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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２２日（水曜日） 

開  会  午後 １時３１分 

閉  会  午後 ４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（６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 及 川   保 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 吉 谷 一 孝 君 

                                         

○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３１分）  

                                         

○委員長（ 君） バイオマス燃料化施設について所管事務調査を行いたいと思いま

す。本日いただきました資料につきまして、担当課より説明をお願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） それでは、前回８月９日に指示を受けた件と資料等について

ご説明したいと思います。まず１点目としましては、機能改善工事で計画されたエネルギー等

のコストと実績値を示していただきたいということで広地副委員長のほうから受けております。 

それから、２点目のうちの１つ目です。建設工事総合評価審査委員会に対して白老町が塩素

含有量 0.9％として回答しておりますけれども、そこの部分の根拠というのが１つ目です。２

つ目につきましては、同じく審査委員会に対しての回答で、今度はクボタから出されている部

分なのですけれども、提示成分での硫黄・塩素成分の動向の詳細について。この２点について

松田委員のほうから質問を受けております。 

３点目ですけれども、日本製紙から購入にしている蒸気の内訳についてということで、西田

委員長のほうから資料を提出するように言われております。 

この３点についてご説明していきたいと思います。それでは、１点目の機能改善工事のエネ

ルギー等の推移についての資料でございます。一番初めに説明資料の１ということで資料が上

がっていると思います。この表を使いましてご説明していきたいというふうに思います。 

まず、支出予算の部分ですけれども、表の１の左側のほうに平成 21 年度の予算ベースを載せ

ております。燃料費、Ａ重油についての予算額、それから、光熱水費、ここには上水、電気、

蒸気のトータルの金額。それから、下水道の使用料につきましては、光熱水費の下のほうに金

額が記載されています。その下に固形燃料の原料となる副資材の購入予算額が記載されていま

す。そこの部分まで合わせますと下のほうに合計額というふうに記載されておりまして、合計

額につきましては、9,731 万 2,000 円というふうになっております。それから、もう一段下の

ほうに委託料の推移ということで、委託料の金額も記載しております。これが平成 21 年度当初

スタートしたときの予算のベースでございます。その横に機能改善後の計画ベースということ

で、そこの横のほうに機能改善で計画されているエネルギー等の推移を記載しております。ま

ず、燃料費の中のＡ重油ですけれども、そこには 40 万リッター、計画ですけれども 40 万リッ

ターをＡ重油使いますということになっています。金額にしますと 2,600 万円という金額にな

ります。21 年度の当初と対比しまして金額の増としましては、１番右側のほうに金額の増減と、

それから、量の増減を記載しています。金額につきましては 925 万 6,000 円の増と。こういっ

た計画を組んでおります。順次下のほうにいきますと、光熱水費につきましては水道、それか

ら、電気、蒸気の金額を合わせますと 6,799 万円ということになります。ここの部分では予算
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が 7,200 万円で、計画では 6,700 万円ですけれども、一番大きな要因としましては、蒸気の使

用料が下がっております。ここの部分が下がっていることによって予算値よりも計画値のほう

が下がっていると、こういったような状況でございます。それで、下のほうへいきますと、今

度は下水の使用料です。下水の使用料につきましては、約２万立米です。予算は１万 8,000 立

米です。金額にしますと 637万 8,000円、金額の増としましては 75万円ということになります。

それで、その下へいきますと、副資材の金額が記載されております。まず、量ですけれども、

チップダストが 4,000 トン、それから、廃プラスチックが 1,500 トン、その他木質が 1,300 ト

ン。金額としましては 556 万 9,000 円というふうに計画を組んでおります。これをトータルし

ますと１億 593万 7,000円という中で機能改善工事をスタートしているということになります。

それで、下の表の２が決算数字になります。表の２の１番左側が 21 年度の予算に対する決算ベ

ースを記載しております。予算に対しましては一番下のほうに合計額を同じような内容で載せ

ております。約 9,700万円の予算額に対して決算としましては 6,029万 1,000円でございます。

対比しますと約 3,700 万円の減ということになっております。その下に委託料の推移というこ

とで委託料の決算額を記載しております。委託料につきましては、決算額で 9,870 万円という

ことになります。その右側のほうに人員の数を記載しております。21 年度につきましては社員

が 14 名、臨時が３名といったような組織になっております。 

それで、今度はその横のほうへいきますと 22 年度の決算ベースが記載されております。上の

機能改善工事のベースと、それから、22 年度の決算ベースとの対比ということになります。そ

れと合わせて 23 年度の決算ベースとの対比と。こういったような形で表にあらわしております。

22 年度の決算ベースにつきましては、まず、Ａ重油につきましては 35 万 6,000 リッターでご

ざいます。金額にしますと 2,479 万 9,000 円ということになります。水道料につきましては

7,211 立米です。金額につきましては右側のほうに記載されていますけれども 138 万 1,000 円

でございます。電気につきましては 498 万 9,000 キロワットアワー。金額にしますと 2,593 万

9,000 円でございます。蒸気につきましては 8,920 トン使っております。金額にしますと 1,669

万 4,000 円です。トータルしますと、一番左側になりますけれども 4,401 万 4,000 円が光熱水

費の決算額というふうになります。次に、下のほうへきますと下水道になります。下水道の量

は１万 6,528 立米です。金額にしますと 508 万 3,000 円。その下の原料、副資材の内訳につき

ましては、量のほうはチップダストが 3,359 トン、それから、廃プラスチックにつきましては

749 トン、それから、その他木質につきましては 368 トンを購入して使用しております。トー

タル金額にしましては 639 万 1,000 円でございます。それを合計したものが 8,028 万 7,000 円

ということになります。機能改善工事と対比しますと、金額の対比ですけれども 22年度は 2,565

万円減という結果になっております。その下に委託料の推移を記載しておりまして、委託料に

つきましては１億 971 万 5,000 円ということになりますので、21 年度と対比しますと 2,102 万

5,000 円の増という結果となっております。 

隣の隣の表に 23 年度の決算ベースを載せております。23 年度につきましては、トータル金

額が１億 457 万円になります。ですから、マイナス 136 万 7,000 円ということになります。金
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額からいけばほぼ近くなってきたということにはなっています。一方、使用料につきましては、

Ａ重油につきましては計画値より２万 6,000リッター少ない形での 23年度の決算になっていま

す。それから、電気につきましても計画値より９万 6,000 キロワットアワーの減ということに

なっています。蒸気につきましては逆に 1,428 トンの増ということになっております。次の下

水につきましても、約２万立米に対して約１万 5,000 立米という結果となっております。それ

と、副資材に関しましては量は記載のとおりなのですけれども、金額につきましては 1,100 万

円ということなので、計画値の約倍という結果となっております。それと合わせまして委託料

につきましても１億 1,853 万 4,000 円ということで、22 年度対比で 880 万円の増という結果と

なっております。以上が支出に関する説明でございます。 

下のほうに今度は歳入に関する表をつけてございます。表の３が予算ベースになります。ま

ず、21 年度の予算ベースにつきましては生産目標量が１万 1,000 トン。これに対する収入額が

6,352 万 5,000 円でございます。22 年度につきましては 9,700 トン、23 年度も同じ 9,700 トン

が生産目標でございます。これに対する決算ベースとしましては、表の４に記載されておりま

すけれども、21 年度の生産量につきましては 2,621 トンでございます。8,379 トンの減という

ことになります。収入額につきましては 893 万 8,000 円でございます。5,458 万 7,000 円の減

という結果でございます。22 年度につきましては 9,700 トンに対しまして 5,019 トンという結

果でございます。収入につきましては 2,767 万 1,000 円で、目標値に対しまして 2,834 万 6,000

円の減ということになります。23 年度の生産量につきましては 6,152 トンでございます。金額

では 3,550 万 9,000 円なので、2,050 万 8,000 円の減と、こういう結果となっております。 

以上で機能改善工事に関する計画されたコストと実績の推移についての説明は終わらせてい

ただきます。 

次に、８月６日に資料としてたくさんお渡しした中に資料３と４というのが、このようなも

のがあると思うのですけれども、そこの部分の回答でございます。特に資料としてきょうは用

意しておりませんので、前の資料を使ってご説明したいと思います。まず、資料４の部分です。

そこに白老町から白老町建設工事評価委員会に対しての回答書があると思うのですけれども、

資料４と書いてあるものです。ずっと下のほうへいきますと２のところに、実証実験との関連

ということでありまして、それから３行目のところに塩素含有量 0.9％に設定した場合のとい

うふうになっていると思うのですけれども、ここの 0.9 というのは何なのというご質問のとこ

ろでございます。ここの 0.9 につきましては、この前にクボタ環境サービスがこの同じ数字を

使って委員会のほうに説明しているものがございます。まず、この 0.9 というのはクボタが使

った 0.9 を用いて回答しましたということになります。それで、今度は資料３のほうに戻って

ほしいのですけれども、資料３の裏側にグラフが出たものがあると思います。ここの部分です。

それの２の括弧のところに、塩素濃度 0.9 としたときは木質添加量が日 17 トンですというふう

に書かれています。ここのところに 0.9 が出てきます。ここの部分の 0.9 につきましてクボタ

の担当に確認しました。確認した結果を報告いたします。ここの 0.9 につきましては発注仕様

書の中に示されている副資材の指定量、副資材の量を希釈剤として用いたときに、日本製紙で
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受け入れ基準となっている塩素濃度 0.3％以下という基準があるのですけれども、そこになる

という計算値の中での塩素濃度を 0.9 としたものだそうです。何を言っているかといういと、

逆に木質の添加物が 17 トン使うとすれば、ごみの塩素濃度については 0.9 までであれば大丈夫

ですということをあらわした表だそうです。 

次の２点目の、その上に（１）という表があると思うのですけれども、提示成分での硫黄、

それから、塩素成分の動向というふうにあると思います。ここの詳細はどうなっているのです

かというご質問なのですけれども、まず、そこの文章の中に硫黄の制限という言葉が入ってい

ると思います。提示され成分においては硫黄の制限から木質と、こういうふうになっていて、

その硫黄の制限という部分については、日本製紙の固形燃料の受け入れ基準の中に硫黄の濃度

が 0.2％以下にしてくださいというふうに基準が定められております。ここの部分をクリアす

るために必要となる木質の添加量をこのグラフであらわしたものということです。なので、木

質の添加量が日３トンです。３トンであれば基準値を満たせますと。ですから、グラフの左側

のほうに濃度が書いていますけれども、この 0.2 以下にするためにはとしたときに、矢印が下

のほうにいっていると思うのですけれども、日３トンの木質系、硫黄の持っていないものを入

れることによって基準値は満たしますと。こういったことで説明したグラフです。あわせて、

塩素につきましては、ここの段階でもう既に 0.3 を切っておりますので、塩素については特段

することはないというか、希釈はしないでいいですという意味合いだそうです。ここに出てく

るものというのは、高温高圧処理をした生成物での塩素濃度というということでございました。

ですから、生成物なので、イコール燃料の基準値ということになると思います。それをあらわ

した表だそうです。それで、まず、塩素について何で 0.3 なのかということにつきましては、

議論になっている可燃ごみが 0.35 という数値なので、高温高圧処理をして、ほかに塩素を持っ

ていないもので 0.3 以下になりますということで、ここの段階でもう既に大丈夫ですというこ

とになっています。ですから、硫黄に関しては日本製紙の受け入れ基準を守るために硫黄の持

っていない木質を日３トン入れないとだめだと。でも、塩素濃度については 0.3 以下なので、

ここの段階で希釈する必要はないですということを説明したグラフだそうです。説明の２つ目

を終わらせていただきます。 

最後に、３点目のバイオマス燃料化施設の蒸気の使用状況についてでございます。説明資料

の２のほうでご説明したいと思います。まず、表の１につきましては、これは日本製紙から買

っている蒸気の部分でございます。表の１が高温高圧で使っている蒸気の量。それから、表の

２が木質乾燥、チップの乾燥機で使っている蒸気の量です。それから、金額になります。最後

に表の３ということでチップダストの購入量を参考に記載しています。まず、表の１の高温高

圧処理の部分についての蒸気の使用量です。上から 23 年、22 年、21 年というふうに記載させ

てもらっています。23 年度の合計としましては、右側のほうに合計ということで網掛けしてあ

ります。23 年度で高温高圧で使った蒸気につきましては約 7,643 トンを使っております。平均

値につきましては記載されているとおりです。蒸気の単価につきましては、上期と下期、２回

に分かれて単価契約をしております。一番右側のほうに購入合計額を記載しております。23 年
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度につきましては 1,688 万 9,000 円でございます。22 年度の高温高圧での蒸気の使用量につき

ましては約 5,684トンの蒸気を使っています。金額にしまして 1,064万 1,000円でございます。

スタートした 21年度につきましては、蒸気の量としましては 6,389トンの蒸気を使っています。

金額につきましては 1,327 万 8,000 円でございます。それで、下が機能改善で新たにふえたチ

ップダストの乾燥機の蒸気の使用量です。23 年度につきましては年間で 2,884 トンの蒸気を使

っています。蒸気の単価につきましては高温高圧と同じ単価を使っております。③というふう

に書いていますけれども、そこに購入金額を記載しております。木質乾燥機につきましては 618

万 3,000 円。これを上の部分と合わせますと、23 年度で蒸気を購入した金額につきましては

2,300 トンで７万 2,000 円ということになります。それと、22 年度につきましては木質の乾燥

機につきましては使った量が 3,235 トン使いまして、金額として 600 トンで５万 3,000 円。合

計しますと 22 年度は 1,669 万 4,000 円ということになります。21 年度につきましては木質乾

燥機でございませんので、ここはゼロということになります。それに対するチップダストの購

入量ですけれども、表の３のほうに記載しております。23 年度につきましては、日本製紙から

買ったチップダストの量につきましては 3,000 トンで 51 トンです。金額にしまして 32 万円で

す。それから、22 年度につきましては 3,359 トン、金額にしまして 35 万 3,000 円です。それ

から、21 年度につきましては購入量が 1,306 トン。金額にしまして 15 万 4,000 円でございま

す。以上が蒸気の使用料の推移でございます。 

以上、前回伺っている質問、資料等についてのご説明をさせていただきました。 

○委員長（西田祐子君） ちょっとお伺いしたいのですけれども、説明資料２の中の表の３で

すけれども、チップダストの。これは１年間で買った合計の金額ですよね。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 表の３の合計のところ、これは量でして、書いていないです

けれども、後から言葉で言った部分が金額でございます。金額は書いていなくて、量しか書い

ていないのです。単位が左側のほうに小さくなっていました。申しわけございません。 

○委員長（西田祐子君） わかりました。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 表２の 23 年度の月平均あるでしょう。228.5 となっているでしょう。

これは 12 で割っているのではなくて 10 で割っていますか。単純なミスだと思うけど、これは

10 で割っています。288.5 となっているでしょう。これは 12 で割らなければだめでしょう。そ

うでないと、こちらのほうが少ないはずです。 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５７分 

                                         

再開 午後 １時５９分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

竹田生活環境課長。 
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○生活環境課長（竹田敏雄君） 済みません、間違っておりました。訂正させてください。ま

ず、表の１の 23 年度の月平均です。636.95 でございます。次に、表の２の木質乾燥機の平成

23 年度の月平均でございます。190.38 に訂正させてください。 

○委員長（西田祐子君） 23 年度、表１のほうが 636.95。表２のほうが 190.38 ということで

訂正がありましたので、皆さん訂正をお願いいたします。 

今３点ほど説明を受けましたけど、これについて何か特に聞いておきたいということござい

ませんでしょうか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ２番目の 0.9 の関係なのですけど、ちょっと認識が違っていると困り

ますので確認をしたいのだけど。当初 17 トンの副資材を使った場合、0.3％の製品を出すため

には 0.9％の濃度まで大丈夫という意味ですよね。そういう意味でしょう。だから、17 トンの

副資材を使ったときは 0.9 だから、それを 0.9 までは塩素の含有量が 0.9 でもオーケーだとい

うことで、クボタ側はそれでこの評価委員会に対する資料を出してきたということですよね。

それで、白老町の 0.9 というのがありますよね。資料４の白老町の 0.9 というのはクボタの塩

素濃度、その 0.9 を横並びにしたというような理解でいいのかどうか。 

それから、硫黄の分については、これだったら全く問題ないですね。３トン入れればいいと

いうことは 17 トン入れるということで想定した場合は全く問題ないと、この時点で。そういう

理解でいいのかどうか。 

○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） （２）の塩素濃度が 0.9 で、木質添加材が日 17 トンあれば、

計算値からいくと 0.3％以下になりますということで報告されています。その 0.9 の数字を使

って白老町はその 0.9 に基づいた答えを審査委員会のほうに回答しておりますということです。 

それと、１の硫黄につきましては、13 トンの中の３トンですから、３トンあることによって

問題なく日本製紙の基準値をクリアできますという答えになっております。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 説明資料１を見せていただいて、まず確認なのですけれども、一

番上の段の機能改善工事後の計画ベースとあるのですけれども、これは生産量を 9,700 トンに

設定した場合の費用という考え方で、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） 機能改善工事の計画ベースにつきましては、基本生産量とし

ては 8,800 トンになります。予算上というのか、目標値として余剰生成物が出ておりましたの

で、余剰生成物を燃料に変えていくという意味から 900 トンを使って燃料をつくっていきます

ということで、合わせて 9,700 トンということにしたのです。ですから、計画ベースでは 8,800

が基本でございます。それで 9,700 トンという目標を立てたのですけれども、結果としては

5,019 トン。22 年度ですけれども、そういった結果になったということでございます。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 
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○副委員長（広地紀彰君） 広地です。次に、歳出決算の真ん中の表になるのですけれども、

こちらがチップダストの購入量やその他の木質類の購入の数量、大分増減あると思うのです。

これの要因としては、例えば仕入れ価格だとか、調達する量の問題だとか、そういったことで

の増減になるのでしょうか。 

○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） 22 年度、それから、23 年度のその他木質、ここの動きにつき

ましては、必要量を調達できる量の変化です。22 年度のときは調達量がここの部分しか、まず

はなかなかそろえられなかったということになります。23 年度につきましては別の仕入れ先等

も見つけることができたので、量的には集められるようになってきたという変化でございます。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。購入金額を見ると、チップダストはやっぱり量の割に

大分安く入っているように見えます。それで、含有量だとかその他のいろいろな問題があるの

は認識をしているのですけれども、こちらのほうのチップダストをもっとさらにふやすという

ような考え方はできるのでしょうか。 

○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） チップダストにつきましては購入単価が非常に安くて、日本

製紙に協力を得ながら安くしていただいていますので、金額としましては非常に助かるという

ことです。ただ、購入量が年間 4,000 トンまでという今のところ上限がついていますので、そ

れの上限外してもらうとかそういうことができれば、使用料としては伸びるのかなと思います。

ただ、そうしたときにも水分の問題が出てきますので、そういうものをどういうふうにしてい

くかという課題は残ると思います。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） チップダスト、当初の計画が 140 円と言いましたよね。だけど、今は

これ 10 円ですか。105 円になるのですか。4,000 トン使ったら 40 万円ですか、そうしたら。40

円下がったのですか、当初の計画より。 

○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） 当初 140 円スタートの中で、最終的には消費税込みでトン当

たり 105 円ということで今購入しています。 

○委員長（西田祐子君） それでは、委員長のほうから１つお伺いいたします。資料２の表３

のところで、チップダストの仕入れ価格は教えていただきましたけれども、これはチップダス

トを乾燥させるのですよね。その乾燥させるためにどの熱量でどれだけの金額がかかったかと

いうことを前回聞いたと思ったのですけれども、それはわからないのですか。分けて計算する

ことはできないというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ちょっと時間いただけますか。今出せますので。乾燥段階で

のチップのトン当たりの価格というのは出せますので、少し時間いただけますか。計算します。 
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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） ほかの廃プラとその他木質のトン当たり単価も今割り算ですぐ出

ると思うので出していただけると。 

○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） 廃プラと木質系につきましては、それぞれ仕入れ先で単価が

違うのです。なので、今すぐは出てこないです。平均単価と割れば出ますけれども。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） そうですね、平均単価で大丈夫です。 

○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） よろしいですか、そうしたらお時間いただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんで特に質問とかございませんでしょうか。 

〔「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 ２時０９分 

                                         

再開 午後 ２時２５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。 

 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ご質問にお答えしたいと思います。まず、最初に平成 23 年度

の廃プラスチックとその他木質の平均単価についてです。廃プラスチックにつきましては平均

単価が 3,660 円です。その他木質につきましては 6,491 円。いずれも税込みです。 

それから、２つ目のチップダストの１トン当たりのコストについてです。購入額につきまし

ては先ほど出てきていますとおりトン当たり 105 円です。それから、そこで用いる蒸気の価格

です。これは乾燥したベースでの計算です。ですから、水を含んでいない計算です。トン当た

り 3,513円です。トータルしますと乾燥チップ１トン当たりの生産コストにつきましては 3,618

円になります。 

○委員長（西田祐子君） 今の説明でよろしいでしょうか。これに対して質問ございませんか。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） １点だけです。こうして単価を見ると、やっぱり価格コスト的に

チップダストが優位である部分は見えてくるかなと思うのですけど、ただ、廃プラスチックは

先ほど言ったように燃焼カロリーの問題、あとは固形化の部分の問題で必要な資材というふう

にそこは理解していて、このその他木質というのは。 

○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） その他木質につきましては、雑紙と呼んでいる紙類です。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） わかりました。ただ、このその他木質類、この紙類は入れる必要
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があるものなのでしょうか。 

○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） 紙類につきましては、主な目的としましては水分の調整で使

っております。ですから、どうしても入れないと今の段階では 10％以下という、日本製紙の受

け入れ基準 10％を守ることはできないです。 

○委員長（西田祐子君） それでは、ほかにこれについてのご質問はございませんか。なけれ

ば今までいただいた資料を含めまして、これからバイオマス全体についての議論をして、質問

をしていきたいと思うのですけれども。これからの進め方といたしまして、委員の皆様方から

何かほかに意見ございますでしょうか。なければ全体についてのご質問でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） それでは、今までの資料に基づきまして、全体を通して町側に質問

ございます方。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 本日もらっている資料なのですが、その中でも燃料費の中のＡ重油に

ついての質問はもう何点か出ていましたでしょうか。それについてちょっとお伺いしておきた

いのです。21 年度決算ベースから 23 年度決算ベースを比較しましても、このＡ重油に占める

経費の増というのはすごく重要になってくるのではないかと思うのです。使う量も使う量なの

ですけれども、単価にこれだけ左右されるというのが。例えば 20 円違うと約 1,000 万円全体の

運営費で変わってくるわけです。これからの化石燃料の価格変動何かを見てみると、どうして

も下がる傾向というのはないですよね、はっきり言って。一時は下がるのだけども、また上が

っていくというか。この辺の考え方がやっぱり当初の予定よりも大幅に決算ベースでずれ込ん

できている大きな要因になってきているのではないかなと考えるのです。結局、副資材等々に

よって燃料をつくるための経費というのはそんなに変わらないような気がするのです。これは、

これからの検討委員会等々の中で大学の先生方の力を借りながらでも、ここの部分については

ある程度改善事項として出てくるのかもしれない。それに加えてこのＡ重油の使用、これに関

しての改善。例えば、これすべて燃料を新たなものに変えていくということはなかなか難しい

のかもしれないけれども、それにかわる太陽光だとかいろいろなそういった発電システムを併

用することによって、これをもうちょっと下げていくことが僕は一番重要なところになるので

はないかと思うのです。これは当初の予算と大きく変わってきている。確かに廃プラもそうだ

けれども、この重油価格の変動というのは、この運営費を左右している大きな要因になってい

るのではないのかなと思うのですが、その辺についての考え方と今後の進め方について。 

○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） そのＡ重油の部分なのですけれども、Ａ重油につきましては、

主に高温高圧処理機の高圧蒸気をつくるためにボイラーを動かしている部分です。結果として、

当初の必要量よりも決算数値から見てわかるとおり、量的にはふえてしまっています。ここが、

いかに工程を変えたり、何かの手法をとったりして下げられるのかというところは、実際でき
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るかどうかはまた別問題にしまして、改善計画の検討委員会の中でも議会として取り組もうか

なというふうには思っています。 

それと、価格についても影響を受けやすいので、ここの価格につきましてはみずからの原因

で高くなるわけではないので何とも言えない部分があるのですけれども、ずっと見ている限り、

なかなか下がらないです。下がるときもあるのですけれども、結局は元に戻るといったような

不安定な状況なので、いかにＡ重油を削減できるような対策を取るのかということは検討委員

会の中で議論をした中で手法を見つけ出せればというふうに思っています。ですから、このＡ

重油もそうなのですけれども、電気、蒸気に関しても合わせて削減方法というのは検討してい

きたいなというふうに思っています。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これから検討委員会等々の中でいろいろ話し合われる部分もあるのか

もしれないけれども、このままいくと今まで登別市さんにお願いしていた以上の経費がかかっ

ていくということで試算される数字を見ると、仮に今改善事項としてこうやったら、重油量の

改善にしても、チップダスト、廃プラスチックの副資材の改善にしても、今かけて、将来に生

かされるものであれば、やっぱりやるべきだと僕は思うのです。当初の目的を達成するために

もそういった考え方の中でやっていかなければ。当然そういうふうに考えてやるのでしょうけ

れども。そこがやっぱり一番重要なところなのだろうなと。ただ、今までやってきたことに対

して、例えば 0.35 の数値の減少とかいろいろ今までずっと説明を受けてきましたし、それに対

して私の認識も確かに甘かったのかもしれないけれども、当時の時代背景から考えて、これに

かけるという思いは、僕はありました。もうこれしかないのだろうなと。そして、財政的な面

だけではなくて、そういった環境に優しい、そういった部分の全体的な考え方から見ても、こ

こをしっかり考えていかないと。松田委員は前から言われていますけれども、町民に対して私

たちがどうやって説明していけばいいのかということがやっぱり問われてくるのです。ですか

ら、私は議会としてこういった改善策がどうあるべきなのかということをしっかり今ここで議

論しながら、これが検討委員会の中で話し合われる一つの材料になるのではないのかなと思っ

ていますから。今竹田課長が言われるとおり、僕は重油の部分が一番大きな問題なのではない

のかなと考えている一人ですので、ここについては、ぜひ、あらゆる手段を使って削減してい

く。これを減らすためにはある程度の投資をしても、将来に影響がなくなるような数値にもっ

ていけるのであれば、ここで投資をするしかないような気がしてならないのです。 

○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） 今氏家委員のほうからお話がありました件につきましては、

我々も今改善計画の検討委員会の中で、基本的にはゼロベースでまず見直しをさせていただい

ています。それは何かと言いますと、基本の、最初はごみ処理がスタートだったと思うのです。

その辺のごみ処理を原点に置いて、最低限ごみ処理をした中で固形燃料化、燃料化施設、燃料

としての製品づくりもやっていくという考え方に立ち返ると。製品をどんどんつくって、日本

製紙に買ってもらって、歳入を得てというような考え方ではなく、やはりごみ処理を基本とし
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たベースに立ち返って最低限しなければならないと。その中で今基本は、やはり登別市にかけ

ていた処理費程度の中で今後どのような形でできるかということを基本ベースに置いた中で、

今言ったとおりＡ重油ですとか、例えば今水洗いをしていますけど、それらにも多くのコスト

がかかっていますので、それらの施設をどうするかという問題も含めるとか、あと、ごみの出

し方によっての問題解決だとか、いろいろあるかと思うのです。今は単純に可燃ごみとか出し

ていただいていますけど、やはり施設に負担をかけないごみの分別方法はどういう形にしたら

いいのかと。ごみの分別を変えることによって当然収集コストの問題もございますので、トー

タル的に考えてどうなのかということも合わせて今考えてございます。今言ったＡ重油の問題

も非常に経営上大きな問題と。ですから、今日本製紙のほうから蒸気を買っていますが、その

蒸気の活用ができないのかということも含めて。ただ、活用するためにはイニシャルコスト等

もまたふえますので、それらを合わせた中でどうできるかということも含めて、いろいろな知

恵を先生方にも出していただいて考えていくということの、今どこにまず最低限のベースを持

って、どういうふうに施設を整えていくかということを考えていかなければ、そこがなければ

どうするのかというのは終点が見つからないということで、まず、最低限ごみは処理しなけれ

ばいけないということで、ごみ処理をまず基本的に原点に置いて、そこからどういった形で今

後進めていけるかということを考えていこうということで今進めてございます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この部分でちょっとご質問しますが、今部長はごみ処理を基本にする

と言いましたよね、この事業は。違うでしょう。ごみ処理はしていたのだから。コストを下げ

るのが基本ではないですか。これを始めたのも。私は、部長の考え方は違うと思います。 

○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） 私のご説明の仕方がちょっと悪かったかなと思います。確か

に今まで、従来ごみ処理をしていた中でこういう仕組みを入れることによってコストを下げる

という形の考え方でスタートしたことについては間違いございません。ただ、私はごみ処理を

基本と言ったのは、ごみ処理の形というのはいかなる方法でごみ処理しなければいけないかと

いうことで、基本ベース置いた中でコスト削減をどこまでできるかを改めてやり直しさせてい

ただいているということになろうかと思います。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。中間報告した後も含めて、副町長のほうからもありました。

きょうの委員会の中でたまたまいみじくも部長のほうからもゼロベースでこの問題を取り組み

たいと、取り組むのだというお話がありました。私も全くそのとおりだと思いまして。ゼロベ

ースを言うのであれば、やっぱり今松田委員のほうから出ましたコストの問題です。今後どう

やってごみ処理のこのバイオの施設を、町としてはこれを活用して何とか進めていきたいとい

う副町長の話もありますので、そうであるならば、運営経費も年間 1,000 万円くらいのベース

でどんどこ上がっているわけです。当然、洗浄の施設もできた、いろいろな改善工事もやって

いるわけですからふえる状況はわかるのです。わかるのだけれども、やっぱりこのあたりの運
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営、民間であれば例えば４交替でやったものを２交替にしてやるとか、そういうやり方をする

わけです。この部分はどうしようもないのだという感じで、ダラダラと今までやってきた。ク

ボタの言いなりになって、言いなりなのかどうかわからないけれども、きちんとした町側と詰

めての結果だとは思うのだけど。この洗浄の施設も、私はやっぱり考えものだと思います。圧

倒的にまたふえる、コストがどんどん増大する方向に一生懸命やっているわけです。進めてい

るわけです。だから、今検討委員会をやっているかもしれないけれども、このやり方そのもの

も、スタートからの状況をきちんと把握して、洗浄をどうするかというこのあたりもきちんと。

学者なのだから十分わかっていると思うのだけど。きちんとそのあたりを踏まえて、コストの

問題、これをきちんと。Ａ重油の話も出ましたけれども、一つ一つの経費をいかに下げていく

か、このことがない限りこの施設は機能しません。また、町民の理解もなかなか得られないと

私は思うのです。このあたりの考え方を聞きたいと思います。 

○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） 今及川委員がおっしゃったとおり、改善計画が検討委員会の

中でも、当然運営経費のところについても、まずは施設のところでどう施設を整えていくかと

いう中では、今お話の中では及川委員がおっしゃった水処理施設をすっぽり切ってしまうとい

うことも実は先生のほうからお話があったりしてございます。それで、当然そういうことに伴

って運営の体制というのも変化をしてきますから、運営のあり方も変わるというとことで、そ

ういったものがトータル的に見てどうかというのは、現段階ではいろいろな意見が出ていて、

それがどういう方向が一番将来的にまちにいいのかというのをいろいろなケースを想定しなが

ら詰めていくというところの話し合いが実は今月の委員会の中で話し合われるというところの

段階まできています。10 月ぐらいには皆様にその辺の中間の経過というのはお話しできるかと。

また、この委員会の中でもご意見も、改善計画の検討委員会の中にお話はさせていただいて、

それらも含めて私どものほうもまとめていきたいというふうに考えてございます。基本的には

我々も、及川委員がおっしゃったとおりもう本当にゼロベースで、つくったものは仕方ないか

ら使うのだというそういうような認識というのですか、そういうような考え方でこの施設がず

っと運営してもっていけるかといったら、そうではないというふうな認識は私たちも持ってご

ざいますので、そうでなければ住民の理解もなかなか得て、進めていくことはできないのかな

ということで、基本的には町民の方にも理解をしていただけるような形にしたいということで

今努力をしてございますので、その辺をご了承いただきたいと思ってございます。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 部長の答弁ですから非常に私は重いと思っていますし、今進められて

いる検討委員会の結果もどう出るかはわからないのですけれども。ただ、副町長が中間報告さ

れたあの時点で、私は上げられたその項目、３点、４点ありました。ありましたけれども、最

後に載っていた、分別を、私はあそこの中で本気でやらなければいけない部分は、あの部分し

かないなと。実は皆さん多分わかっている状況だと思うのですけど。あそこなのだろうなと。

最終的にこの検討委員会をつくって、10 月をめどにしてという町側の考えですけれども、あの
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部分なのだろうなというふうに私はとらえておりましたけれども、その考えはどうですか。 

○委員長（西田祐子君） 須田生活福祉課長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 分別は、及川委員おっしゃったとおり、本当にやらなければ

いけないことだというふうに私どもも認識してございます。今その分別の形態を変えていくこ

とによっての大きな問題として、手数料の問題がございます。ごみ処理手数料。これは雑紙を

集めさせていただくときも雑紙を集めるために無料化してございますが、これを燃料化のごみ

ということで、例えば廃プラを分けていただくとかいろいろすることによって、そのごみの手

数料をどうしていくかという問題がちょっとあります。これを資源ごみというような、前の概

念の手数料無料化という考え方でいきますと、ますます手数料が減って運営財源が減っていく

ということにもなりますので、その辺の理解を得るための仕組みづくりというのも、どう知恵

を出してやったらいいかなということが大きな課題としてありまして、その辺をどうまとめて

いかなければいけないかなと。ただ、やはり分けて出していただかないと施設には余分な、無

駄なところが多く出て負担もかかると。負担がかかれば故障も多くなるとかいろいろしますの

で、それにはやはり分別の徹底をして、ある程度施設の負担も軽減しながらやっていかなけれ

ばならないと。副資材も購入している分はできるだけ町民に分けていただくことによって購入

量も減らしていけるということもございますので。ただ、そこと購入量を減らしていける量と、

例えば手数料で入ってくるものをはかりにかけたときにやはり合わないと。無料にしてしまう

と、当然歳入財源がさらに少なくなるとかということの課題がちょっとありますので、この辺

は、今私も知恵を出して考えて早急にいかなければならないという中では、議員の皆様にもご

意見をいただきながら進めていきたいなというふうに考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 大よそのその考え方はわかりました。ただ、この事業を進めていく当

初の考え方から大きく実は変わっているのです。町民の皆さんは、登別から白老町が独自にこ

の施設をつくってごみ処理するのだという、その当初の目的が全く変わってしまって、今言っ

たような、中間報告であったような、今部長が説明したような選別を新たにしていくとなると

町民の負担はまた増大すると。こういうことを町はやっぱりきちんと町民に、今までもそうな

のだけれども、確かにまちの広報では何回か出して周知はしているのだけれども、それはやっ

ぱりきちんとこれから、今やっているごみの分別何かもそうなのですけれども、当時やっぱり

きちんと町内会単位で職員が説明責任を果たして、そして、今こういう状況で進められている

わけですよね。そうであるならば、やっぱり議会の中でも再三にわたって指摘されているよう

に、やはりきちんと町民に責任ある町側の今までの経過も含めて、今後進むであろう状況も含

めて、ある程度の状況ができたときには町民にきちんと説明をして理解を得るということが、

私は本当の役場と町民の認識の乖離、少しでも狭められる状況をつくっていく元だと思うのだ

けれども、その辺の考え方をお伺いします。 

○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） 当然住民への理解、これを求めるためにはやはりきちんと今
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後の施設のあり方というのを町が方針を示して、そういった中で住民にはこれまでの経緯をき

ちんとご説明して、当然おわびしなければならないこともございますので、おわびをしていか

なければならないと。そういった中では、当然ごみを有料化する時点では数多く町内会等へご

説明をしてやってきました。基本的には同じような形でやはり地域へ出向いて、説明をしてし

っかりやっていかなければならないかなというふうに考えてございます。これまで事業系のご

みには余り細かく町は言ってこなかった点は、分別に関してはあります、正直言って。それで、

今後はやはり、いわゆる住民ばかりではなく、事業者の皆さんにも大変だとは思いますけれど

も、協力をいただくようにご説明をし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） 今お話しされていることは、今後の方向性の話ですよね。その前に今

やるべきことは検証なのです。ですから、今もちろんこの検証が終ったら、次の方向性へいく

と思うのだけど。やはり検証をしっかりしなかったら終わらないのです。今やるのは検証すべ

きことなのです。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員のほうから、まずはバイオマス全体についての検証をきっ

ちりするべきという意見が出されました。ほかの委員さんはいかがですか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。松田委員の言われるとおりだと思います。この中間報告に

至った中での今までのバイオマス燃料化施設についての検証を議会としてしっかりと報告して

いくというか、結果を出すということがやっぱり一番大事なことですし、それが一つのベース

になって、次の検討委員会等々で進められる、そういった課題解決に向けた問題に議会がどう

かかわっていくかということがやっぱり大事になっていくことなのでしょう。ですから、今松

田委員が言われたとおり、私もそのつもりで今までこの重油の問題、それから、副資材等々の

問題についての自分の考え方を述べさせてもらったつもりでいます。あとは、これ以上まだま

だ多分質問されることがたくさんあるのだと思いますけれども、その中で、議会の中でしっか

り話し合って、現在に至ったバイオマス燃料化施設についての今の時点での結果を議会として

出していくことがやっぱりベストなのだと思います。 

○委員長（西田祐子君） そのような意見が出されましたので、まずは検証について先に皆さ

んからご質問とかいただきたいと思います。それがまとまりましてから、次の段階の改善策と

か、いろいろな考え方について質問をいただくという形に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。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、改善策云々についての話というのは、これはまた別な話ではな

いかなと思っているのです。まずは常任委員会の中で話し合われるべきことは、現在までに至

ったバイオマス燃料化施設の検証です。ここをしっかりここでやるべき問題であって、これか

らの方向性については新たな課題として取り上げる問題だと僕は考えているのですけれども、

皆さんどうですか。僕はそういう考えでおります。ですから、この継続の中でやっていく問題
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ではないような気がしているのですけど。 

○委員長（西田祐子君） 今ほどそういうふうなご意見をいただきましたので、それでは、こ

れから意見とか質問ということに関しましては、今までの検証という形で進めさせていただく、

それでよろしいですね。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 基本的に、きちんと検証するべきだというのは当初から、このバ

イオマス燃料化施設について取り上げるときから共通した理解だったと思うのです。今まで過

去５回開いていますけれども、まだ足りない部分が多々あります。なので、徹底的にやっぱり

やる必要がある。それが議会の責任でもあると思っています。なので、賛成します。ただし、

私は今回、検証委員会があるからそれと並行もできるし、今回所管事務調査をこのバイオマス

で、この時期に取り上げようという話もあったと思います。ですので、確かに議論が二分して

しまっていた部分もあるので、きょう検証に絞って進めていきたいという委員長のお考えやほ

かの委員さんのお考えについては賛成しています。ただし、できれば今後の検討委員会の答申

が出ることも踏まえ、やっぱり、今及川委員のほうからもあったように、さまざまな、分別も

っと早くするべきだったのではないかという話はどうしても出ると思うのです。そこの部分に

ついては、やっぱり出た部分は出た部分で次のさまざまな答申に踏まえていただくということ

で、検証しながらもやっぱり今後の考え方、出た部分についてはきちんととらえていただくと。

その部分も余り否定しない形でも構わないのかなというふうに思いました。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 全然否定しているわけではないです。ごみの分別の問題については、

広地副委員長が議員になる以前の議会の中でも分別については、町民だってこの施設を何とか

成功させたいと思っているのだから、そういった協力があるのだから、そういった方向性出し

なさいと何回も言っています。今及川委員が言われたことはそのとおりなのです。だから、こ

れは今後の進め方ではなくて、まで議会として取り組んできたことの検証でしょう、はっきり

言ったら。それを今後の検討委員会の中でどう取り扱うかは別にしてもです。だから、そうい

うことだと僕は思っています。だから、今後の進め方について今言っているのではなくて、今

までこういうふうにやってきたことをどうしてちゃんと向き合ってこなかったのだということ

を多分及川委員は言われているのだと思います。 

それで、僕が言いたいのは、今ここで検証をしながら、あとは議論が出尽くしたら議会内で

の議論になるでしょう。結局はこれをまとめていくための議会内での議論がこれから重要にな

ってくるかと思いますので、その中では結局は担当課がいる必要がないから１回そこで切りま

しょうということだったのです。切りましょうというか、継続性はあるにしても１回そこで切

りましょうということだったのです。考え方は。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 検証するということは、今までのバイオマスのやり方がよかったかど

うかということを検証するわけです。そうすると、当然今それに基づいて検証委員会の中間報
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告が出ていて、それに基づいて今検討委員会をやっているわけです。その検討委員会に、それ

では、議会の意見が全然反映されないのかと言ったら、そんなことにはならないと思うのです。

そのための議会ですから。当然、検証をされた結果、そのことについて良否含めて、それは今

後の検討委員会に反映してもらわなかったら議会の存在価値がなくなるのです、逆に言うと。

だから、もちろんこういうふうにやりなさいと理論的に全部出して町に言えるかと言ったら、

我々は専門家ではないから言えないです。だけど、今氏家委員が言ったことも含めて、少なく

てもごみの分別を多角化する、違った形にする、それを有料にするのかどうかというようなこ

とを含めて出てくるわけです、たくさん。そのことに対して議会が物を言わなかったら、何の

ための検討委員会であり、何のための議会の議論かと僕はなると思うのです。だから、検証は

きちんとやると。その結果に基づいて議会としては今後こういうふうに考えるのだということ

がなければ、議会の議論は何もいらなくなってしまうのではないかなと僕は思っているのです。

だから、そんな形で進めると。検証はきちんとしないと、その結果に基づいて。町の検証と議

会の検証が違って当たり前なのです。全然違うのだから、二元代表制なのだから。だから、そ

こでやったものに対して今検討委員会やっているのだから、そこに対して議会が検討委員会で

検討するような中身ぐらいの提起をできればしたほうがいいのではないかと思っていますけど。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） まず順番として、まだ責任問題も十分に明らかになったとは言え

ない。まだやるたびに新しい資料の提出を求め、そして、それについての説明を受けながらの

議論ですよね。ですから、そろそろもう触れるべき数値については一定押さえたというふうに

私は理解しているのです。ですので、これからやっぱりきちんと責任問題を明らかにしながら、

まず何が問題であったかをきちんと検討すると、それはやっぱり第一なのです。そこについて

もう回数を区切ることもないし、徹底的にやると。それは共通理解だったと思っています。た

だ、私が言いたかったのは、例えば前回の議会からも、もう焼却炉にするべきではないか、い

や、ごみの分別についても、過去の委員会報告や会議録のほうを見せていただいてもとらえら

れていますよね。今回また新たにそういった部分も出てきているわけなのです。ですから、も

っと今後どうするか、待ったなしですよね。これが今回、９月会議でも私たち今所管事務調査

をしているので質問しないわけです。ですから、今後どういう考え方であの施設を活用してい

くべきかという部分は、やっぱり当然これは私たちの責任でもあると思うのです。なので、ま

ず、順番としての、今氏家委員のほうからもあったように、きちんと検証しようと。今までの

ことを検証するというのは、そこからこれからの考え方が出てくるのは当然だということだっ

たので、私も今そういった形で進めていければいいのではないかなというふうに思いました。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そのとおりだと思うし、私はこのバイオマス事業、まさに前代未聞、

本当に初めて聞く話です。それで、その前代未聞の話がこのバイオマス事業の始まりなのです

が、パンフレット出しましたよね、まちで。飴谷町長が載っているパンフレットなのだけど。

やっぱりここに４つの事業目的というのが、４つというか６つあるのだけども、こういう目的、
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これは町民と約束したのです。４つの目的、例えば二酸化炭素の削減とか、サイクル率の向上

とか、最終処分場の延命、それから、ごみ処理費の削減、これは大きかった。それから、ほか

には周辺環境への配慮、これもパンフレットに載っています。それから、安全・安心の施設管

理、こうなっているのです。ですから、やっぱり４つの事業目標、今私６つ言ったのです。そ

のほかにこの大きな事業のスタートライン、このときに新たにできる第３商港区の活用による

新たな物流体制の確立、リサイクルポートの確立、これも最初から言った言葉なのです、町民

にです。それから、もう１つは、廃棄物の循環資源化による財政健全化の確立。これが１つ大

きなポイントだったのです、この事業をやる。それから、これは一般会計に占める処理経費が

大幅に削減できるのだと。ここなのです、今言ったこと。それから、もう１つは、地域独自の

環境ビジネスの創出、これは有機農産物を栽培する農地を確保するのだと。そして、観光農園

化。農地を 18 年に虎杖浜に確保する。これも大きなあれだったのです。それから、有機性資源

の循環資源化の確立。有機から無機と言っていたのです。この説明をきちんとしていただきた

い。今のバイオマス事業の説明、きちんとこれを説明すれば町民が今までのことわかると思う

のです。ですから、この考え方についてきちんと町民に説明する責務があると思うのです、行

政側。だから、私は、今言ったことをまずご説明いただきたいと思います。かみ砕いて。 

○委員長（西田祐子君）白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今松田委員のほうからお話がありました、当初パンフレットに書い

ていた事業目的、あるいはそれに付随する事業効果と言いますか、そういうものをパンフレッ

トでこう示しているということで、これらの項目の説明ということでのご質問なのですが、前

に中間報告を出したときに、事業の目的ということで４項目ほど出しました。これらも含めて

議会の中でこういうような質問を受けたときに答弁している部分はあるのですが、今のご質問

の中で、すべてを今、例えば書類でご提示するだとか、そういうことがなかなか難しいという、

手元にもないものですから、これについてはちょっと時間いただいて、それらの説明をちょっ

と時間いただいた中でさせてもらいたいなというふうに思います。申しわけございませんが。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、なぜこのご質問をしたかというと、このパンフレットと、事業

をやる先と今と余りにも差異が大き過ぎる。ですから、ここのところを町民にきちんと説明す

れば、町民も理解できるのです。まさにこのことがごめんなさいというべきなのです、行政が。

かなりの差があるのです。だから、これをごめんなさいということは、私は町民にご説明する

一番のポイントだと思っているものだから、私は今この質問をしたのです。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 従前から、説明責任ということで町民への説明ということのご質問

もありましたし、ご指摘も数点ありました。私ども、その都度答えさせていただいているのが、

今、現状がこういう状況だと。それで、当初の計画と、こういうように目的から達成されてな

い部分があると。今後こういうような方向で考えていくというようなことを踏まえて説明させ

てもらいますということをずっと言っていました。それで、今言われるとおり、当然説明の項
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目の中には、当初計画したことが現状としてはこうですと。それは何が原因だったのか。その

ために今後どうするのかということを踏まえながら説明しなければならないと思います。それ

で、今松田委員が言われるように、説明に当たってのそういう項目といいますか、それについ

ては私どもも説明の際には、やはり当初の目的とそれの達成度といいますか、その部分と、今

の時点で言えるのは、その達成度に達していないわけですから、そういう部分での今後の改善

策も方向性を含めてやはり説明しないとだめだなと、そういうふうに押さえております。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） もう一言だけ言っておくのですが、ごみ処理経費の削減についてはこ

う言っていたのです。日本製紙から 2,000 万円の寄附は 15 年間いただきたいと思いますが非常

に難しいだろうと。2,000 万円の運営費で削減をして運営していく。これは目時副町長が言っ

ていた言葉です。2,000 万円はもらいたいのだけど、ずっとはもらえないだろうと。だから、

委託料、運営費、あれを 2,000 万円削減する考え方でこれからスタートするのだとこう言って

いました。21 年の２月です、言ったのは。それから、まちの予算を少なくするための手法とし

て、この燃料を日本製紙の工場で受け入れていただく手法を考えていると。これも言っている

のです。これも目時副町長。それから、もう１つは、ごみ処理の削減は 20 年度対比 5,600 万円、

一般会計削減すると。これは辻さんが言っているのです。それから、もう１つは、飴谷前町長

なのですが、廃棄物施設であって、我々にとってあれはコスト削減のためにやるのだと。バイ

オマス事業はコスト削減のためにやるのだと。要するに、財政上もこれを実行することによっ

て町の財源も助かっていく、そういう認識であの事業をやるのだと。これは飴谷前町長の言葉

です。それによって財源も助かっていくという認識で進めている。それから、もう１つは、登

別市と広域処理計画は 10 年目の 21 年、バイオマス事業に転換したわけです。そして、広域処

理し、20 年、１億 7,242 万 3,000 円、これが、4,453 万 3,000 円に減るのだと。だから、21 年

から 35 年まで８億 911 万削減できるのだと。ここのところだったのです。ですから、こういう

説明をやっぱりきちんとして、だから、私は前から言っているのだけど、ごめんなさいと言う

ことは、こういうことを含めて言っているのです。そうでなかったら、先ほどからゼロベース

にすると言ったって、こういう説明なかったらゼロベースにならないのです。今のこの説明も

全く違うでしょう、言っていることと今と。差異が大き過ぎるでしょう。だから、こういうこ

とをきちんと説明しなかったらゼロベースにならないのだと私は思うのです。 

○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） 今松田委員からお話があったことにつきましては、結果から

見ますと、やはりその結果になっていないということは事実でございますので、我々としても

そこを十分認識しなければいけないところであるというふうに考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） このことにつきまして、松田委員はよろしいですか。 

○委員（松田謙吾君） はい。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さん、このことにつきましていかがですか。 

氏家委員、いかがですか。 
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○委員（氏家裕治君） 氏家です。今の松田委員の質問について僕が問われているのですか。 

○委員長（西田祐子君） いえ、その考え方はどうですかと。報告をしていかないといけない

ものですから、これからまとめていかなければいけないものですから、ほかの委員さんも松田

委員の言うとおりだなと思っていらっしゃるのか、そこは違うというふうに。ここちょっと、

きちんと当初の考え方を、皆さんそれでよろしいのかどうかということだけ。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） もうまとめに入っているのですか。 

○委員長（西田祐子君） いいえ、まとめではないですけど。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 違うでしょう。そういう話は、松田委員が今質問されたことについて

議員同士の話の中で決めていく、まとめていく問題であれば僕に振られる必要もないし。例え

ば今松田委員がおっしゃったことに対しての同意を求めていくのであれば、これはまた違う場

面ではないかと思います。そういった振り方をされるのであれば。ただ、松田委員の言われる

ことは私も先ほどから言っているように、今までの検証をしっかりやっていくことが大事なこ

とであるから、個々の考え方をここで納得いくまで話をしていくことが大事であって、これか

ら担当課が外れて議論する中では、今のように委員長から振られたときに、僕は松田委員の考

え方に対しての議論は幾らでもしますけれども。今そういう感じではないと思っていますので。

僕が今松田委員の考え方に対してどうですかと問われて、ここで議論する話ではないかなと。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は今行政に聞いているのです。言うなれば、こういうパンフレット

出しました、町民に。みんなの家に回ったのです。それでは、このとおりになっているのかと。

これが一番大事なのです。だから、行政側に私が言った一つ一つでもいいし、全体でもいいし、

なっていないものなら、なっていないと答えればいいだろうし。それが私は検証であり、町民

への報告だと思います。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今までの議論の中でも十分そういう事業の成果と言いますか、そう

いうような考え方を述べさせていただいておりますし、それから、先ほど直近で部長も答えた

とおり、個別のご質問の項目についても、やはり当初目標としていた、あるいは目的としてい

た数値なり、方向性なり、そういうものが現状としてそのものに達していないというような認

識はありますと。当然そういうことだから今までずっと問題視して、現状がこうですというよ

うな説明をさせていただいて、その方向性として改善検討委員会をつくってやりましょうとい

うことで行政としてはきています。個別に一点、一点、どうなのという質問になってくると、

行政としては、現状からすると、答えとしては本当にそのとおり、至っておりませんという答

えしかないのです、現実に。そこをどう目標数値に近づける、あるいは目標数値を下げるなり、

現実に合ったものに改善していくということで今検討委員会の中で検討していると。その中で、

言葉として先ほど出たゼロベースというのは、やはり原点に返って、この事業をちゃんと原点
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に返った中で考えましょうと。そういう中で当初の目的の燃料化、これがどの程度できるかを

ちゃんと方向性を見つけていかないとだめだなというふうに思っています。そのためには、や

はり検証が必要だろうということだと思います。私も本会議の中で言ったのは、今回中間報告

出してもらったのは、繰り越している課題を整理させてもらいますということで、事業そのも

のの検証は当然行政としてやらないとだめだというふうに、前回の本会議でたしか言ったと思

います。その部分、事務のほうでも若干遅れていますけれども、行政としても先ほど言われた

４つの目的、あるいはプラスアルファの事業効果といいますか、そこら辺も含めてやはり検証

を、行政としての事業検証、それはやっていかないとだめだというふうには思っております。

例えば流れとして、そういうものもって、また委員会等ご説明して、それはどうなのだ、ああ

なのだというような話になっていくのかなというふうには思っております。自分の、この建設

常任委員会に対しての、行政のこの事業に対しての説明というのはそういうふうに思っていま

すので、私どもも遅れることなく、事業全体の検証はし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） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） まちが出した検証項目ありましたよね。１点から９点までだったかな、

流れが。だから私は、今それに沿ってものを言っていこうと思っているのです。それで順番に

言っているのです。だから、もちろんその中で、今までの議論の中で、もう終わったものもあ

りますよね、何カ所も。それはできるだけ言わないつもりで。あと何点かあるのだけど、皆さ

んの意見を聞きながらやっていくことが検証だと思っているのです。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。松田委員が今まで言われてきたこともそのとおりだとも思

うし、僕はここにいらっしゃる一人一人が、皆さんが町民の代表であって、一番の問題は、生

活弱者の人たち、特に高齢化のまちだと言われている白老町において、このバイオマスの問題

を本当に熟知して問題視している、高齢者の方何てわからないです、こんな難しい問題。それ

で、結果が出てきて、そうだったのかと。そして、それが町民負担だとか何かになったときに、

そのときに何も言えない人たちが生活弱者の人たちです。だから、僕は今までやってきた検証

というのをしっかり踏まえた中で、検討委員会を立ち上げるのはいいのです。それは行政側と

しての責務だからやらなければいけないことなのだけれども、町民側として見たら、なぜこう

なったのかということの説明、そして、今これからこう進めていくのだという説明、そういっ

たものがないと、あらそうだったのという理解の仕方がないのです。広報で幾ら説明されたっ

てわからないのです。だから、町民の前で、検討委員会に入っているのは入っているでいいの

だけど、それはこちらの勝手な話なのです。町民側は、それをやっぱり聞きたいのです、声で。

書いているものを読めではなくて、やっぱり報告をしてほしいと思うのです。ですから、その

辺もそういった検討委員会が結果を出したものを町民に報告するのではなくて、やっぱり検証

結果というものをしっかり町民の前で説明する機会というのをつくるべきだなと思います。今

後の進め方云々ではなくて、今までの検証の部分では、議会としてはやっぱりそういったもの

を求めていかなければいけないのではないかなと僕は思いますし。 
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○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 先ほど私も今後のことも含めて説明責任を果たすべきだということは

申し上げました。今氏家委員もおっしゃった、松田委員もおっしゃっているのですけれども、

私も氏家委員の話が全くそのとおりだと思うのです。町長がこういう事業をやりますと、それ

はもう周知しています。町民はその状況を広報なりそういうもので把握して、なるほどなとい

うことでとらえるわけです。３年経過して状況が変わりましたと。非常に厳しい、運営上いろ

いろ機能改善も含めてやってきたのだけど、状況がなかなか当初の目的に達しないと。やっぱ

りいろんな条件を変更しているわけです。町民はみんな心配しているのです。これ本当にうま

くいくのだろうかという状況含めて心配しているのです。それが整理、議会で中間報告はした

のだけれども、町民としては何の整理もされていないわけです、そこで。それで、検討委員会

つくりました、そして、結果として何か方法が出ました、方向が出ましたと。それで説明責任

とするのか。現実はきちんと区切って、きょうまでのこの事業の状況はこうではあったと。こ

ういう状況でスタートしたのだけど、約束事で設置したのだけど、結果的にはこうだったと。

こういう説明とその区分けしないことには、一緒くたにして、例えば方向性が示された 10 月以

降、町民にどういう方向が示されるかわからないのだけれども、これ区別しないとなかなか混

乱するだけではないですか。やっぱり、先ほど私が説明責任果たすべきだと言ったことは、今

氏家委員がおっしゃったところはそこではないかと。私も全くそのとおりだなというふうに思

うのです。松田委員もその区別がつかないと、きちんとした区別がつかないと、次に進むこと

ができないのだろうと。町民はそれでは納得しないだろうということを言っているのだと思う

のだけど。松田委員はまだいろいろとあるみたいなのだけれども。このあたりの考えはどうな

のですか。私はきちんとすべきだと。というのは、今まで本当に説明責任を果たしていないの

です、実は。パンフレットとか広報とか、それは皆さん新聞報道含めて大半かどうかわからな

いけれども、周知はある程度されているとは思うのだけど。だから、きょうまでの結果、この

間中間報告された結果を町民は理解していないです。何となくうまくいっていないのだろうな

というようなとらえ方をする人が大半だと思うのです。そのあたりこれからどう進めていくか

がやっぱり問われていると思うのです。だから結局は、今言っているように、この委員会の中

でも検証しなければいけないのです。きちんとした検証をしなければいけないにもかかわらず、

なかなかそこに進めない。副町長を含めて答弁をするほうとしては、今までの問題点も含めて

きちんとお答えしているわけです、その状況というのは。理解しているのですと。うまくいっ

ていないというのは全くそのとおりですと。こういうことで終わっていいのですか。 

○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） 今の住民への説明の件でございますけど、それについては、

当然これだけのことですので広報やそういった問題で終わらせられる問題ではないというふう

に僕自身として認識しています。ですから、当然地域へ出向いてご説明しなければならないと

いうふうに考えてございます。ただ、その時期なのですが、これについては今までの経過、そ

れをご説明するというのも確かにありかもしれません。ただ、当然住民の皆さんとしてもこの
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先どうなのだという不安は残ったまま１回目を終わることになります。それよりも、これから

時期でいけば、できるだけ早期にこれからの方針を出さなければいけないわけですから、そん

なに遠くない時期にその形が見えてくると思いますので、それらを合わせて持って行った中で、

これまで経過とこれからの方法と、やっぱり分けて説明をして、お詫びをするところはしてい

くということで理解を求めていく必要があるのかなというふうに考えてございますので、その

辺については、きょういただいたご意見等も踏まえてどのように行っていくか改めて考えさせ

ていただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今部長のほうからもご説明あったとおり、今松田委員

の掲げられた当初の高い理念を聞いて、この理念自体、高い理念を持って取り組みをしようと

したというその志自体は、私はいいなと思いました。本当に財政難の中で何とかしようという

志のもとで、さらに環境その他にも配慮した、そういう考え方が結果的にだめになったからと

いって、その高い理念を捨てることもないと思いますし。ただ、現実問題として、やっぱり大

きく乖離していると言わざるを得ない現状であるというのは、既に今松田委員から説明を求め

られて、お答えになっているその答弁で明らかになっています。ただ、私もこれから議員の１

人として議会懇談会を控え、やっぱり説明責任を求められると思うのです。それで、地元に出

向いて、きちんとやっぱりつき合って話をするという、それは非常に大事だと思います。遠く

ない時期にということで、ただ、私のほうからも、ぜひ出向いていただきたいとお願いすると

同時に、やっぱり検証と、あと、検討委員会の答申も踏まえながらの今後の考え方、それもや

っぱりきちんと説明してほしいのです。ただ、いや、うまくいっていませんでしたと。それだ

けでは不安になるだけなのです。それは責任問題としてきちんと、こういう点で原因があった

と、それは明らかにしていただきたいのですけれども。将来の展望を明らかにするためにも、

ぜひ検討委員会の部分もきちんと出て、それを踏まえた上で説明していただきたいと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○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） 今広地委員のほうからお話があったとおり、いわゆる改善計

画の検討委員会の結果等も踏まえて説明してほしいということでございますが、その結果が出

て町の方針が固まるということになろうかと思いますので、当然その説明はさせていただくと

いう中で、先ほど及川委員のほうから出ていたのは、その前に一回やったらいいのではないか

ということのご趣旨だと思います。それらは確かにわからないわけではないのですが、今私ど

もとして考えているのは、それをご説明した中で、それでは、今後どうするのだということで

不安を残したまま、ご説明できないまま行うよりは、ある程度方針も持ち合わせた中でお話を

させていただくほうがよろしいかなというふうに考えているということでございますので、そ

れもやはり実施時期ですから、できるだけやはり早く行うということの努力はさせていただき

たいなというふうには思ってございます。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 
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○委員（松田謙吾君） 私が先ほど一番初めに言った言葉あるでしょう。前代未聞という言葉。

これはまさに初めて聞く言葉なのです。前代未聞というのは初めて聞くことという意味なので

す。今広地副委員長が、この計画そのものは悪いことではないと。私この計画が悪い何て思っ

ていません。いいことだと言ったこともあります。確かに。うまくいけばです。だから、うま

くいかないのに、先ほど私が初めて言った、あれを掲げすぎたのです。やっぱり、うまくいく

か、いかないか、きちんとした確証のない大きなものを掲げすぎたのです。だから私は、掲げ

すぎたものと今と差異があるではないかと。その説明をしてくれと言ったのが最初の私の言葉

なのです。全く広地副委員長の今言ったとおりです。だから、私は、これがいい、悪いではな

い。やってしまったものは仕方ない。ただ、これだけの大きなもの、効果があるのだという掲

げたことが、今そのとおりになっていないでしょうと。余りにも差異があるすぎるだろうと。

その説明会はちゃんとすべきではないのかとこう言っているのです。そこから始まるのだと、

先ほどから同じようなことを言っているようだけど、そういう意味で私は言っているのです。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今みんな出ている意見というのは、ずっと聞いていると同じことなの

です。それで、このことは議会としては吉田正利さん初め一貫してずっと議会は指摘してきて

いるのです。それは、多いか、少ないか、それとも、大きいか、小さいかということはあるの

だけど。しかし、そのことに対して余りにも答弁との乖離含めてあるということは、以前に私

何回も言っているからもう言う必要ないのだけど、そういうことがやっぱり議会と町側との不

信感の一つにもなっているのです、現実的に。僕はそう思っているのです。だから、今具体的

な話が出ているのだから、具体的な話でこれは答弁この次にさせてくださいということもあり

ましたから、そういうことをきちんと粛々とやっていく必要があると思うのです。今そのこと

をやらないといつまでたっても同じなのです。進まないのです。だから、議論を進めるために

は、そこのところはできないものはできないで、今回できないのだから仕方ないのだから。だ

から、それはこの次にやってもらうしかないのだから。それで、そういうことでもうちょっと

前に進めるようなふうにしたほうがいいと思うのです。大体、皆さん今言った中で議会の言っ

ていたこと含めて、そして、皆さん言っていることは事実だと思うのです。誰言っていること

も違っていること何もない。だって、町民説明会だってやれとずっと言ってきたわけだから。

みんな言ってきたわけでしょう。だから、そこでやっぱりもうちょっと検証を進めるという立

場で進めたほうがいいのではないかと思うのだけど。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君）  それでは、もう１点、また前へ進めましょう。私は、この事業をず

っと見ていて、クボタにも責任あると思っているのです。19 年８月に 0.35 というごみ質、再

三の試験結果から明らかに差があることはクボタ知っているのです。今さら言わなくても、ず

っと今まで言ってきているから。そして、クボタ独自で白老のごみ質確認の検査依頼は、受注

者として当然な行為であり、契約ごみ質の差異、契約ごみ質と現実とものすごい差があります

よね。0.3 に規格品をつくるのに 1.0 から 1.88 あるわけですから。ですから、設定されている
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ごみ質の変更についての提言はクボタがやるべきだったのです、まちに。クボタは企業ですか

ら。いやいや、白老さんの設定は 0.35 だけども、５倍もあると。この段階でクボタは、今変更

されていないとか、されているという問題ではなく、クボタが変更しましょうと提言すべきな

のです。それで私が提案型で、高度技術提案型で紹介した、私はまちに対する思いやりだと思

うのです。クボタのです。それがあるべきなのです。それを今終わってみたら、いやいや、俺

のほうが正しくて設定されていないからここままでだと。こういう言い方は許されないなと思

っているのです。そう思いませんか。ここなのです、俺が言いたいのは。企業の責任だもの。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 全く松田委員のおっしゃっているとおりなのです。それで、副町長は

この間の中間報告でおっしゃいました。責任は町側にあって、いろいろ交渉はしたのだけれど

も、クボタの責任は問えないと。これはもうはっきりこの委員会の中でもおっしゃっています。

これは、そういう単純な問題なのですか。こんな簡単なものかと、クボタの責任問えないとい

う部分は、私、企業責任というのはそうではないなと思うのです。このあたりの基本的な考え

方がなかなか副町長から見えてこないのです。そんな簡単に、いろいろ何回かやられたのです

よね。交渉された経過もお聞きしましたけれども。それで顧問弁護士のお話も確認した上での

議会への報告だったと思うのですけれども、どうも私はそこに税金でこの事業はやられている

のだと。それで、今後、検証委員会も含めてやるのだけれども、それは別として、今までのそ

の状況、事業スタートからなかなかうまくいかない状況、ここでやっぱり２年間という保証期

間を超えてやっぱりうまくいかないのであれば、これは提案型事業なのですから、クボタの、

これはやっぱり企業責任としてそんな単純な２年間と区切られた範疇での状況に、町民皆さん

納得いかないと思います。クボタの責任について。これは副町長、改めてお聞きしたいのです。

ちょっと過激な話もしてしまったけれども。自分の懐ではないからだろうという話もさせても

らったけれども、私はどうもそのあたりが納得いかない。このクボタの責任について。簡単に

責任は問えないと。それで町にしてしまうかと、私は情けないなというふうに思うのです。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） いわゆる課題として、繰り越した課題について整理しますという中

で、今まで前任者と言いますか、そういう中での交渉経緯、あるいは、今私がなりました時点

で、その交渉経緯を踏まえてどう考えるかというようなことを担当からも話聞きました。交渉

が成立していないということは、当然お互いの主張が違うということは、お互いの見解が違う

のだということになります。その見解がはたしてどうなのだということで、弁護士さんのほう

に、やはり裏づけとしてどうなのだということで担当のほうに行ってもらいました。弁護士さ

んの話の中で、いわゆる発注仕様書の条件が変わったのであれば、これ以上の責任は問えない

ということでのお話がありました。発注仕様書というのは町の責任で出すものですから、その

責任は当然町にあるだろうと。ただ、道義的に、今言う提案型でクボタが問うだろうなという

のは、これはあるのかなと。当然そういうことを踏まえて機能改善工事を企業責任としてやっ

たと。だからこれ以上、そうしたら、裁判もしてどうのこうのという行為がはたして総合的に
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判断してどうなのかということを、１回目のこの委員会の中では説明させていただきました。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 副町長おっしゃっていることは十分理解しました。理解しているので

すけれども、やはりなかなかこの状況が納得できないわけです。ここに必ず行き着いてしまう

のです。それで、今後町が責任持って事業を進めると言っているけれども、やっぱりこのあた

りのことがきちんと整理されない限り、これはなかなか町民の皆さんも納得しないだろうと。

いやいや、うまくいきませんでしたので、新たなゼロベースでスタートするに当たって町民の

皆さんに実はお願いしたいのですと。こんな話をしたところで、やはりいろいろなスタートか

らきょうまでの状況をやっぱりきちんと説明しなければならないわけですから。その部分を含

めて、それでは、何でその説明をきちんとしてこなかったのかという話も絶対出てくるのです。

そうすると、事がやっぱり、今後うまくいくかどうかは別として、今までの状況がやっぱり責

任を問われるのです。何やっていたのだと。先ほどの私が言ってしまったようなことが町民か

ら出る可能性が高いのです。私は、今回、その部分については削除させてもらいますけども。

これは皆さん、はらわた煮えくり返っていると思うのです。だから、そのあたりも十分踏まえ

て、町長以下、この事業を進めてもらいたいなというふうに思います。 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時４８分 

                                         

再開 午後 ３時５９分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて再開させていただきます。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 先ほど氏家委員がここで議論するのではないと言ったのだけど、私は

松田委員の言ったことについて全くそのとおりなのです。ただ、松田委員も前から言っている

ように、法律的には負けると言っているのです。法律的には勝てないと思う、はっきり言って。

だから、裁判やれとかと言うのではないのです。だけど、道義的に、感情的にクボタに対して、

議員の皆さんみんな同じような感覚を持っていると私は思うのです。だって、自分が実証実験

をやって 1.88 出ているのに、自分は 0.3 で契約結んで、それを僕のところは裁判やったら勝て

るから責任ない何て、それはやっぱり、私はモラルハザードとしては納得できないのです。た

だ、裁判やったら勝てないから、町のとる態度はわかるけど、そこはやっぱり何らかの形で抗

争するというか、手だてがないものなのかなと。例えば民事で裁判やるとか、それが無理であ

れば何か違った方法がないのかというのは議員の皆さん思っている。やっぱり、そこら辺が。

何らかの方法がないのか。確かに何億もかけて改善計画をやったということは承知しているけ

ど、だけどそれは我々の関知する部分ではなかったわけだから。だから、我々は感情論として

はやっぱり、知っていたにもかかわらず対応策をとらなかったというのは、やっぱり大会社と

してのモラルハザードの問題としてはいかがなものかというのは皆さん思っていることだと思

います。そこの部分について言えば、裁判やれとは言わない、法律的には負けるということも
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わかっているからそれはそれでいいけど、感情論としてはやっぱり納得できない部分があると

いうことは、私は全く同じ意見です、そこは。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 全くそのとおりなのです。裁判やって勝てるとか、負けるとかは問題

外なのです。要は、このバイオマスがある程度認められる、成功するまでには、まちとクボタ

が協力し合わなければだめなのです。お前が悪い、こちらが悪いと言ったってだめなのです。

その部分からいくと、クボタが抜かりはないのだというような言葉を使っているわけです。0.35

と設定されたのだから、私のほうは正しいという言い方をしていますよね。そんなことではな

く、クボタも、いやいや、こちらも 0.35 にこだわらないと、まちもこだわらないということで、

一つになってやっぱりこのバイオマス事業を乗り切らなかったら、やめるわけにいかないのだ

から。裁判して、戦争している場合ではないのです。私モラルハザードって何の意味か英語で

わからなかったのだけれども、本当にクボタの責任というのは、いい、悪いではないのです。

いやいや、こちらももう少し協力して、このバイオマス事業を１つにまとめていこうと、こう

いう言葉があるのかというのです。そうであるべきなのです。それが提案型の高度技術を持っ

たクボタのやるべきことだろうと。それを言っているのです。今どっち悪い、こっち悪いと言

ってもどうしようもないことです。勝ったから、負けたからと、旗上げたからといって何のあ

れになりますか。何もないわけでしょう。クボタの技術も出して、まちも金を出さないとだめ

だと。要は１つになって頑張らなければだめなのです、この場合。けんかしている場合ではな

いのです。そこからいくと、クボタも大人げないなということで私は言っているわけなのです。

ずっとやってきたら、例えば白老のまちが 0.35 に設定したのは東京のごみ質なのです。それで

は、白老のごみ質はどうなのだと、白老のごみ質でやろうというのが企業の責任だろうと言っ

ているのです。何もそんな 0.35 にこだわることないのだもの。東京のごみ質なのだもの。だか

ら、そこのところが納得いかないのです。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今大渕委員、松田委員の言われていること、本当にそのとおりだな

というふうに自分も思っております。私 12 月から来て、クボタの部長ともお会いした中でお話

しさせてもらっているのは、やはりそのことなのです。やはり企業責任といいますか、モラル

ハザードというような表現していますけれども、やっぱり受注した業者として、企業体として

どこまで、まして提案型だと。そうであれば、やはりそういう企業努力というか、そこら辺は

あって当然でしょうということは向こうの本社の部長さんともお会いしたときには、こちらか

らも当然そのことは言わせてもらったし、これを成功させるという当初の事業目的に沿うよう

な形でいくというのは、あなたたちの、受注した側の、提案した側の責任もあるというお話は

何度もさせてもらいました。それと合わせて、相手のどうのこうのを指摘云々ではなくて、や

はりもう少し積極的に技術提案なり、助言なり、提案と言いますか、技術者はたくさんいるの

だろうから、専門家としてそれだけの助言も当然持ってきてほしいし、このことを町がどうの

こうのではなくて、受注した業者としての責任として、やはり事業を成功させるようにお互い
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に力と知恵を出し合いながらやってもらいたいというのは、先ほど言いましたとおり、12 月以

降の何回かお会いした中で言っていますし、それから、直近では５月の中間報告、議会のほう

に説明した後にも来ていただいて、それは本社、それと札幌支社、両方から来ていただいて、

その説明もさせていただきました。確かに今両委員さんから言われた感情の部分、思うところ

は私も同様にそういうことを相手方には言わせてもらいました。ただ、いかんせん、先ほどの

説明のとおり、法律行為として冷静に考えたときにどうなのかという思いがあって、中間報告

させていただきました。ただ、自分としてもこのことが、先ほど若干触れますけれども、これ

でよしというふうな思いは当然持っていません。こういうような結論、要するに２年間も協議

した中でまとまらないというのは、やはりお互い主張の相違点がちょっと離れ過ぎているとい

うようなことの中でこういう中間報告させてもらいましたけれども、感情としてはこれでよし

というふうに思っていませんし、当然そういう思いを込めてクボタの担当者のほうにはお願い

もしていますし、指示もしています。ちょっと答えにはなっていませんけれども、思いとして

はそういう思いで交渉も当たってまいりました。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 結局、私ずっとこう考えているのだけど、この中間報告、紙に書いて

出さなければよかったのです。これが失敗なのです。これを出すから、これを解決しなければ

いけないわけです。法的な解釈からみんな出してしまったから。だから、クボタは感情的にな

っているのはそこもあるのではないかなと思います。私はクボタをこう見ています。クボタは、

いずれにしてもおれがやらなければあの機械は動かないのだと。クボタがやらなければです。

それでは、クボタのほかにだれかやる人いるのかと言ったら、いないだろうと。たかをくくっ

ていると思います。だから、何であろうが、かんであろうが、あの施設は結果的にはクボタに

頼らざるを得ないとまちは思っているのだと。ですから、クボタはクボタなりのああいう強気

な、この裏のほうにあるこの言葉、こういう言葉が強気で出てきているのだなと思います。だ

から、まちもクボタ以外で業者持ってきてやらせると、このぐらいの強気な言葉は必要だと思

うし、これからの方向性も、別にクボタでなくても、あの機械は白老のものだから、どこかの

企業を連れてきてやってもいいのです。そのぐらいの考え方に立ってやるべきだと思うのです。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） まだ方向性が出ていない中での話で大変申しわけないですけど、た

だ、前回の議会のときに特に松田議員がご質問されたかと思いますけれども、来年度の契約も

クボタでするのかという質問があったと思います。考え方としては、内部で協議している考え

方としては、クボタでなくてもいいと。設置は設置でクボタだと。委託業者は、ノウハウをち

ゃんとできる者が地元でいれば、地元でなくてもいれば別に構わないという思いはありますの

で、これだけはクボタが限定ということではないというふうには思っています。ただ、それま

での方向性はまだ出ていませんけれども。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 日本製紙の社員の優秀な人だったら、退職した人５、６人いたらでき
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ます、あの機械何て。あんな簡単な機械、私の見た目ではあんな簡単なものないです。何てい

うことないのだもの。そう思っています、私は。 

○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） 実際、日本製紙ＯＢの方が入られていまして、高温高圧の部

門で、当然資格も持っていますし、そういった中で運転はしています。ちょっと補足として。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そのぐらいやっぱりクボタと張り合って、張り合うという言葉は悪い

けれども、自前でやるぐらいの、日本製紙の社員いっぱいいるのだから、技術的には。もう白

老のものだもの、何をクボタに遠慮するのですか。そういう方向もやるべきだと思います。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今クボタの責任問題の中で、どうしても１点質問させ

ていただきたいのが、やっぱり機能改善工事なのです。３つポイントがあったのです。１つが

最初のごみ質の問題。ごみ質の問題は、当初と大きく 0.35 が１％から 0.88％だったと。そこ

がすべての問題のボタンのかけ違いがあって。ただ、それはもう東京のごみ質でやってしまっ

たということ。２つ目、でも、副資材で希釈できるから大丈夫だろうという判断です。それも

資材の情勢も変わったと、そういう状況もあります。それで、機能改善工事にこだわるのは、

この時点ではその２つの大きな原因はもうわかっていたわけです。塩素も高いと。もう副資材

には頼れないと。そういうことがもう十分に認識してあったはずです。行政側もそうですけど、

クボタもそうです。にもかかわらず、ご説明いただくとか、いただいた資料を見て、洗浄実験

等々をして機能改善の効果はあると。それは把握されているというのは理解しています。ただ、

その大前提に、性能はいいと、十分性能は満たすのはわかるのですけど、経費が増大するのは、

当然クボタも理解はしていますよね。なので、特に大事なのは、やっぱり先ほど氏家委員のほ

うからもご指摘あったとおり、Ａ重油が 14 万リットルぐらいふえると。これは結果論ですけれ

ども、Ａ重油が 23 年度の決算ベース 82.72 円です。これが平成 21 年では 56 円だったのです。

25 円ぐらい高くなっているのです。これが多分固定費を大きく圧迫している原因の一つになっ

ている。なので、こういった計画を承認したのが行政だという部分で、多分クボタに責任は問

えないというお話をされるのだと思いますが、これを提案してきた側の責任というのはやっぱ

りないものなのですか。 

○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） クボタが行った機能改善の部分の責任というとらえ方でよろ

しいでしょうか。この機能改善の部分につきましては、先ほど議論されている中で、クボタと

しても責任があるので機能改善をやったことはやったのです。ただ、機能改善をやった部分に

対して法的解釈の中では、どうしてもその 0.35 に戻るということだったので、そこの部分につ

いて例えば不備があるだとか、もう少し何かをしてもらいたいだとかとした場合には、法的解

釈の中からいけば当初の 0.35 に戻るので、要求したりするということは、例えばクボタの負担

で 100％やってくださいとかということにはならない確率のほうが高いですということで弁護
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士さんのほうのお話の中ではそういうふうに聞いてきました。 

○委員長（西田祐子君） 広地委員。 

○副委員長（広地紀彰君） そもそもの問題の原因が白老のごみ質にあると。つまり 1.0％か

ら 1.88％の塩素濃度のあるものを持ってきたほうが悪いと、そういう原点があるからというお

話だと承ったのですけど、それはそのとおりだと思います。そもそもそこが原因だったと。た

だ、この機能改善工事自体は、もう当然共通認識として塩素濃度が高いというのは十分理解し

ています。それで、これはクボタの責任として２億円から３億円をかけたと言われる機能改善

工事を行ったわけです。つまり、責任を取らなければいけないということで一生懸命お金も使

ってやっているわけです。それが現状として、性能はあるからクボタは責任果たしているとい

うお話ですけれども、そういうふうになるのかなと。だって、そもそも重油 14 万 3,000 リッタ

ー、たくさん使うというような機能改善工事で、今検討委員会のお話の中で先ほどちらっと触

れられていたように、ごみの分別で対応できるのではないかという議論も進んでいると。それ

で、水洗浄もやめるという方向性もあるのではないかという部分もあるという部分であれば、

せっかく、逆に言えば、クボタがその責任として取られたことが、いや、やっぱり水処理だめ

だったということになるかもしれないという状況ですよね。そうであれば、そもそも、それで

は、何でこれを提案したのというのは素朴な疑問としてあるのです。最初から分別やればよか

ったのではないのと。ましてや、済みません、ちょっと正式なあれわからないのですけど、私

が見た会議録の中ではやっぱり分別について触れられているのです。にもかかわらずクボタと

しては、もちろん大きな責任の取り方としてですけど、こういう機能改善ということになった

わけですよね。それでも責任はやっぱりクボタにはないのですか。 

○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） 先ほどからのクボタの責任と相まっているところがちょっと

あるのかなとは思いますが、機能改善工事は、クボタとしては本来、全面的にクボタの責任で

行うべきものではないと、法的にいけば。そういう考え方の中で、その中でクボタは提案者と

しての責任として、当然、クボタが全額をもって行ったということになろうかと思うのですが、

その中でクボタの責任というのは当然ありますが、クボタもそこは全く協力もしないとかそう

いうことではなく、今後もちゃんと施設運営できるように協力していきますというお話はあり

ますけど、いかんせんお金の話になりますとまたこれは別ということになってしまうのです。

ですから、企業はやっぱり採算性求めますので、これからずっとあの施設を使う何十年、その

費用を全部クボタが持ってやっていくという話にはやはりならないということになってしまう

わけです。だから、その辺の問題は我々もちょっと葛藤があるのですが、それをどうするかと

いうことで先ほど言った仕様上の責任と、また、運営上の責任というのは別にあるのかなとい

うことで、運営上の責任はやっぱりまた改めてちょっと考えながらクボタさんとはかかわらな

いといけないのかなという認識で今対応させていただいているのです。ですから、そこはちょ

っとお金の関係ではかなり難しいところがある。だから、クボタさんと仲よくやったほうがい

いというのは当然なのですけど、なかなか仲よくできないというか、そういうところも若干は
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あるということなのです。ですから、それぞれやっぱり駆け引きの中で一生懸命頑張らなけれ

ばいけないところということです。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） これで終わりにします。今部長からご説明いただいたとおり、例

えばＡ重油の価格が高くなったのはクボタの責務ではありません。そういうことではないので

すけれども、それにしても、やはりこの機能改善をしたことによってランニングコストが上昇

することは当然承知してあるべきで、そういうことを加味しても、いや、大丈夫だという話で

進んだわけです。それで、提案されたわけです。なので、設置上の責任の部分を、今これから

というのは難しいと。ただ、運営上の問題で、どうやって経費を削減した形で稼働していくか

という部分については、やはり設置者であるクボタの運営上の責任という部分は、きちんとそ

こは押さえ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。 

○委員（松田謙吾君） 全くそのとおりなのだけど、クボタが絶対悪い何て言いません。企業

というのはそういうものだから。金出すことと悪いということは、企業の大命題なのです。そ

れで、クボタは絶対、今いろいろなもの言えるようにしているのは、うちが悪くないのだとい

うのは、23 年６月 10 日に最大生産量の試験というのをやっています。これは所定の原料、決

められた原料で余剰生成物含水率、塩素濃度の確認をしている。それから、８月 19 日は余剰生

成物を発生させない運転もしているのです。要は、副資材があれば余剰生成物は出ないと。だ

から、私たちの責任ではないと、この試験なのです。それから、12 月５日から 10 日は週間連

続試験というのをやっている。これも要は、副資材があれば１万トンできるのだという試験で

す。週間から割っていくと。ですから、これはクボタがプラント性能に問題がないのだという

証明のための試験です。この試験は、すべての試験は。ですから、クボタは絶対引き下がらな

いと思います。それで、通常副資材や余剰生成物を出さずに性能が出ていること、クボタはき

ちんと確認しているし、まちが認めております。性能確認試験、最大生産量の確認、余剰生成

物を発生させない試験、週間連続試験はプラント制度に問題ないということの証明試験とも私

は思う、副資材の調達次第というこれも証明である。それから、要するにクボタの正当性を証

明する試験、これがずっとやってきているわけです。なおかつ、１つには 37 トンやっているの

です。１日１回、試験で。36.6 ですから、間違いなく 37 トンできますという試験もやってい

る。２つ目は、まちは試験結果をどのように考えているのか。今後どのような生産体制を考え

ているのか。ここのところを、今までクボタの試験をずっとやってきて、クボタは生産もでき

ます、余剰生成物も出しません、37 トンもできますと。副資材があればできる。ですから、今

クボタが言っている試験結果を見て、まちはどのような対応をこれから。これからのことでは

ない、検証していますか、今。どのような検証をされますか。この試験結果を見て。 

○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） 23 年度にかけてクボタがやったテストについてですけれども、

クボタのほうの目的としては、機能改善をしたプラントがクボタの目標としていた能力がある
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かどうかという確認をするという目的で何回かやっています。結果として、最高値には達して

いない部分は確かにあります。結果として何トンできますということはクボタのほうに言って

いまして、それに対してできない条件というのですか、できなくなるだろうと推定されること

はやっぱり副資材ですということで報告書等も出てきています。結果として、日何トンもつく

れるということは、条件さえ整えばできるというのは町のほうも認識しています。それで、今

後のことについては確かにできるのですけれども、先ほど言っているとおり、今度、副資材も

手間のかからないものだとか、エネルギーも極端に言ってたくさん使わないとできないかとか、

こういう状況も反面出てきていますので、今後のことは、いかにかけないで物をつくれるとか、

もっともっと効率よく、例えば 30 トン、日できますといったことが必ず 30 トンではないとだ

めなのかというのではなくて、一番いい量とそういったものを探し出して稼働していくべきか

というふうに、今とらえています。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今検証でちょっと進むことを言うかもしれませんが。24 時間フル運転

で 36.6 トンつくると言いましたよね。計算してみたら１時間当たり 1.525 トンなのです。フル

運転やるのには。そうすると、これは提案になるので検証とちょっと違うのですが、副資材が

間に合えばできる。今まちで手一杯やったのが 7,000 トンですよね。去年 6,150 トンですか。

そうであれば、私は２交替制にすべきではないのかなと。要は 7,000 トン分の副資材を集める

のはわかったわけです。金はかかるけれども。そうすれば、何も４交替することないのです。 

○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） 今は３直３交替、３班いて３交替になります。仮にだれか休

むとすれば、そこに臨時として補充をかけると、こういうやり方です。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） ついでだからもうちょっと話しておきます。そうすると、16 時間フル

稼働すると 1.525 で 24.4 トンなのです。２交替でやれば。そうすれば 300 日で 7,300 トンでき

るのです。２交替でやると。だから 7,000 トンの副資材は間に合わせられる。実証されていま

すよね。約です。そうすればこの運営コスト削減するためには考え方変えて、２交替制にすべ

きではないのかなと。クボタだってそのぐらいの提案をすべきなのです、企業だから。民間企

業の発想というのは、そういうところなのです。きょう言うつもりはなかったのだけど、この

次の方向性のときに言うつもりだったのだけど、私、考えたってそのぐらいのことわかります。

あなたたち、何人もかかっていて、そのぐらいのこと考えていますか、今。考えていませんか。 

○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） 今の２交替制の部分ですけれども、ここの部分についても考

えていないのかということなのですけれども、実は考えておりまして、成形部門に関しては、

高温高圧も含めるのですけれども、今３直３交替、24 時間で月曜日から土曜日の夜まで稼働し

ているのですが、この稼働そのものがもっと効率的に、松田委員の言われるとおり２直で、例

えば月曜日から水曜日まではフル３直で回すけれども、それ以降については落としていくとか、
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そういうような効率的なやり方をすることによってエネルギーも使わないで済むということは、

これは検討委員会の中でも提案した中で、いろいろ議論した中で方向性というのですか、そう

いうのは取り入れていきたいなというふうに思っています。 

○委員長（西田祐子君） コスト削減のことで、機能改善工事のことについてはご意見ござい

ましたけれども、ほかの委員さんは何かございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 私のほうから１つお伺いしたいことがあります。先ほどクボタとの

交渉がどうのこうのというお話がありましたけれども、前回いただいた資料の中で、クボタと

こういうふうに交渉していますということだったのですけれども、その平成 22 年８月以降はい

つといつ交渉していますという一覧表はいただきましたけれども、それ以前のものについては

わからないというか、資料が見当たらないということだったのですけれども、今回やはりきち

んとした形の中で報告を出したいという部分もありまして、やはりきちんと相手方とどういう

ふうに交渉したのかということを情報公開条例に基づいて出していただきたいなと。そして、

もし出せないものであれば、公開条例の中のどこの部分に当たるからそれは出せませんという

ことを明示していただきたいと思います。やはりそうしておかないと、今後クボタさんのほう

と、これから、先ほども副町長、交渉していくわけですけれども、やはり議会といたしまして

も法律に基づいた中で、条例に基づいてきちんと情報を求めていくという姿勢をちゃんと示し

ていくべきではないかと思っているのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 平成 22 年度以降の交渉経過の協議録等についてということで、

これにつきましては、情報公開の関係も法律的な問題も含めましてお出しできるものと、そう

でないものというようなことを確認した中で整理させていただきたいと思ってございます。 

○委員長（西田祐子君） 白老町の自治基本条例の中におきまして、町側が行うべきものに対

しまして、情報を統一した基準により管理し保存しますというような、自治基本条例の中にこ

の情報公開ということも載っていますし、やはり町側と議会側も情報を共有するという部分も

ございます。そして、さらに自治基本条例のそれを踏まえまして、議会としてもきちんとこの

情報公開条例の中で、もし、ないものであればない、この情報公開条例の中のどこの部分に抵

触するからこれは出せませんという形をきちんとお願いしたい。 

以上でございます。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 委員長おっしゃったとおり整理してお出ししたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） よろしくお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時３４分 

                                         

再開 午後 ４時３７分 
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○委員長（西田祐子君） それでは、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） 以上で本日の建設厚生常任委員会は終了いたします。  

（午後 ４時３７分）  


