデータというのは、日々、毎日といったら語弊があるかもしれませんが、塩素濃度に問題が

あるということは認識しながら進めてきたと。その中で報告書が出る前の４月、５月に、どう

しますかという対策を話し合って、話し合ったことを先ほど 11 点の質問の中のお答えとして、

このような理由でしたよということでご説明させていただいています。最終的に資料等つけさ

せてもらってございますが、最終的に報告書をクボタでまとめたので町に提出しますというの

が、20 年６月になったということですので、それまで知らなかったということにはなりません

ので、当然承知していたということです。 

○委員長（ 君） 松田委員からの質問に対しての答弁を。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今私のほうでご説明させていただいたのは、松田委員が 20

年６月の報告書と、その前のデータと違うよということなのですが、それは実証実験やった中

で、それは町もクボタもある程度承知してきたと。ただ、資料として出させていただいた報告

書については、話し合いとしては４月、５月、その報告書を出す前に、町とクボタでは協議を

して方向性は出したということで、報告書出てきたのはクボタで最終的にまとめて、でき上が

りましたと町に渡されたのが６月だということで、それ以前にそれらの対策については既に話

し合われていたということなので、ちょっと日にちのずれは、違うのではないのということに

はなりません。というご説明の意味でお話しさせていただきました。 
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○委員長（ 君） ２点目のここのところについて、委員さんのほうから特にご質問、

ご意見ございませんか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。20 年６月に出た白老町と書いているこの資料６というのは、

クボタがその実証実験をやったときの報告書というふうなことなのですか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 実証実験の、クボタがやった部分の報告書です。 

○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。これ一通り読んで、今また読んでいるのだけれども、塩素

処理の検証というところに、19 年 12 月から２月までやったよね。それにはスラッジだとかい

ろいろなものを混ぜてやっているのだよね。そしてそれだけではでは高いので、可燃ごみだけ

で３月以降にやったよというふうになっていますね。これは、その結果が高いということなの

です。塩素の濃度が高いということなのです。これを受けたにもかかわらず、ここでスラッジ

や牛ふんだとか混ぜて１回、12 月からの試験やっている。だから、低いのもたくさんあります

ね。この表で見るとそのようになっていますね。だけどそれでも高いから、数字だよと。この

３月以降やったと。やった結果が平均で 0.96、約１だよということだよね。それを、ここまで

やって塩素濃度の変化を見ていながら、それでも副資材で下げられるというふうに思った根拠

は何なのか。わからないのはそこなのだよ。言っている意味はわかりますか。１回いろいろな

ものを混ぜて、それは萩原君が答弁しているのです。混ぜて燃料化するよと言っているのです。

混ぜることによって、生成物の塩素濃度を下げるのだと言っているのだよ。だけどその後はず

っと生でやってしまいましたよね。それでも下がっていないのに、12 月から２月までの実証実

験のときに下がっていないのです。それ以降にやったらもっと上がっているのです。にもかか

わらず、その副資材を混ぜて下げられるというふうに思った根拠というのは何なのですか。そ

こが、皆さん言っているようにクボタと再契約しなかったと簡単に書いているけれど、そこに

派生するのは何だといったら、0.35％なのです。そうでしょう。だから、0.35％にこだわると

いうのは、そこにこだわっているのだけれども、そこがなければこのようになるわけがないの

です。誰が考えても。再契約を結ぶとなるのが当たり前だと思うのです。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 塩素濃度を下げるという部分なのですが、萩原参事のほうで

高温高圧に入れてなおかつ下げますよということがあるということです。高温高圧から出てき

た生成物に対しては副資材で下げられるという最大の理由なのですが、出てきた生成物に対し

て基本的には塩素を持たない副資材で希釈するということなのです。だから、その希釈すると

いう方法でやっていくために必要な量があるのだと、集められるのだという判断をしたという

ことだけだと思うのです。例えば、処理機から出てくる塩素濃度が 0.3％のときもあれば、も

しかしたら１以上のときもあればというふうになれば、その日、その日によって変動があると

すれば、それをどういうふうに 0.3 の製品にもっていくかとなれば、幅のたくさんある、量の
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たくさん出せるもので希釈していくという方法を考えたと思うのです。そのための量が単純に

あるから、だから設備も変えないでいいし、その段階では水洗浄という方法を取らなくてもい

けるという判断だった。これは基本的に希釈だけでいきますという判断だったと考えています。 

○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） これ以上言っても仕方がないのかもしれないのだけれども、そのとき

単に甘かったというだけで済むものかなと思うのです。本当にわからないのだけれども、クボ

タも町も、実証実験を一緒にやっていて、そのような高いものが出ていて、単純にゼロのもの

を持ってきてやるのならいいけれど、廃プラだって何だって、みんな塩素は入っていますね。

普通のものはみんな塩素が入っている。だから、現実的には下がらないのです。ふん尿なんか

確かあれは 0.2%くらいあるでしょう。 

根本的なところが、なぜ 0.35 にこだわるか。そこで契約結んで、その契約を結びかえること

ができないから、そこに逃げたのではないかというふうにしか思えないのです。我々は。その

ように受けとめられるのです。それでなければ 0.35%が、ごみ質だけ 0.9 幾つ出ているのです。

平均で。それを３倍だよね。膨大な量だと思うのです。それができるというふうに判断したと

いうのは、契約書が 0.35 だから、契約書結びかえられない、再契約できないので、そこで逃げ

たとしか考えられないのです。萩原さんがいないのに言ってもしようがないのかもしれないけ

れども、だから私は 0.35％が問題だと言うのです。 

そこは町が契約の結び方を間違えました。そして議会にも言っていませんと。これだけの資

料があって、これ全然、これがもし議会に渡っていたら、あのような質問でなんて絶対に終わ

るはずがないでしょう。はっきりしているのです。だからしつこく言うのです。0.35％と。な

ぜ再契約結ばなかったのかというのは、そのような甘いことで町の運営をやるというのは違う

のではないかというふうに、そこが譲れないところなのです。幾ら言っても答えが同じなら同

じだから、次に行っていいけれども、私はそこは納得できない。そこの点とこれから出てくる

あと１点は納得できない。納得のしようがないのです。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 大渕委員がおっしったとおり、我々も今見ている中では、希

釈で対応したこと、いけるという判断の中で、量も、道にも 3,000 トン必要だよと。6,000 ト

ンある中の 3,000 トンだから充分確保できるというような説明をしているというようなことか

ら、十分それが確保できるという見込みから、基本的には希釈での対応でいこうと、その中で

当然仕様書の変更、希釈の対応でいけばその施設の変更にはならないという観点で、契約等に

ついては結ばれていなかったと。大渕委員おっしゃるとおり、幾つかの憶測は、こうだったの

かな。こうだったのかな。ということはあるかもしれませんが、はっきりしたことは私たちも

申し上げられないので、そこまでの資料がないので、基本的には、経過としては、希釈で対応

するということが、今の中ではすべてだということなのです。 

○委員長（ 君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） １点だけです。0.35 での仕様書のほうに、契約を結んだその根拠
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となった全国都市清掃会議の資料の、このごみ質の 0.35％を流用して契約をしたというふうな

説明をいただいていますけれども、なぜ白老町の実際のごみ質ではなくてこの数字を採用した

のかもう一度説明していただけますか。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今の広地副委員長のご質問なのですが、これにつきましては、

ごみ処理施設ですとかを建設するとき、一般的に数値をとらえる場合は、実際に実験をやって

直接実験データ集める場合と、事例を使ってやるという二通りございます。その中で、ある程

度のごみの予測の中で、当然、その日に入ってくるごみは毎日変わりますので、それなりに変

動はあるということは恐らく予測していたと思います。その中で平均的にどのくらいのごみな

のかといった場合に、全国の事例としてそういう事例があるのだから、極端には変わらないだ

ろうというようなことで、計画の数値としてはその事例を根拠にしてつくっているということ

で、これについては施設の会計検査とかそういった中でも、そういうふうに根拠として使って

いますよということで、問題はないということになってございます。ただ、結果から見てそれ

がよかったのかどうかは別問題だと思ってございます。 

○委員長（ 君） ほかの委員さんからありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） 私から一つだけ確認させていただきたいのですけれども、廃棄物の

処理ということで、実証実験結果を踏まえてなぜ再契約しなかったかというのは、前回いただ

いた資料６の試験研究報告書、白老町でつくられたものですけれども、最後の 12 ページのとこ

ろに評価ということで、②のところで廃プラスチックの混合比率により受け入れ基準の 0.3％

を下回ることが確認できたと書いています。この評価のところで、最後に 19 として、分析依頼

機関として、（１）が財団法人北海道環境科学技術センター、（２）が株式会社総合水研究所と

なっておりますけれども、この今までいろいろ議論されてきた中で、なぜできるのかというの

は、この評価というところの②番、分析機関のこの評価の意見が非常に大きかったのでないか

なと思うのですけれども、その辺についてはどのように担当として考えられたのか。ここをど

ういうふうに受けとめられたのか。その辺をお伺いしたいと思います。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 報告書の 12 ページの部分だと思うのですけれども、そこに分

析依頼機関というふうに記載されていまして、二つの分析機関が書いてありますけれども、こ

こには塩素の濃度だとか、水分の量だとか、それから重金属そういったものも分析するのに依

頼をしたのかなというふうにとらえているのです。評価というのですか、こういう実験をした

ことに対する評価という部分での分析機関ではないと思うのです。委員長が言われているのは、

実証事件でやった部分についての評価ということですよね。ここに出ているのは、ここの段階

ではその評価ではなくて、12 ページの上に重金属とかいっぱいあります。これを分析する機関

としてここを使ったという意味合いだと思うのです。上のほうに、例えばアルミだとか、クロ

ムだとか、亜鉛だとか窒素だとかとあります。これをデータの分析をするために 19 に書いてあ
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る分析依頼機関に分析をお願いしたというだけの分析機関の名称です。これはにおいだとか水

質だとかもやっているので、そういったもののデータをここに送り込んで、そこの数値が幾ら

ですよという分析結果をいただいてこの資料にまとめたと。ですから、例えば、この実験に対

しては、これはよくないだとか、そういったような評価ではないです。ここの機関としては。 

○委員長（ 君） 理解いたしました。ただ、これを読ませていただくと、今回のもの

に対して、ここの機関を通して白老町のごみ質に対して、このようなことをやったから 0.3％

の受け入れ基準を下回ることが確認できたと読めるのですよね。そうだったものですから、そ

うなのかなと聞いたのですけれども、違うということで理解いたしました。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） この実験する人たちが配合を変えながら固形燃料をつくって、

それをこちらの分析機関に分析をお願いして、塩素濃度は 0.3 以下ですよというふうな分析を

した機関ということです。 

○委員長（ 君） わかりました。この２カ所というのは、白老町がお願いしたわけで

はなくて、クボタ環境サービスが分析を依頼した機関と理解してよろしいですね。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） その通りです。 

○委員長（ 君） わかりました。 

２点目の実証実験を踏まえてなぜ再契約しなかったかということにつきましては、ほかにご

質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、３点目の副資材で塩素濃度を低減させる根拠は何か。先ほど

大渕委から少し出ておりましたけれども、この件についてご質問、ご意見ございませんか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この副資材で塩素濃度を低減させる根拠、この資料を見ると、19 年の

10 月 10 日です。先ほどから議論になっているのだけど、技術提案に関する補足説明を建設工

事総合評価委員会に町が回答しているのです。それからクボタの回答しているのがあるのです

が、ここの中で、この資料３の裏側、この説明がどうもわからない部分があるのです。という

ことは、ここに書いてあるとおり、ごみ塩素濃度が 0.9％に変動したとき、ごみの塩素濃度を

0.9％としたときは、木質添加量が約 17 トン、1 日ですよ。提示最大量が日 17 トン必要となり

ます。このように書いてありますよね。それからもう一つ下のほうは、ごみ塩素濃度９％のと

きの木質添加量、木質の水分を 50％としたときは、木質添加量は日約 21 トン必要になります

よと。燃料の含水率は 30％になりますと表示してあるのですが、この１）に、提示された成分

において硫黄の制限から木質は日３トン以上添加が必要ですと書いてあるのです。そして塩素

については木質を添加しなくても基準を満たす。と書いているのですが、どう考えてもこの二

つの意味がさっぱりわからないのです。もう１回わかりやすく説明してください。 

○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） まず、１）の部分なのですが、正確に私も答えられない部分

がありますので、ここの部分については再度確認させていただきたいと思います。ここ硫黄の

発生に対して、塩素が影響するのでそこの部分で木質を使って処理をどのようにしていくのか

ということの組み立てなのかと思うのですけれども、今の段階、思うだけなので、この辺確認

させていただきたいと思います。確認してからお答えしたいと思います。 

○委員長（ 君） 後ほどでもよろしいでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 資料４のケース５というのがありましたよね。これは町長が評価委員

長に、先ほどから話題になっている 19 年の 10 月、11 か、12 日なのだろうけれども、この日に

ち何日かきちっとわかりますか。はっきりして。何日か。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 日にちの件についてでございます。19 年の 11 月 30 日です。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 11 月 30 日とすれば、これは入札後ですね。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 入札後です。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） このときに、先ほども言っていたのですが、チップダスト最低でも 3,500

トン確保していると。この評価審査委員会にですよ。それから木質系廃棄物は 2,000 トン程度

確保していると。それから廃プラスチックは 2,600 トンを確保してある。この廃プラスチック

は 2,100 トンあればいいのですが、2,600 トン確保してある。チップダストは 1,170 トンあれ

ばいいのですが、3,500 トン確保してある。こう説明したのです。そして、評価審査調査委員

会には、塩素濃度 0.9％、設計した場合の含水率を見込み塩素濃度を念頭にしたものだと。こ

のときにきちっと 0.9％という数字が出ているのです。塩素濃度の。ここの関係をどういうわ

けでこのようになるのか。もう少しこの辺の説明をきちっとしていただきたいと思います。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず 0.9％と設定したということなのですけれども、ここの

部分につきましては、委員会のほうから質問されている事項です。町と同じくクボタに対して

も 0.9％になったときというふうな質問をしていますので、委員会のほうで設定した 0.9 かも

しれません。資料３と４に対する質問は、評価委員会のほうでそれぞれに質問しているのです。

そのときにクボタも 0.9 になっていますし、町側のほうも 0.9 という数値を使って、その場合

にはこうなりますというふうにしていますので。0.9 という数値に対してわからないので、そ

この部分を資料とか前任者も含めた中で確認をさせていただきたいと思います。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） だから、0.35％というのは、私は先ほどもう関係ないと言ったのだけ

れども、0.9 ときちんと言っているのです。ここのところで私はクボタの、クボタが高度技術
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提案型評価をされて入札したのです。まちも高度技術を持っていると思ってクボタに決定した

し、そういうことからいくと、私は、19 年８月に 0.35％提示しているが、提示から本契約まで

約４カ月もあったのです。約４カ月、この間白老のごみ質を企業は検査できたなかったのか。

このことについてまず伺います。できなかったのか。そのことをどう思っていますか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） この期間にクボタがみずから白老町のごみの検査をするとい

うことは、結果としてはされていなかったということになってしまいます。何と言ったらいい

のか、今から見れば、やはりそういった部分についてはデータを取れるというのであれば、行

うべきことなのかなというふうに感じておりますけれども。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） できなかったとしても、20 年１月 10 日から 11 日、２日間塩素濃度の

検査をして報告をしているのです。町長に。これ間違いありませんか。20 年１月 10 日から 11

日の２日間、塩素濃度の検査をして町に報告している。間違いありませんか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 実証実験の期間中でございますので、その期間にデータ分析

はされたものと思います。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それであれば、19 年 12 月から２月までの可燃ごみの塩素濃度は、こ

こで先ほども言ったのですが、平均 1.4％、最大 2.19％、最小 0.65％、35 回のデータによって

白老のごみ質がはっきりしているわけです。はっきりしているわけですよ。そして 19 年 11 月

25 日の総合評価落札方式でクボタが入札を決定しているのです。そしてその 12 月から試験を

しているのにもかかわらず、クボタの主張が、先ほどから聞いているのですが、５、法的解釈

からいっても、クボタのほうに正当性がある。そう言われたと言っていますよね。正当性があ

る。それをまちが認めるのですか。法的解釈が、クボタのほうに正当性があると言ったことを

まちは素直に認めるのですか。 

○委員長（ 君） 松田委員、それでしたら最後のほうの質問なので、今は副資材で塩

素濃度を低減させる根拠は何かというところなのですが。 

○委員（松田謙吾君） まだあるよ。今度は責任のほうだ。認めるかどうかということを。認

めたら今度は最後のほうの責任にいくから。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今のご質問の、認めるかどうかということに対しては、中間報告で

報告したとおり、いわゆるその過程でできたのではないかとか、いろいろなご意見はあると思

いますけれども、実際に法的な解釈で争うよと言ったときには、町としてはそういう解釈で、

それについては中間報告で出したとおり、そのとおりだなというふうに判断して、中間報告さ

せていただきました。 

○委員長（ 君） 先ほどの質問についてはいつ答弁していただけますか。 
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暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５７分  

                                         

再開 午後 ３時１０分 

○委員長（ 君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

５点目の塩素濃度を低減させる根拠は何かと、副資材の当初予定の変更になった理由と内容

について、これらを含めまして、ほかにご質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） それでは、５点目の機能改善工事をまちが了承した理由、達成状況

ということで、これについてご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、私のほうから質問させていただきます。前回いただきま

した資料７の白老町一般廃棄物処理施設設置届出案にかかる回答ということで、ここの中で、

３ページのところで、先ほどからいろいろ意見出ておりますけれども、きちっと確保できると

考えておりますと答弁しておりますけれども、その後確保できない状況になっても、道のほう

ではこれについて何か言ってくるということはないのですか。特段ないということで理解して

よろしいのでしょうか。そこのところだけ確認させてください。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 変更届に対して道のほうが、満たされていないとかそういっ

たことを言っているかどうかという点でございます。特段そのようなことはございません。 

○委員長（ 君） ということは、つまりこれは一度提出、20 年７月８日に提出された

ものは、こちらのほうの状況がかわっても特に関係ないというふうに理解してよろしいですか。

一度白老町が報告していますよね。これについての回答。資料７ですけれども。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ここの部分については、再度道から質問がくるとか、確認さ

れるということはございません。 

○委員長（ 君） ということは、これについては白老町がこのように報告して、実際

にこのような状態にならなくても、一度こういうふうに確認事項について回答したらそれで終

了というふうに理解してよろしいですね。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 結論からいきますと、そのとおりです。これは廃棄物の処理

施設の届け出に伴う質問事項ですので、それに合致するような答えという形で処理されていま

すので、改めてまた来いということはございません。 

○委員長（ 君） 理解いたしました。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） クボタは塩素濃度を低減させるため、機能改善工事をクボタが提案し
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たのですね。そしてまちが了解したのだね。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） そうです。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） まちが改善工事をすると言ったのではないのですね。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 策はないですかという言い方はしました。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） もう一つ、ごみ質の塩素濃度の設定 0.35％、これはわかりました。そ

れで、搬入されるごみ質濃度は定期的に検査されているのか。例えば毎日とか週ごととか月ご

ととか。塩素濃度検査は難しく、日時のかかるものなのか。先ほど休憩時間に言ったのですが、

ここのところをはっきりしてもらいたい。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 現在、ごみの段階での塩素分析は行っておりません。生成物

になってからの塩素濃度につきましては検査をしているという状況でございます。 

○委員長（ 君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。ちょっとデータ今拾えないのですけれども、きょうい

ただいた資料３のバイオマス燃料化施設物質収支表の部分になります。こちらのほうであるの

ですけれども、これ経費的に、まず支出の合計額として 840、50 万円増になると、内訳として

は電気代その他の経費がやっぱり増加すると。さらに生産量についても、約３割弱のダウンと

いうふうに計画見直しが図られて、結果として収支の合計としては 2,500、600 万円程度の収支

が悪くなる、マイナスになる形での考え方で取り組んだということなのですが、これ物質数値

のほうはまた改めてということで理解しているのですけれども、この計画段階としても 2,500、

600 万、2,580 万円ということで、これだけの収支のマイナスを招くということになっても、や

はりこれのほうが有効な計画という判断に至ったのでしょうか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 当時の段階では、塩素対策の一つとして水洗い機には設備投

資、お金かはからない。あるいは作業として比較的負荷がかからないということでの判断で、

確かに 2,500 万円というお金が新たにかかってしまうのですけれども、そういった中では、そ

れが１番いい方法というのですか、１番確実な方法、あるいは今取れる手法として選んだもの

であります。 

○委員長（ 君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。あと、洗浄脱水設備のほうで確か生成物の回収率を向

上させるためにポリマーの投入、添加があるということなのですけれども、そういった添加物

についての運営費の支出のこちらのほうには含まれているということでいいのでしょうか。 

○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） ナンバー１の資料につきましては、燃料とか原材料、それか

ら使う光熱水費だけでして、その薬品部分については委託の中に入っていますので、ここの表

の中には入っていないです。 

○委員長（ 君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） では、結果として経費の分、ランニング的な部分についてはこち

らにあるとおりで、プラスそれにさまざま添加物だとかそういった委託の部分に含まれている

部分を、今回の機能改善工事によって増になっている部分があるという考えでよろしいですか。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 機能改善工事に伴う委託料の部分で増もあります。増の部分

につきましては、後日実績を出すときに改めて出させていただきたいと思います。 

○委員長（ 君） ほかの委員さんはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） 私のほうから１点だけ質問させていただきたいと思います。機能改

善工事をしまして、チップダストを乾燥処理しましたよね。このときの経費というのはどこに

記されていますか。重油と電気とかの使用料が大きくなると思うのですけれども、この時点で

これだけかけてもよいというふうに、最初から数字とかそういうものを出されて判断したわけ

なのでしょうか。その辺お伺いしてみたいと思います。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） チップの乾燥で使うエネルギーとしましては、蒸気と電気が

使われてきます。主産量というふうになっていますけれども、その中にチップの乾燥で使うエ

ネルギーは入っていることになります。ですから、機能改善によってチップを乾燥させるため

に必要なエネルギーの使用料だとか、金額という部分についてはこの中に含まれています。 

○委員長（ 君） 済みません、私が聞きましたのは、このチップダストを乾燥処理す

ることによってかなりの金額がかかりますよね。その部分は全体に含まれるのではなくて、こ

この部分だけきちっと別枠で考えるべきではないかと思うのです。といいますのは、バイオマ

ス燃料化施設の機能改善工事の中で、大きく分けて塩素濃度の問題と、それともう一つはこの

チップダストの水分量の問題と分けて考えなければいけないと思うのです。このチップダスト

については、申しわけないのですけれども、従前もほかの議員さんからも質問しているのです

けれども、もともとチップダストというのはずっとあったわけですから、のチップダストに対

しての、水分量、含水量、ちょっと見込みが甘かったのではないのと。もっときちっと検査す

るべきだったという意見ありましたよね。そこの中で水分量がこれくらいだと、この水分を乾

燥かけるということになってくるとまたちょっと違いますよね、考え方として。ですから、こ

こはここできちっと計算して、本来であれば数字を出して、そして塩素濃度を薄めるほうは薄

めるほうで、きちんと経費を出すべきだと思うのです。それをきちっと出しているかどうかと

いうことをお伺いしているのです。 

竹田生活環境課長。 
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○生活環境課長（竹田敏雄君） そこの表の部分について、はっきりとチップの乾燥とそれ以

外というふうに記載していなかったので、そこの部分についてはこちらの数字を拾った中で提

示していきたいというふうに思います。 

○委員長（ 君） 続けて質問させていただきます。ここの部分、申しわけないですけ

れども、指摘させていただきたい点がございます。やはり塩分濃度のことについていろいろと

されていますけれども、これはチップダストの含水量につきましての検査というのですか。そ

れは、クボタ側の責任というよりも、むしろ町側がきちっとやってこなかった部分があるので

はないかなと。そこのところはやはり真摯に反省していただきたいと思います。今後も検討し

ていく中で、チップダストの乾燥が本当に必要かどうかということも含めて、ぜひ考えていた

だきたいと思います。何かそれについて答弁ありましたら。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今委員長からお話しあったことについては、検討委員会の中

で、今室工大の先生のほうからそれぞれの今言った項目ごとの物質収支を改めて先生のほうで

作成して、どこがどういうふうに重たくなっているとか、いろいろそれがまず見えて、その中

でどういうふうに改善するとこう改善されるというような物質収支のフローを作成してくれる

というお話を聞いています。その中で、当然チップダストの乾燥施設部分についてはこういう

物質収支になりますよというようなこともきちっと出てきた中で、それからそれに対してどこ

をどういうふうに対策していけばいいのかというようなことが検討委員会の中で検討されます

ので、その辺も含めて全部終わらないと出さないということでは考えてございませんので、情

報としてはこの所管やっている中で、お出しできるタイミングのものは出させていただきたい

とは思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（ 君） 理解いたしました。ただ、チップダストの含水量については、きち

んとしていなかったという点だけ指摘させていただきます。 

ほかにご質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） ６点目の最終処分場の残余容量について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） 次、７点目の保証期間についてご質問受けたいと思います。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。これは保証期間で書いていますけど、私が言っているのは、

議会答弁と実質的な差異、違っていると。それはもう結果として明らかになりましたよね。結

果として明らかになった。やっぱり、議会でいない人のことを言ってもなかなか大変なのだけ

ど、ただ議会は公の場としてきちっと答弁されていることなのです。そのことに差異があると

いうことに対しては、私はやっぱり 0.35 の問題と同じように非常に大きな問題だというふうに

思っています。ここは町側にきちっとした対応をしていただきたいと。もちろん間違いもあり

ます。答弁の中で間違いもあると思います。違った答弁をする場合もあると思うのです。今の
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場合、何のことを言っているかというと、例えば担保の問題は、我々はほとんど延長できる、

町の努力によって延長できるという理解をしていました。これは明らかだと思います。それが、

この場に及んで５月の検証の中で違いますというふうになると、はっきりそのように１年とか

２年とか、出発がきちっと稼働したときからの２年間ということを言っていますからね。答弁

の中で。ここはやっぱり、それなりの町のきちっとした対応をしていただきたいというのは、

私の考えなのです。ここの部分について言えば、担保の問題とかどうだとかではなくて、やる

ことが遅いことについてはしようがないけれども、何度も何度も何度も何度も何度も、同じこ

とを指摘しているのです。そういうことに対して、ある意味議会軽視になってしまうというこ

とで、ここはきちっとした町の対応を望みたいとこういうことであります。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 保証期間と、今ご質問がありましたけれども、差異があるというよ

うなことなのですが、議会の中で、保証期間の取り扱いを町側もこういう考えの中でクボタと

交渉するということと、それから答弁の中で言っているのは、やはり機能改善工事がすべて終

わって、そこから保証をもう一度２年だよというのを答弁の中では、そうはっきり言っていま

す。会議録等々精査する中で、やはり町側が交渉する項目として保証期間の１項目ありますが、

そのものの考え方はこういう形で、当時クボタと交渉しますよということで、クボタとここに

ついては合意したということではなくて、当然私どもはこういう考えの中でクボタと交渉しま

すと。そのことが今言われるように延長できると当然理解したよということで、その部分につ

いて差異があるのでないかということだと思いますけれども、きょうの追加資料で協議経過出

させていただきましたが、24 年に入った部分からは副町長というのは私のほうでということで、

12 月の議会終わって早々１月に入りましたけれども、名刺交換等々ありましたけれども、実質

テーブルに着いてお話ししてきたのが２月に入ってからなのですけれども、そういう中では、

向こうの主張というのはやはり仕様書の話になる。仕様書の部分でいうと、やはり仕様書に基

づいたプラントをやっているよというと、そのプラントに対しての保証期間というのは、契約

条項でお互いに合意したのは２年だよということなので、機能をこういうふうに改善したから、

そこから２年だよという保証期間の延長は考えていないと。向こうの主張としては従前からず

っと同じだったのです。私どもは、保証期間の延長を考え方としてどうとらえるかということ

で弁護士さんのほうに相談させてもらっています。中間報告で出したとおりですね。その部分

について、それでは瑕疵があるのかどうなのかと。受注者のほうで瑕疵があるのか。そういう

ことの判断のお答えをいただいた中では、町としてその部分を押し通すというのは難しいと判

断しました。それで、中間報告のとおり報告をさせていただいた。その部分のきちっとした対

応というのは、今までのお答えの中で、どういう対応をする形になのかなと。今この場での考

えはちょっとまとまりませんけれども、それらについて、あるいはまた違う項目でのご指摘の

部分について、その町の責任といいますかそこら辺については、今後違う形の中で私どもも考

えていきたい、検討していきたいというふうに思います。どういうような形でというのは、き

ょうは所管事務調査でございますし、そういう中でこうします、ああしますというのは、今の
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時点では言えない。それと、本会議で申し上げたとおり、私ども今こうやっていく責任、責務

と言いますか、については、やはりこの事業を当初の計画ではなくて、軌道に修正をしていく

というようなことで、機能改善の検討委員会をつくっていますので、そういうような経過を踏

まえた中でその判断をしていきたいと、このように思っています。 

○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の答弁でわかりました。私が言っているのは、行政の継続性という

のは、きちっとあるはずなのですよね。ということは、理事者として答弁を議会に公式な場で

していると。その責任というのはすごく重いと思うのです。少なくても、この答弁を見る限り

においては。前副町長は明らかに、すべてきちっとなってから２年間というのは当たり前だと

いう認識で、では弁護士との話は今になって違うと。それはそういうところもあるでしょう。

しかし、そういう認識で町の行事を進めてきた答弁をしてきたということになると、それは違

った形ですよ。それは議会と町の信頼関係の問題になるのです。これは。だから僕は言ってい

るのです。後で、全部違ったからそれは仕方ないね。という答弁でいってしまったら、信頼関

係も何もなくなるでしょう。私が言っているのは、そこら辺はきちっとしたけじめをつけてい

ただかないと、では、我々のしていた一般質問は一体何なのだというようになってしまうでし

ょう。それもあらゆる場で、いろんな指摘してきた部分があるわけですから、そこは検証され

ているというからこれ以上言いませんけれども、やっぱり、そこはきちっとした対応をしてい

ただきたい。それでなければ、議会と町との信頼関係に発展する問題であるというふうに、継

続性からいっても、前の町長だから、副町長だからいいですよなんてことになる中身の問題で

はございませんので、そこだけははっきり認識しておいていただきたいというふうに思います。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） あえて言わせてもらえれば、私のほうの答弁も、例えば前任者の個

人的見解ですよとか、そういうようなことを言ったことはございません。当然、今大渕委員が

言われるように、行政の責任者として答えたことは、行政として責任を取るというふうに思っ

ていますので、どういうけじめというのはちょっと別にして、議会の本会議で、あるいはこう

いう委員会の中での発言は、自分も当然重たい発言だというふうに認識してございます。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今議論されている、全くそのとおりだと思います。行政と議会との信

頼関係もそうなのですが、私はこの一般質問、議会だよりで町民にこのことを、きちんと町民

は読んでいる。今申し上げますと、22 年の７月、132 号には、すべての性能が満足した時点か

ら、２年間保証期間としてクボタと話を進めたい。このように書いているのです。それから、

23 年 10 月の 137 号には、受注者が取り組んだ機能改善工事を確認してから、一定の保証期間

を設定することで協議を行っている。と行政は言っている。それからもう一つは、23 年１月、

138 号、性能保証の施設の範囲、契約について、基本的にクボタに対応してもらえる、こう答

弁しています。それから、23 年５月３日と７月 11 日の委員会の答弁では、基本的に十分な性

能が確認されてから２年というのをまちが申し入れて協議している。こう言っているのです。
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ですから、議会と行政の信頼関係もさることながら、議会と町民の信頼関係も、ちゃんとしな

かったら保てないのです。ですから私は、町民に、行政がきちっとこの保証期間については説

明をしていただきたい。これが一つ。 

それから、保証期間が切れて１年５カ月になりますよね。この間、やはり補修代というのが

出ていると思うのですが、この補修代は出ているのか。出ているとすれば、この１年半でどの

くらいまちが持ち出して補修したのか。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今ご質問の議会だよりは、当然本会議の中で町が答弁している。そ

の内容は、こういう考え方の中で受託者であるクボタと交渉していますよというようなことで、

町がこういう考え方の中でクボタと協議していますよということを答弁していると。結果とし

て、それが合意になるか、ならないかというのはまた別問題なのですけれども、そういうこと

でお話ししているということを答弁していると。そういうことを踏まえれば、町と議会の関係

だけではなくて、町民にもというお話、これは本会議の中でも町民への説明というような質問

を何度かされています。お答えしているのは、今こういうような状況ではということプラス、

今後こういうような方向でやりますよということを含めて、町民には説明させてもらうという

ような回答をさせていただいていますので、そういう中では、今中間報告に出した課題と責任

といいますか、そういうことも含めて、プラス今後の方向性を含めて、そういう町民の説明は

させもらいたいというふうに思っています。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 保証期間が切れてからのを修理費あるいは整備関係の経費で

すけどれも、委託契約中で結ばれている整備費は別にして、それ以外のところで発生した整備

だとか修理、ここの部分につきましては、基本的にはクボタが今の時点では負担している部分

でございます。保証期間は切れていますけれども、現実としてはその予算にない部分について

は今クボタが実際は負担しているものでございます。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。これはおかしな話ですよね。保証期間が切れて、しかもこ

の１年半あったのはクボタが払っている。こういうことをするからけじめがついていないので

す。クボタが正当だと主張することに、何を言っているのだということを言えないのはそこに

あるのだ、そこに。ですから、この保証期間の責任というものをきちっと決めなければ、いつ

までたってもクボタに頭が上がらないのはそこにあるのです。やっぱり、確かにかかるものは、

かかるのです。直さなければならないのです。それをクボタにわずかながら、このようなこと

でやらせてもらっているから、常にクボタに頭が上がらない状態になっているのはそこにある。

原因は。このようなことはやめなければだめです。クボタにもの言えるような形にしなければ。 

○委員長（ 君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） クボタが支払っている部分については、例えば壊れた部分に

ついて、その原因というのですか、そういった部分についてはクボタ側にあるという部分での
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修理費でございます。 

松田委員言われたとおり、クボタに対してきちんとものを言えるようにということについて

は、そこはやはりそういうふうにするべきというふうに思っていますので、今後そういうもの

は確実に取り組んでいきたいというふうに思っています。 

○委員長（ 君） では、保証期間についてはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 ８点目の過去の委員会報告に対しての考え方ということなのですけ

れども、ここはされましたから、９点目、企業側の責任問題について。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。もう本当に、もう同じことしか言うことがなくなってしま

ったのです。0.35 とどうして実証実験やったと。それしかないのだもの。だからクボタは、自

分で塩素濃度これだけあるとわかっていて、これだけのデータ出ていて、どうしてその企業と

しての責任が、裁判をやったら勝ち負けという、それはあるけれども、議会から言わせてもら

えば、下水道の仕事だってもう何十年もやっているのです。そうしたら、もう少し何とかなら

ないのかなという、うまくやろうとかいうのではなくて、やはり僕はおかしいと思うのです。

今までデータ全部見る限りにおいては、クボタは、0.35 で仕様書を結んでいるから大丈夫だ。

絶対自分のところには法律的にはこない。0.9から 1.0の塩素で本当にやれると思っていたか。

私は、企業としては思っていなかったと思う。自分に逃げられるところがあるからそうやって

やったのではないかと思わざるを得ないのです。ただ、それは裁判をやっても負けると言われ

たらそれ以上言いようがないのだけど、どこで攻めるかというのはちょっと難しいんだけど、

法律的に詰めなければいけないということでいえば、だから少なくとも議会の後半でこの検証

が出る前に、少なくても法律的な根拠と。産学官での検証というのをきちっとやりなさいと言

ってきたのはそういうことなのだよ。そういうふうに言ってしまってはだめだね。モラルハザ

ードの問題だから、やはり、そこが、僕はあるんだけど、もう気力が大分なくなってきました。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） ご質問の項目だけでと言ったらおかしいですが、そういう議会の中

で質問出る前に、私も先ほど言いましたとおり、変わりましてから、ことしに入って企業とも、

向こうの本店のほうともお話をさせてもらっています。当然提案型ということも含めて、企業

の責任とは、初めてやるという誇りといいますか、そういうものが当然あるだろうということ

で、機能改善工事をみずから向こうでやるよということでやったということと、あわせてこの

事業を成功させるという企業の責務、手を挙げた責務、それをきちんと示してくれと。これは

技術もそうだけども、知識もそうだけども、誠意もそう、そういうことを含めてやはり誠意を

もって白老町と協議をさせてもらうと。それが筋的にどうのこうのということではないですけ

れども、それは私のほうも向こうの部長との交渉の中では、同じことですけども何度も言わせ

てもらって、やはり個別の小さい問題は現場とはありますけれども、やはり事業所、手を挙げ

た事業所として、企業体としてやはり誠意をもって対応してもらいたいと。当然そのことは、
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今までの交渉の中では多分ずっと言われてきたことだとは思いますけれども、私に変わりまし

ても、向こうとの交渉の中では何度も言わせてもらって、これからもそういう姿勢の中でクボ

タとは交渉をしていきたいと。 

先ほど、クボタさんの言い分といいますか、そういう中での交渉は今この経過を見たとおり、

何度もこのやりとりの中ではやっているのですけれども、やはり最後の判断としては、これは

ちょっと難しいかなという判断をさせてもらったのですけれども、ただ、やはり企業としての、

手を挙げた企業としての責任ということでは、交渉の中では何度も私ども言わせてもらって、

これからもそういう姿勢で町はいきたいというふうに思っています。 

○委員長（ 君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ただね、なぜこのようなことを言ったかというと、実際に斜里でやっ

ているでしょう。うちの３分の１、10 トンのかまですよね。記憶だけでも 13 億円くらいで落

札しているのです。３分の１ぐらいのものをね、確か 13 億円だと思ったんだけど、13 億か 15

億くらいだったかな。落札して実際にもうつくり上げましたよね。それはもちろん向こうは生

ごみをやっていないとか、海に近いのだけれど塩素分が低いだとか、生ごみ入れていないから

ということはあるのだよ。だけど少なくとも、私何かが思うのは、クボタというあの大企業は、

少なくても白老町で得たノウハウを持って次の仕事を取ったことは事実なのです。それは推薦

方式をとっているのかどうか知らないけれど、少なくともそういう状況の中で次の仕事につな

がっているにもかかわらず、僕はやっぱりそういうことも含めてモラル、モラルハザード、企

業のモラルとは何なのかなとやっぱり思わざるをえないのです。それは、感情論に訴えるので

はなくて、事実として仕事もやっているわけです。うちと同じ様式で。少なくとも、うちと同

じくらいの値段で落としたということは、３分の１の施設だとしたら、30 トンのものが 10 ト

ンだとしたら、経費絶対少ないはずですよね。これだけの、白老で得たノウハウはきっとそこ

にオンされているのでしょう。そういうことからいっても、やっぱりここはきちっと考えてほ

しいなと思う根拠はそこなのです。それ以上はもうどうにもならんですね。 

○委員長（ 君） 須田生活福祉課長。 

○生活福祉部長（須田健一君） クボタに関しては、その辺はやはりクボタ側としても責任が

あるからこそ機能改善工事も全額クボタ負担で行ってきていると。僕も聞いたのですけど、白

老町のこの事業というのは、初めてでどこにも例がなくて、クボタも初めて取りかかったこと

ということで、正直言って 100％絶対大丈夫だということで当初からスタートしたわけではな

いということで、クボタ側もそれはそういう責任はあるから、町ときちっと話し合いしながら、

これをちゃんといいものにしたいというようなお話はされていますので、それが、ではそれで

終わりにするのかという話はちょっと別問題として、そういったクボタの姿勢などからしても、

クボタが責任を全く果たしていないかと言ったら、そうではないという部分では、町側も認め

ざるを得ない部分もあるということなのです。その辺をご理解いただきたいかなと。 

それと、斜里町との比較については、僕もどこが違うのだと言ったら、やはり分別の果てか

らすべて違うと、そういうふうに言われました。だから、特に事業系のごみは、斜里町はきち
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っと幾つかに分けてごみ袋できちっと出させて、白老町のようなことはないというふうに言わ

れています。ですから、それはそれで今改善計画の検討委員会の中で含めてその辺を考えさせ

ていただくということでお話しさせていただきますけど、そういったことでは、斜里町とは違

いがあるのかなというふうに思ってございますが、そういうことで、先ほど話したとおりクボ

タ側の、企業側でどう思っているかといったら、必ずしも知らないよということでは、現在も

ないということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私と大渕委員ばかりしゃべっていて、皆さん少ししゃべって。 

この９点目、10 点目もそうなのですが、今認めざるを得ないという言葉が部長からありまし

たし、それから、企業としてできる限りの責任は果たしてきていると理解している。こう述べ

ております。私はね、議事録があるからきちんと読みます。企業としてできる限り責任を果た

していると理解している。と述べました。説明しているが、稼働から３年して、当初発注書と

現状の稼働状況の問題。課題が山積しております。バイオマスにかかわる事業が安定稼働に至

らず、町財政に与える影響が余りにも大きく、これまで一般質問、委員会、この委員会もその

ために開催している。説明を求めている。企業の責任は、100％果たされたことを証明されて初

めて責任を果たした。企業というのは 100％まちと契約したものが果たされてこそ初めて責任

が果たされているのです。企業責任が。議会や町民が心配して保証期間が切れて施設運営の課

題、課題解決、余剰物を山ほど保管して、検討すべき項目を並べ、争うとか争わないとか、弁

護士に法的解釈の見解を求めている、そのことの説明のさなかです。クボタが責任を果たして

きていると理解している。こう言うなら、それでは、すべてまちの責任ということなのですか。

このことを聞きたいと思います。 

○委員長（西田 君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） お話しさせていただいたのは、すべてクボタには責任がない

のだというのは、これは私個人としては、当然プラントメーカーとしての責任はあると思って

ございます。ただ、その中で、中間報告など検証でご報告したことについては、そういった内

容または裁判をするかしないかというようなことも含めた中での判断であると。ただ、その結

果は、町はクボタに求めないと。計画がうまくなっていかなかった責任はどこにあるのかと言

ったら、やはり町にあるというふうに考えてございます。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この責任の取り方については、次の検証報告の中できちっとしたいと

思うのですが、あるとすれば、今の段階で言える責任の取り方はどんな取り方ですか。責任あ

るとおっしゃいましたよね。だとすれば、今の段階の責任のとり方はどう考えていますか。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 先ほどの答弁とも重複しますけれども、責任の取り方として、今で

きる範囲の責務といいますか、それについては、この事業を少しでも軌道に乗せるというよう

なことで改善委員会の中でその方策を検討するというふうに思っています。 
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一般例で申し上げます。例えば、一つの事柄の途中でその処罰だとか何とかということには

基本的にはならないというふうに思っていますので、これは一般例です。この案件ではなくて。

ですからそのことが、すべて検証を終えて、そういう中で果たしてどう責任をとるというよう

なことだと思いますので、途中で、例えばですけれども、二重に罰則はかけられませんし、そ

ういう形での検証をした中で、責任というのが最後に出てくるのかなというふうに思います。 

○委員長（ 君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） では、10 点目の裁判で争わない理由についてということなのですけ

れども、ここの点について何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 裁判で争わないというのであれば、結局、クボタの言うとおりにしま

すということですよね。クボタが言っていることが正しいと。そうですよね。クボタの主張が

正しいのだと。これに尽きると思うのです。争わないということは。私は、争うとか争わない

よりも、このバイオマス事業、財政効果があると言ったし、それから、運営を安くあげる。そ

ういうことで財政効果を見込み、それから、世界のために、日本のため、地球環境のために、

こう言ってこの事業を始めたわけですよね。こう言って事業を始めたけれども、稼働したと同

時に、この３年半くるよね。ずっと、ずっと、この議会もそうだし、町民の耳に入ることも、

このバイオマスは何だったのだということをずっとやってきていますよね。そういう中で、結

論として、まちが全部悪いのだと。ここまではもうわかりました。しかし私は、この提案型の

事業であって、ある程度クボタを信頼してやったわけですよね。クボタを信頼してやって、ク

ボタの提案でやって、そしてクボタに今委託も任せている状況の中で、うまくいっていないわ

けです。その中で、争うとか争わない抜きにしても、クボタが私の主張は正しいのだと言い続

けてきていますね。この後ろのほうを見ても。そう書いてあります。クボタが正しいと主張し

ている。このクボタが正しいと言って主張していることが、町民が、クボタが正しいのだと、

私が言ったバイオマス削減効果、前にも質問していますが８億円あり、それからあと 35 年まで

３億 8,000 万円の負担増、このことを言われている中で、いやいやクボタの主張が正しくて、

議会がこれだけクボタも悪いだろうと、こう言ってきた。行政側も、議会も言ってきた。その

中でクボタの主張が正しくて、法的、幾ら財政負担をしても争わないでクボタの言いなり。こ

れで町民が納得すると思いますか。争わないで。私は争うべきだと思うよ。やはり正しいか、

正しくないかきちっとした決着をつけなければだめだと思うのです。そこでクボタが正しいと

いうのであれば、ここで初めて町の責任問題をきちっとするのですよ。だから、きちっとする

かしないかも、ここできちっと争うべきだと私は思うのですけれども。ましてやクボタは、先

ほどから話があるけれども、何十年も町の委託仕事もしている。この問題だってこういう業者

にやらせていいのかどうか。この問題だって私は出てくると思いますよ。争うことによって。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今のご意見というのは、文言として押さえます。ただ、私ども中間
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報告で出した考え方というのは、いわゆる果たして裁判をするのが、裁判をするというのは、

こちらの主張が当然合っているのだよということで相手方と争うわけですけれども、今客観的

に判断すると、これについては、いわゆる法でけりをつけようということになると非常に難し

いでしょうねというようなことなものですから、これについては、そういう選択をしなかった

ということで、1 つの考え方としては、あくまでも争って白黒はっきりつけようという考え方

も当然ないわけではないですよね。ですけれども、今回こういう総合的な判断をした中での客

観性としては、争うのは難しいだろうというふうに判断させていただきました。これ以上、そ

うだああだということではなくて、自分たちのほうの考え方として述べさせていただきました。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、町民を守るために、それから、今財政も大変厳しいし町民サー

ビスも落ちている中で、このバイオマス負担がこれからかぶってくる。それから、もっと大切

なことは、前町長が大方クボタにあると言ってきましたよね、大方クボタにある。前町長のこ

の言葉はうそになってしまうのです。きちっと争わないと。そうでしょう。大方クボタにある

と言ってきたのだから。そうすると、これを争わなかったら言ってきたことはうそですよね。

クボタの主張が正しければ。ですから、こういう問題が生じてくるのです。きちんとしないと。

そのために私は裁判でも何でもして、白黒はっきりしていくべきだとこう言っているのです。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 同じ答えになってしまいますので、それは見解をお互いに述べたと

いうことで、基本的な考え方ということで１答目述べさせていただきましたので、ちょっと同

じ答えになるものですから、そういうような押さえ方はしておきます。 

○委員長（ 君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ 君） 私のほうからお伺いいたします。この法的解釈についてということ

は、これ議長のほうから出た意見だったのですけれども、なぜ法的解釈を求めたのか。その考

え方をお伺いしたいと思います。いただきました５月 28 日の報告書、唐突に法的解釈について

ということ出てきたものですから、なぜ法的解釈をもらおうと考えられたのか。その辺の町側

の考えを伺いたいと思います。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） これは何度か言ったような気がしますが、お互いの交渉事項が合意

に達しないということは、お互いの主張が平公線で行っているということで経過しています。

私が、多分 23 年 12 月の議会で、やはり積み残している課題は私の責任で整理しますと答えて

います。それで、課題として積み重なっていることの解釈が、自分以外の白老町の今まで言っ

てきた解釈が通用するのかどうなのか。これは素人判断ということになりませんので、それで

法的解釈をゆだねたと言いますか、求めたということで、この前の報告のとおりの日付になり

ましたけれども、５月になりましたけれども、自分たちが主張するにはやはり裏づけが必要だ

ということで弁護士さんのほうへ相談させていただきました。理由としてはそういうことです。 



 33 

○委員長（ 君） それでは、町側としましては、この法的解釈ということで弁護士さ

んに相談するまでは、今まで主張してきたことが、自分たちの言ってきたことが正しいという

思いもあったというふうに理解してよろしいのでしょうか。その辺だけ確認させてください。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 当然、そういう町のほうの主張、これについては自分たちの主張が

一般論といいますか、客観的に考えても通用すると。そういう主張がとおるというようなこと

で相手方と交渉してきたのは間違いないと思います。 

○委員長（ 君） 今の部分でよく気持ちは理解したのですけれども、ここのところで

もう一つ疑問に思っていますのが、先ほどから出ています 0.35％の塩素濃度から機能改善工事

に至るまで、やはり白老町には、今までクボタに対して随分、白老町の中で終末処理場という

のですか、下水処理施設で随分やっていただいたという思いがあったものですから、随分町民

としては、信頼関係というのは多かったと思うのです。町側もクボタに対しての信頼は非常に

厚かったと私はそういうふうに思っておりますし、また感じております。ただ、今回この日本

で最初の事業をやるに当たって、最終的にクボタ１社だけしか手を挙げませんでしたね。それ

でも白老町がゴーサインを出して、これは白老町だけのお金ではないのですよね、国からの補

助金ももらっていますよね。こういう中で、国も巻き込んだ大きな事業ですから、当然私は先

ほど大渕委員や松田委員が言ったように、企業としてそれなりの責任も取ってくれるだろうと

いう、私たち町民の熱い思いも一緒にあったと思うのです。 

それともう一つ大きな理由が、当時白老町は財政再建団体になるかもしれないという非常に

厳しい時期でした。そのときに白老町役場職員も大幅にカットされたというか、そのような状

況にありました。そのときに多くの職員が泣く泣く役場を去っております。また職員の方々も

何とか町の財政を再建するためにとあらゆる知恵を絞って努力していたと思います。その中で、

この今回のバイオマス事業をすることによって財政再建の糸口になればという思いがあったと

思います。それが最終的にこれだけ町民の負担をふやすということになったことに対して、当

時の状況をクボタさんはちゃんと理解しながら手を挙げたと思うのです。白老町が財政大変だ

から、何とか収益をあげてよくしたいという思いがあってのこの事業だったと理解していると

思います。直接交渉にはなくてもそういう背景が白老町に当時あったと思います。その辺は全

く関係なく、今回こういう事態になったとしたら、非常に残念だ、悲しいことだと思っており

ますけれども、その辺町側はその時代背景を踏まえて、今回法的解釈でこのような状態だから

あきらめますと。そこまでおっしゃるのかどうか、その辺も含めてもう一度お考えを伺ってみ

たい。町民に対して、当時の町民に対して、また財政に対してこれで本当にいいのかと。もう

これ以上考える余地がなくあきらめるのか。その辺もお考えを伺いたいと思います。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） ご質問が、当時の財政状況の感情の部分と、クボタがそういうふう

に押さえていたのかどうか。財政状況を説明してどうのこうのということではないと思います

ので、それを押さえていたかどうかというのは存じませんけれども、ただ、今言われたとおり
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非常に財政状況厳しい中で、こういう事業を進めることによって広域で処理するよりも経費が

削減できるというようなことで、町の財政に寄与するという部分も含めて、事業は説明して進

んでいったというふうに思います。その結果、今までずっと話してきたとおり、計画どおり進

まなくて、逆に経費が上乗せになっているということについては非常に責任も感じていますし、

そういう事業がうまくいっていなかったということ対しての責任は十分あるというふうに認識

しております。そのことで、裁判をするとかしないとかという判断をしたということではない

です。そのことがどうのこうのということなく、クボタが下水をやっているとかということで

はなくて、客観的にこの事業の責任を判断したときに、裁判で争うことがいいのかどうかとい

うような判断をさせていただきました。 

以上です。 

○委員長（ 君） 済みませんでした。私も当時のことを思い返しますとつらいものが

あります。この事業を選択するに当たって、現在こういう状況なったっていうことに対して、

私は非常に残念だなと正直言って思っております。そういうような質問になったわけなのです

けれども、そのことをクボタ側の方々が本当に理解していただいて、経費削減につながるよう

な形になるのかどうなのか。もしなるのであれば、裁判で争わないということも必要かもしれ

ませんけれども、これから経費がかかることになってきたときに、果たして白老町がそういう

姿勢でいいのかどうかというのは疑問があると私は思っております。そういう考え方で質問さ

せていただきました。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 趣旨云々はわかりました。前回のときにもお話が一部あったと思い

ますけれども、客観的に争わないとか裁判をするとかしないとかという判断の中の一つに、こ

の前言ったのは、することによって町の負担と言いますか、そこら辺も発生するだろうという

ことは、10 対０とかということには当然ならないだろうというふうに推測はしますから、逆に

町の負担が発生する部分もあるだろうというような判断も、客観的な判断という中にはやはり

含めているというふうに思っています。 

○委員長（ 君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、ちょっときついことを言っているかもしれないけれども、決し

て犯人探しをするとか、裁判をするのが正しいと言っているのではないのです。前にも言って

いるけれども、決着しなければだめだと。このバイオマス問題、何を決着するか、３年半もこ

のようなことやっているからです。委員会もそうだし、一般質問もそうだし、それから、町民

も、いやいやうちの町はこういう争いみたいことばかり広報に出ているねと。このようなこと

は、町民が心を痛めている。私は犯人探しをしているわけではないし、クボタが悪い、クボタ

を犯人にするとか、まちの誰が悪いとか言っているのではないのです。けじめをつけなければ

だめなのです。どこかで。けじめをつけるには、けじめをつける前に、行政側の説明、それか

ら事業の内容、事業の現状、これを見るときに、ずっと９割クボタの機械の性能の責任だなと、

プラントの性能の責任だなとこう思っていたのです。プラントの責任は、プラントだってそれ
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は機械ですから壊れる場合ももちろんあるし、生産できないことも、このようなことを私は言

っているのではないのです。要はクボタが、我々はずっと言ってきているけれども、クボタの

意見求めたことは今まで私はありません。クボタの意見どうだという意見を求めたことはない

のです。ただ、まちが責任を持ってやった以上、町民のために、町民がきちっと汗水かいた税

金、この使いみちを効果的に、納得できるような説明をきちっとしてくださいと。ずっと言っ

ているのはこのことなのです。決して犯人探しとか犯人を決めつけるためではない。しかし、

先ほど委員長も言った法的解釈となってくると、ここにくるのです、法的解釈という言葉が出

てきたから。法的解釈という言葉が出た以上、クボタが責任ないとこういうのであれば、クボ

タがそれを主張するのであれば、やはり最後、別な形のきちんとした法廷の中で、やっぱり白

黒決めなければこの問題は解決しないなと思うものだから、私はもう裁判でやるしかないなと

こう言ったのです。あとそれ以外のこのバイオマス問題、今まで暗礁に乗り上げているバイオ

マス問題の解決方法はない。もうないのです。ないと思う。だから私は言っているのです。ま

だきょうで終わるわけではないから、報告書の検証まだありますよね。報告書の検証これから

するわけでしょう。今 11 項目の検証やったわけでしょう。今度は本題にまた入るわけですから、

そこでまたきちっともの言っていくつもりだけれども。私はそう思って言っているのだ。 

○委員長（ 君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 裁判でということは、先ほどと同じ考え方になりますので、松田委

員の考え方というのはお伺いさせていただきました。 

あとは、次回、中間報告の検証ということなのですが、大体今まで質問が出たことと重複す

る部分がありますので、前回が中間報告の１項目、1 項目と、私が言う立場ではないですけれ

ども、そういう積み重ねから出たので、そういう形の中でこの考え方はどうなのかというよう

な進め方になるのかなというふうに自分は解釈して次回を。 

○委員長（ 君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時１８分  

                                         

再開 午後 ４時２１分 

○委員長（ 君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 前段でお答えしたとおりです。 

○委員長（ 君） 松田委員、あとはよろしいでしょうか。 

○委員（松田謙吾君） この分は終わった。 

○委員長（ 君） では、最後の部分、11 点目の収支報告、今後の見通しについてとい

うことなのですけれども、前回７月 26 日のときに、調査して後ほどご説明させていただきたい

ということですので、今回のこの建設厚生常任委員会のバイオマス燃料化事業の課題に対する

検証報告書ということで、今回はこれで終了させていただいて、次回はバイオマス事業全体に

ついて質問、ご意見をいただきたいと思います。 
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本日出た質問に対してのお答えもいただきたいと思いますけれども、町側いかがでしょうか。

保留の部分。 

○副町長（白崎浩司君） それは問題ないです。 

○委員長（ 君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時２３分  

                                         

再開 午後 ４時３２分 

○委員長（ 君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） 以上をもちまして、本日の建設厚生常任委員会は終了いたします。  

（午後 ４時３２分）  


