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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２９日（水曜日） 

開  会  午後 １時３０分 

閉  会  午後 ４時４４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 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     臨 時 職 員    白 綾 美 紀 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３０分）  

                                         

○委員長（ 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。

前回に引き続きまして委員からの質問、また意見等も受けたいと思います。その前に担当課の

ほうから、もし前回の質問の中で答弁漏れとかございましたら、冒頭にございませんか。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 前回の資料等の提出についても今回まだ準備できてございま

せんので、町側としては特にございません。 

○委員長（ ） それでは、引き続き委員の皆さま方からご意見をお伺いしたいと思

います。本日は氏家委員と吉谷委員が少し遅れるということでございます。後ほど参加し、若

干発言もあろうかと思います。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 １時３３分 

                                         

再開 午後 １時４６分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて建設厚生常任委員会を再開いたします。 

それでは、本日の議題に移ります。バイオマスの検証につきまして、前回までいろいろな意

見がございましたけれども、バイオマス燃料化施設またこの中間報告、すべてのことに対しま

して、前回からご意見をいただいております。引き続きご意見ございますでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私前回質問していますね。６点と４点について。あの答え

はできていないのですか。 

○委員長（ ） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 前回の終了の時点でも確認させてもらいました。それと、先ほど冒

頭で須田生活福祉部長のほうからも答弁させてもらいましたけれども、その部分の確認を含め

て今答弁といいますか、資料といいますか、そういうことをやっていますということで前回も

確認させていただきましたけれども、そういうのができてからでいいというような松田委員の

お話もありましたものですから、前回と今回の期間が短いということで、前回の段階で今回に

は間に合いませんからというようなご了承も得たものですから、今そういう作業をやっている

ということでご理解していただければというふうに思います。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 前回の経過はそうだったと思います。ただ、そんなに大きな問題でも

ないし、文章できちんとまとめて言ったはずですから。今だってできるのではないですか。何
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もまとめるといってもどうまとめるのですか。あの点についてはほとんど今まで言い尽くして

きたと思うのです。だから、それがなかったらやはり始まっていかないような気がするのです。 

○委員長（ ） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 前回、松田委員からご質問のありました部分についてなので

すけれども、中間報告書の中にある①から④までの結果というのですか、数字的なものについ

てはこの場でお答えできます。ただ、これ以外の部分については現在持ってきていませんので、

ここの４点についての結果をここで報告いたします。 

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５６分 

                                         

再開 午後 １時５９分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、質問のあった全項目については、現在ここで回答を持

ってきておりませんので、申しわけございませんが全部はお答えできないです。先ほども言い

ましたように４点の部分については、今まで何回もお話しはさせていただいていますけれども、

その４点の部分については、数字上はこの場でお話しすることは可能ですので、そこの部分に

ついて数字を報告していきたいというふうに思います。まず、中間報告書の最初の１ページに

バイオマス燃料化事業の目的ということで①から④までの目的が記載されています。ここの部

分につきましては、パンフレットの中にある部分と重複しておりますので、これを使ってご説

明していきたいというふうに思います。最初の①、二酸化炭素の削減でございますけれども、

当初の最初の目標としましては、生産量が１万 1,000 トンに対しましてＣＯ２の削減につきま

しては２万 5,000 トンという数字でございます。この２万 5,000 トンが、排出と削減量をこれ

からご報告しますけれども、２万 5,000 トンの部分は燃料化施設でＣＯ２を逆に排出する部分

を差し引いていない２万 5,000 トンです。まずは。今これから言います削減量につきましては、

日本製紙でＣＯ２を削減した量からうちの施設で使った量を差し引いたＣＯ２の削減量になり

ます。平成 21 年につきましては 3,400 トンでございます。平成 22 年度につきましては 8,700

トン、平成 23 年度につきましては１万 400 トンということが実質の決算数字でございます。 

それから、②、リサイクル率の向上につきましては、まず数字でいきますと、平成 21 年につ

きましては 54％です。平成 22 年につきましては 70％、平成 23 年につきましては 87％のリサ

イクル率になっております。 

それから、③、一般廃棄物最終処分場の延命についてですけれども、当初計画につきまして

は、平成 27 年が埋立て完了の予定ということで計画をしておりました。ここの部分につきまし

ては、今現在実測をかけた段階では、これよりもまだ延びるという状況でございます。あと２

年ぐらいは延びるだろうという、ことしの実測の中では出てきております。 

それから、最後に④、ごみ処理経費の削減につきましては、当初の計画の中では 15 年間で８
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億円の削減効果があるというふうにご説明しております。今現在、最新の段階では逆に保管庫

がなく、15 年間で３億 8,000 万円ほど逆にかかるのではないかというような試算をしている状

況でございます。 

以上でございます。 

○委員長（ ） 質問に対してよろしいですか、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 何もよろしくないです。10 点言っているのです。まとまっていないか

らあれなのだろうけど、私はこのパンフレット、町民にも、工場見学に何千人くらい来ました

か。この方々にこれを渡したわけですね。いうなれば、みんなうそでしょう。この前も言った

けど何がありますか。ここでこの前に言ったのはリサイクルという工場ぐらいのものではない

ですか。これも 92％いくというのが 74％ですか、リサイクル率。そうでしょう。だから、何一

つまともなことがないわけです。これでもまだいまだに、あそこを見学した人にこれを渡して

いるわけですね。だから私は、今この説明を受けたら、これも直さないのですかと言いたかっ

たのです。これはうそなのですから。だからその考え方を聞きたかったわけです。 

それと、あとは４点あったでしょう。もう一度この４点読みますか。わかっていますね。だ

から、その説明。今言いたかったのは、このパンフレットをきちんとした正しいパンフレット

に直して皆さんにあげるべきではないですかということ一つと、考え方が一つ、それからあと

今４点があったけど、まだ６点説明がありますね。その説明をきちんとしてくださいとこの前

言ったのです。 

○委員長（ ） 松田委員、一部できない部分もあるというようなことですが。 

○委員（松田謙吾君） できない部分はできないでいいです。 

○委員長（ ） できる部分で答弁をお願いいたします。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 答弁ができる部分につきましては、最初言いました４点でご

ざいます。それと、パンフレットの部分についての達成の状況ですけれども、松田委員言われ

ましたとおりリサイクル率の向上の部分がほぼ目的に達している。ただ、平成 23 年で 87％と

いうふうに先ほど言いましたけれども、ことし仮に、仮にというか余剰が発生しないで生産が

できたとするならば 92％台にはなるのかというふうに見込みはしております。 

それから、パンフレットにつきましては、今パンフレットそのものは現在使っておりません

で、別につくった中で来られる方にご説明をさせていただいています。以上です。 

○委員長（ ） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 細かいところはパンフレットといいますか、そういうものについて

は、今後どういうような形で示すかというときに正しい情報といいますか、現状をお知らせす

るというようなことで、今後そういうようなパンフレットが必要な事案になれば、正しい記載

の仕方で作成していくというふうに思っています。ただ、事業そのものの検証といいますか、

これにつきましては前回もずっと言っていますけども、前回中間報告のほうは持ち越している

課題を整理するということの中間報告と。それで、その時点でもお話をしましたけれども、事



 5 

業そのもののやはり検証が必要だと。だから今松田委員が言われるように、そういう当初の事

業を進める段階で、こういうような効果があります、あるいはこういうように進めますといっ

てきたことの現状と、それが現状が計画どおりに進んでいないのであれば今後どう進めるのか

ということをやはり今やっている改善検討委員会の意見を踏まえて、そういう報告書を出して

いった段階でやはり町民にも説明すべきだというふうには、前回もお答えしたと思いますけれ

ども、そういうふうに現在は思っております。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それからもう一つ、これが終わったら聞こうと思ったのですけれども、

要はリサイクル率 92.何％にすると言いました。だけどもそれは、まちのごみをすべて燃やす

から、加工するから 92％になると。だけども今まちのごみ以外に 5,900 トン、24 年度買ってい

ますね。ごみをよそから買っているのです。これが白老のリサイクル率ではないでしょう。こ

の辺の判断をどうしているのですか。白老のごみが 92％になると言ったけど、よそのごみ 5,900

トン買っているのです。これをどうするのですか。これをリサイクル率とか何とかという言葉

に変えればどういう判断を町民はしたらいいのですか。私はわかりません。 

○委員長（ ） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） その 5,900 トンのごみと言われた部分につきましては、副資

材という材料として購入しています。それで、ごみの再利用、リサイクルに関しましては、そ

この部分については含まれないという計算になりますので、あくまでも白老町から発生する事

業系、あるいは家庭系のごみを白老町の施設の中で処理をして、それが再利用されたときの率

ということになりますので、そこの部分は含まれないということでございます。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それでは、このバイオマス事業そのものが、当初計画が白老のもので

つくると言いましたね。すべて白老のごみでつくる。副資材もすべて白老のごみを集めてつく

るのだと言ってきたのです。だから、私はその白老のごみで間に合うのだと、十分間に合う、

副資材間に合うのだと言ってきたから、よそのごみを買ってきているものだから、そこに私は

疑問を持っていたのです。今の竹田生活環境課長の考え方でわかりました。買ってきたものは

ごみと扱っていないということですね。資源を買ってきているのだと。いいです、その解釈だ

から。それを聞きたかったのです。 

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１０分 

                                         

再開 午後 ２時１１分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。答弁される方、もうちょっとわかりやすくしてほしいので

す。なぜかというと、例えば今言っているのは、一つはごみとして見て、ごみの分別率と副資
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材が一緒になっているでしょう。そういうことではないのだと言ってくださったほうがわかり

やすいのです。87％は白老町で出しているごみの資源化率ですね。そういうふうにはっきり言

わないとわからないでしょう。それから、２万 5,000 トンのＣＯ２の削減、これはもっとも大

きな部分ですね。ところがこれは施設分を引いていないトン数だと言いましたね。わからない

と思うのです。傍聴者の皆さんもいらっしゃるわけだから、わかるように言わないと。今回、

平成 23 年度分の１万 400 トンというのは施設分を差し引いているのでしょう。そうしたら２万

5,000 トンというのは、これは施設分を引いた場合は幾らなのか。それから、逆に言うと施設

分を引かないと 23 年度分は幾らなのか。そういう対比にしないと、大体基本数字が違っていて

対比してもだめです。そこら辺を明確にわかりやすく答弁しないと、我々も含めてわからなく

なってしまうでしょう。そういう答弁をしてください。それでないと非常にあいまいになって

聞こえるのです。１番目の２万 5,000 トンか１万 400 トンかどちらでもいいのだけど、どちら

が基準なのですか。どちらかの基準でやったらどういう数字になりますか。 

○委員長（ ） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 説明の仕方が足りなくて誠に申しわけございません。今後気

をつけてご説明していきたいと思います。二酸化炭素の部分ですけれども、最初に言いました

２万 5,000 トンにつきましては、施設で発生したものを差し引かないそのものなので、日本製

紙のほうでうちの燃料を使ったときに削減される二酸化炭素の量でございます。それで、まず

そこの部分に当てはめて計算しますと、平成 21 年度につきましては日本製紙のほうで削減でき

る二酸化炭素の量は 6,800 トンでございます。それから、22 年度につきましては１万 3,000 ト

ンです。それから、23 年度につきましては１万 6,000 トンになります。これが日本製紙で削減

された量です。先ほど言いました量につきましては、そこの量からうちの施設で生産のために

使われた二酸化炭素の分を差し引いた量でございます。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 要は、わかりやすく言うと削減されているのは 32.2％になるのですね。

大体それぐらいでしょう。そう言うとわかりやすいのです。要は、町が当初計画した３割しか

いっていない、７割いっていません、こういうことなのです。我々が聞いているのはそこの部

分なのです。確認しているのは。 

町が言っているのは、日本製紙のＣＯ２からまちのバイオマス施設のあそこで使ったＣＯ２

を差し引くのでしょう。あそこで差し引くから私は 32％と言っているのです。 

○委員長（ ） 担当課のほう、今の松田委員の発言に対して間違いございませんか。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ２万 5,000 トンというものにつきましては、生産するために

発生した二酸化炭素をまず引いていない数字になります。それで、それをもとに対比するとき

には、日本製紙のほうで単純に削減できる二酸化炭素の量、これを対比させています。そうす

ると、確かに 21 年度につきましては 6,800 トンほどなので、対比すると全然目標値も達してい

ません。ただ、それが 22 年度、23 年度となるうちに日本製紙のほうで削減できる量が、例え
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ば 23 年度にしますと１万 6,000 トンになるのです。ですから、２万 5,000 トンと１万 6,000

トンを対比すると３割ではないということでございます。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 要は、１万 1,000 トンつくれば２万 5,000 トン削減するのですね。当

初から。そうすると３年間で３万 3,000 トンできるわけです。当初計画。そうすると、日本製

紙のＣＯ２削減は７万 5,000 トンになるわけです。だけれども、バイオマスできているのは１

万 2,000 何百トンでしょう。日本製紙に納めているのは。だから、その割合から計算したら出

るでしょう。私の計算では 32％です。製品が３万 3,000 トンの１万 2,000 トンしか出ていない

のですから。それから、ＣＯ２削減が３年で７万 5,000 トンのはずです。では、３万 3,000 ト

ン出て初めて１万 1,000 トン、７万 5,000 トンといくものを１万 2,000 何百トンしかいってい

ないのです。そうすれば 32％しかいっていません。どんな計算しても。私は、これは前回の一

般質問できちんと議会で述べて、そのとおりですと言っているのです。いつもはきちんとして

いるのです。きょうは混乱しているのです。 

○委員長（ ） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 先ほど答弁させてもらいましたものにつきましては、年度で

対比された部分でお話をさせてもらいました。トータルにすると確かに７万 5,000 トンに対し

て３万 5,000 トンぐらいになると思うのですけれども、そういう計算をしていくと３割でもな

いですけど、３割ちょっとくらいになるということは、年をトータルするとそういう形になる

というふうに思います。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今の質問に関連しまして、このＣＯ２削減の効果の 24

年度の暫定値か何か出ていますか。 

○委員長（ ） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 見込みという取り扱いでよろしいですか。固形燃料の生産量

が今年度は 7,000 トンを目標にしています。それを日本製紙のほうで使用した場合の二酸化炭

素の削減量につきましては、約１万 8,000 トンというふうに見込んでいます。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） わかりました。確認です。つまり２万 5,000 トンの削減の達成目

標について、分母をきちんとそろえてという大渕委員のお話もありましたので、２万 5,000 ト

ンの目標に対して１万 8,000 トンの見込みという、単純にそう考えてよろしいでしょうか。 

○委員長（ ） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 今の部分につきましては、２万 5,000 トンは燃料化施設の分

を差し引かない２万 5,000 トンなので、２万 5,000 トンと１万 8,000 トンの対比ということに

なります。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） ということは、自分の解釈でいいのですね。 
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○委員長（ ） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） そのとおりです。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） わかりました。そうなると、まず大前提に、多分松田委員とのや

り取りがこういうふうになってしまったのは、最初の２万 5,000 トンに対しての数字がずれて

いた部分があると思うのです。当初２万 5,000 トンというのは日本製紙の分とかも全部入れた、

削減効果も全部入れた２万 5,000 トンだったのだけれども、差し引きした数字で比べてしまう

のでやはり３割ぐらいしかみえないのです。だけど、今のご説明で大体わかりました。バイオ

マス燃料化事業の目的として、今回松田委員のほうから６点あったのですけれども、４点分に

ついては今答弁いただいて、これをまとめさせていただくと、つまりこういう解釈になると思

うのです。まず一つ目、二酸化炭素の削減については、当初の目標としては２万 5,000 トンの

削減、それで見込みですけれども 24 年度で１万 8,000 トン、つまり達成率としては７割ちょっ

とくらい、計算したら 72％になるのです。大体７割程度の達成率という考え方。二つ目、リサ

イクル率の向上、こちらのほうも見込みですけれども、平成 24 年度で 92％台に達成すると。

これは当初の事業計画で 92.9％のリサイクル率だったので、ほぼ 24 年度でリサイクル率につ

いては達成できそうだと。３点目、一般廃棄物最終処理場の延命については、平成 27 年度まで

延命できるところがプラス２年ほど延びるという部分で、この延命率についても２年ぐらいプ

ラスできそうだということだと。１番大事な部分なのですけれども、ごみ処理経費の削減、本

来は８億円の削減効果があった部分が、結果としてはマイナス８億円のところが、プラス３億

8,000 万円になってしまったということで、目標の達成率からいってごみ処理経費の削減が最

も計画と乖離しているというような解釈になると思うのですが、それでよろしいでしょうか。 

○委員長（ 子君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） ＣＯ２の削減から、ごみ処理経費までのことでございますが、

ＣＯ２の削減からリサイクルの最終処分場の延命ということで、ＣＯ２の削減、リサイクルの

向上について、当初から施設がなかなかうまく稼動できなかったということの原因も踏まえて、

なかなか目標に達成してこなかったと。それで、現状としては今できる余剰生成物が出さない

中での達成としてはほぼかなり高い数値にはなってきたかということでございますが、当初の

計画と比べたらまだ目標に達していないということについては事実でございます。それで、ご

み処理経費につきましては、当然当初の計画から大きく乖離したというのは事実でございます

ので、この辺については最大限何らかの対策を取って対応していかなければならないというふ

うに考えてございます。そういった点では、確かに当初計画等でなかなかできなかったという

ことで、大変大きな問題だというふうに私どももとらえてございますが、施設としてはこれか

らどういうふうに運転していけるかということも見据えた中で進めていかなければならないと

いうふうに考えてございます。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 今の答弁で理解できています。二酸化炭素の削減についても、こ
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れは目標の削減量が２万 5,000 トンというのは、１万 1,000 トンの生産量ができて２万 5,000

トン、ＣＯ２削減ということでしたね。なので、これは現状として今 7,000 トン程度の生産量

なので、当然ＣＯ２だって削減量も減るはずなので、そう考えたら３割程度ＣＯ２の削減量が

減っても、それは計画自体に問題があったとか、ないとかと本当にならないと思うのです。な

ので、私が見てこの二酸化炭素の削減もいって、施設としては稼動できていると。リサイクル

率も一般廃棄物処分場の延命も何とかなったと。ただ、やはりごみ処理経費は残念ながら削減

できていないという形で、ここの部分がどうしてそうなったのか。そして、これからどうすれ

ばいいのかというところがやはり核心だと思うのですが。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 広地副委員長のご質問でございますが、施設等の運営につき

ましても、また施設等の取り組みにつきましても、当初の計画とのもくろみとやはり大きく乖

離したということは事実でございまして、その中で当然当初予定していた機器類も計画どおり

では処理ができないというようなことで追加の機器を設置したというようなことと、多量の副

資材を使うと。それも町内で調達できずに町外からも調達しなければならないというような現

状がございまして、やはり大きく当初計画と乖離したというふうにとらえてございます。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この今までの検証の部分は、きょうで委員会を５日間やったのです。

さんざんやったから大体出たと思うのです。これからは、残っているのは責任問題だと思うの

です。誰の責任かということ。そちらのほうへこれから入ってもよろしいですか。 

○委員長（ ） そのようなご意見が出ました。ほかの委員さんはいかがでしょうか。

今までの中でもう議論は尽くされただろうと。そういうことで、今後これについての責任問題

について話し合っていくべきではないかというご意見が出ましたけど、いかがでしょうか。 

吉谷委員いかがですか。 

○委員（吉谷一孝君） よろしいです。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） よろしいです。やはりきちんと今回の計画と乖離があるという部

分について、その原因を明らかにするというのは必要なことです。ただ、今後も今松田委員の

ほうからも出たように、議論も５回にもわたって、もう出尽くしている感があります。そこで、

今後中間報告をまとめていくに当たって、今回の責任問題を一つの区切りとして、そこを今回

きちんと時間を取って追求して、それをまとめて中間報告で、今後これからまた継続してやっ

ていく中では今後のあり方、そういった部分についてやっていただきたいということで、そう

いうことであれば今回責任というか、その原因を明らかにするということは、私は賛成します。 

○委員長（ ） そのような意見が出されました。今委員会としまして５日間にわた

って、そちらのほうと協議をいろいろして議論してまいりましたけれども、そこの中におきま

して、今後議会としての今までの検証についての総まとめみたいな形になるかと思います。そ

れについて委員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。それでは、引き続き進めさせ
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ていただきたいと思います。ご意見のある委員さんは挙手をお願いいたします。 

ないようですので、私のほうから。当初この委員会で、問題は何かということで委員の皆さ

ん方と１番最初に話し合っていただいています。その中で計画の妥当性、計画の理念や目的は

妥当だったのか。手続きや契約内容についてはどうだったのか。３年たち、今までの経緯や責

任を明らかにする時期にきていると。これを明らかにしなければ次に進めないと。また、次に

進むべきであると。また、何を具体的に検討するかということに対しましては、いろいろなご

意見がございました。そこの中で何点か議員の皆さん方からご指摘いただきましたのが、まず

登別市にごみを持っていったときと、白老町がバイオマスをつくった場合の経済効果の差異、

当初の予算から大幅な歳入欠陥、そして経費増大になってきていると。これについて１点目。 

２点目が、やはり機能改善工事です。これによりまして、人件費などと大幅なライフサイク

ルコストの増大、これが２点目でございます。 

３点目が、機能改善工事を行ったにもかかわらず、なぜ数値目標が達成できなかったのか。

なぜ効果が見られないのかが３点目です。 

さらに白老町のごみ塩素濃度、中間報告では 0.35％ということでございましたけれども、こ

れはクボタと白老町の契約する証書の中で交わされたものですけれども、実際に議会に発表さ

れていなかった。それらについての問題であります。この時点での白老町のごみ問題につきま

しては、塩素濃度が実際には１から最高濃度 1.88 まで出ていたわけですから、それが出た結果、

なぜこのときに白老町が再契約しなかったのかという問題が出ています。次に、副資材で乗り

切れると判断しましたけれども、白老町側はなぜ判断されたのか。その根拠というものに対し

ての問題点が出ています。また、その見積りの甘さはなかったのかということであります。そ

して、最後のほうになりますけれども、ごみ質の白老町の塩素濃度がわかったのが 20 年の４月、

そのときに町側が議会側に説明してこなかった問題、こういうものがございます。さらに、こ

れが結局議会答弁との差異になっております。結局は、議会のほうではそのことがわからなか

ったために議会での質問もなかったし、また委員会としての報告の中にもそのようなことが述

べられてこなかった。そして、もう一つ大きな問題としまして、クボタが大方の責任あると、

議会側に説明してきた町側がございます。常にプラントが悪い、問題がある、不具合だと説明

してきておりまして、ところが中間報告では法的解釈として、まちが副資材を調達できないか

ら製品ができないのだと、そういうような形で、また今後クボタに責任を問う場合にクボタに

責任を問えないと、そういうことであれば大方まちの責任であると、法的解釈はこのようにし

めております。大体大きなところではこのようなことで今まで議論されてきていると思います。

ほかに足りない部分もあるかと思われますので、もう一度委員さん方思い起こしながら、この

責任についてどうあるべきなのかということについてご意見をいただきたいと思います。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。１点。今の確認で、まずごみの中に塩素が当初の計画

よりも１％が 1.8％、当初のもくろみとしては 0.35％だった塩素濃度が大体３倍から５倍高か

ったという、この問題ですね。次、それに気づいてから再契約をしていないという問題。それ
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と、副資材が調達で乗り切れるということだったが、現実として調達できなかったという問題。

そしてあと、説明不足や答弁の差異、責任問題の所在が不明確だったという問題を今西田委員

長のほうでまとめられていたのですけれども、これにプラス機能改善工事、ここがどうしても。

機能改善工事をして、それで残念ながら運営コストが上がってしまっているという部分がある

のではないかという懸念があったのですけれども、このあたりも結構議論が進んでいたのでは

ないでしょうか。 

○委員長（ ） そのとおりでございます。私の報告漏れでございました。機能改善

の時点で塩素濃度が高いことが明らかになっていたはずであり、具体的な問題が明らかになっ

て、そのための改善工事がなされたはずなのに機能改善工事終了後、目標数値を達成できなか

った、効果が出なかった、なおかつ経費がふえた、そういうところですね。 

広地副委員長の意見はそのような形でよろしいですか。 

○副委員長（広地紀彰君） よろしいです。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今西田委員長の言われた何点かあった、そのとおりだと思います。き

ょうは傍聴の町民の方もたくさん来ているから、私はちょっとこの経過を確認してみたいと思

います。まちは新しいごみ処理方法に困って、登別市にお願いして 10 年になります。ごみ量の

割合で負担し、共同処理で無難に運営されていた。建設費負担も平成 26 年で登別市の建設費の

負担が終わるところです。人口の減少とともに、ごみ量も減ってくる。財政状況の厳しい中、

どちらをやっても、どちらということは、登別市であのままやっても、この白老の新しい施設

でやっても 13 億円から 14 億円かかるとして、バイオマス事業としてかじをきった。しかし、

21 年稼動から 23 年度末運営収支は２億 3,000 万円の持ち出しであります。21 年から３年間で

２億 3,000 万円税金が負担したということであります。さらに町民を納得させた 35 年まで 15

年間で約８億円の財政効果額は 23 年度でなくなり、さらに試算すると３億 8,000 万円の負担増

となる。合わせて 14 億円余りの効果がこの３年でなくなったのです。低コスト、安いコストで

できると。財政負担の軽減、財政負担が軽くなる、二酸化炭素の削減と町民に説明し、かじを

きった。町内から発生する廃棄物や産廃を燃料として加工、１万 1,000 トン製造、6,352 万 5,000

円の売却を見込み、固形燃料生産の規格品は計画の１年目 12.5％、２年目 42％、３年目 56％、

４年目見込み 66％にとまっております。財政負担１億 900 万円は１年目１億 2,580 万 8,000 円

かかった。２年目１億 6,207 万 2,000 円かかった。３年目は１億 8,999 万 2,000 円かかった。

４年目の見込みは当初計画の倍２億 100 万円と青天井なのです。二酸化炭素削減効果は先ほど

いろいろ議論されましたが、私の計算では 32％と読んでおります。さんざんだった。そして、

しまいに原因不明の責任を探している。バイオマスのこれが実態であります。この実態は、前

代未聞と言わざるを得ない。そこで、先ほど西田委員長からたくさん、今までこの５日間やっ

てきた中でそのとおりなのですが、私も整理してあります。町村会の顧問弁護士の法的解釈で

はプラントの性能が発揮できないのは、発注仕様書のごみ塩素濃度 0.35％は東京のごみ質を設

定されたのだ。稼動後搬入された白老のごみ質、これは１から 1.8％になった。この隔たりの
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大きいことがこの白老の責任となった。いうなれば、ごみ濃度 0.35％に設定した、これはこの

まちの責任を今どうするのかと、こういうことです。 

それからもう一つは、工事契約 19 年 11 月 26 日クボタでしました。ごみ質実証試験が 12 月

から 20 年４月まで、ごみ質塩素濃度結果報告がされているにも仕様書変更が正式に交わされな

かったこと。３年経過の５月 28 日までこのことを放置した。仕様書を変更しなかった、このま

ちの責任、これも私は大きくあると思う。 

それからもう一つは、要は、この全体計画そのものが白老から発生する可燃ごみと合わせて、

町内のバイオマス利活用施設である。要は、あの施設は白老のごみを集めてつくるバイオマス

の施設なのだと。これが本分なのです。ところが、副資材の必要量は町内から集めれば十分可

能なのだと、これは 19 年の１月 31 日の町広報に町民に説明しております。としながら、計画

に満たない状況で 24 年まで処理量を、町外から副資材を求めている。要は、白老のごみで間に

合うといったのに、よそのまちから持ってきてやっている状況。この責任もあるのではないか

と。こういう説明は最初なかったのです。この責任。それから、まちが集めるとした副資材が

十分集めることが生産量、収入不足、余剰生成物の発生、そして機能改善工事になった。要は、

クボタが、副資材はまちが集めるといったのに集められないから機能改善工事になったと、私

はこの責任もあると思うのです。それから、固形燃料として加工できなかった不良生成物の責

任は副資材の調整不足によるもので、クボタ、まちの双方の責任と考えるのだと。そして、大

方クボタに責任があると、これはずっと言ってきた。ところが今ふたを開けてみたら副資材が

集められなかったから、まちの責任なのだと。クボタには責任がありませんと、こういった私

は大きな責任があると思っているのです。 

それからもう一つは、コスト削減、ごみ処理経費の削減、15 年間の削減効果額、ごみ処理全

体の収支見通し８億 900万円が消え、さらに 35年まで試算すると３億 8,000万円が負担になる。

よって、12 億円の効果がなくなったことと、24 年３月私の一般質問で認めたわけです。３年間

の税の超過負担２億 3,000 万円、合わせて約 14 億円、これが効果と負担、３年間で 14 億円で

す。この責任もあると思います。それから、町村会の顧問弁護士の見解どおり、クボタに責任

はないのだと、難しいのだとした場合、そうすればまちとして、まちは瑕疵を認めたことにな

る。大方クボタの責任として追求、議会に報告してきた責任及びその市政の責任、今後の法的

手続きによってどのような判断をするのか、しないのか、この見解を伺いたい。どうですか。 

○委員長（ ） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 全体的に町の責任という部分での個別の項目での、そこら辺の責任

というようなお話です。答弁としては、個別的な答弁にはちょっとなりませんけれども、やは

り町が当初計画してきたことが計画どおりにいかなかったと。それに対応する対応の仕方も、

いわゆる手続き上どうだったのかというようなご指摘もございました。手続き上といいますか、

普通の手続き上でいえば議会にも事業計画を説明して予算の段階でも説明していますので、い

わゆる単純にいう手続きにはミスはないですけれども、そういう事務事業を執行する段階で果

たして議会に対する説明と、それから対業者との交渉の仕方とか、それから方向性の出し方だ
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とか、これについて結果としてみれば、当然今の時点から考えますと、スムーズに目標どおり

いっていないということからすると、果たしていかがなものだったのでしょうかというご指摘

は、そのとおりだというふうに思います。今現在こういう状況の中で、例えばその行政として

の責任を、一事業をやったときにスムーズにいかなかったときに行政としてどう責任を取るか

ということだとは思いますけれども、やはりその取るタイミングと、それから前回も言いまし

たけれども、責任の量刑といいますか、責任をどう取るかという責任の仕方といいますか、こ

れについてはやはり十分総合的に判断しないとだめだというふうに思いますので、きょうのこ

の委員会でこうします、ああしますというご答弁にはなりませんけれども、十分そういうこと

を踏まえながら行政としての責任というのは考えていかなければならないというふうには思っ

ております。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。私は、町と議会の関係というのは、政治的に考えたらどう

なのかということが１番大切だと思っております。ですから、今松田委員が言われた中に全部

入っていますから細かく言いません。ただ、項目だけはやはり言っておかなくてはいけないと

思うのです。これは何度ももう議論してきてきましたから、政治的な責任をどう取るのか、責

任というのは政治的にどう取るのかという問題です。私は１番大きいのは 0.35％を議会に報告

しなかったと、私はしなかったというふうに思っています。そのことが結果として議会の議論

を違った方向にいかせた、私はそう思っています。これは、議会と町との関係でいえば、この

0.35％を議会が知ったのは、ことしの５月 28 日です。初めてわかったのは。私はこの問題が１

番大きい問題だろうと。政治的にいえば。 

２点目に、これも松田委員が言っていますけれども、町とクボタが両方で実証実験をやって

0.35 の契約を結んでいるにもかかわらず、実質は 1.0 から 1.88 の塩素濃度だったということ

です。このときになぜ再契約をしなかったのか。我々議会は 0.35 を知らないわけですから、当

然そこでそういう議論にはならないのです。ごみのことはあったけど。それはどういうことか

というと、議会と町との信頼関係の問題なのです。だから、この問題は政治的に問題だと。 

３つ目に、議会に答弁している、0.35 がわかっていなかったからなおそうなったのです。議

会への答弁と、実際に結果として出たことが違うと。これは、正式に議事録が残っている本会

議で、もちろん今の方ではないかもしれないけれども、正式に議会で答弁しているのです。何

度も。一度ではないです。それに対する責任というのは、私は非常に大きいものだと。それは

なぜか、議会というのは町民を代表しているのです。そこに対する答弁が後で違いましたとい

うふうには、これはならないのです。２年間の契約だというのが３年間延ばせると言ったら、

延ばせると言ったにもかかわらず、後で聞いてみたら法的には難しいということでしょう。 

私は、そういう、この３つの政治責任というのはきちんと今町が取るべきだろうと。私はこ

の３つが最大の問題だと。ただ、町民負担のことでいえば、８億円の成果があがると言ったも

のが、マイナス３億数千万円になったと。これは経済的には非常に問題あります。ただ、政治

的にはこれはそういう経過の中で出てきた問題だと私は思います。ですから、政治責任を取る
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ということは、この３つの部分について町は議会に対してどういう責任を果たしてくれるのか

ということが私は１番重要な部分だというふうに感じております。 

○委員長（ ） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。松田委員、大渕委員の発言は、全くそのとおりだと思いま

す。それで、今２人の委員のほうからはお話がありませんでしたけれども、この調査特別委員

会の調査の中で、やはりクボタの企業としての責任、これはやはり重要な部分だと私は思って

います。それで、お二方もおっしゃっていますけれども、その交渉の過程でいろんな疑義が発

生しているにもかかわらず、これは町側の責任が大きいと思うのですけれども、町側の責任は

もちろんあるのだけれども、いわゆるクボタの企業としてのモラルハザードというか、その部

分をぜひこの所管事務調査の中で、もし報告するということになれば、このあたりもきっちり、

クボタの責任もきっちり果たしていただくと、この部分をぜひ入れてほしいと思います。 

○委員長（ ） 吉谷委員はいかがでしょうか。 

○委員（吉谷一孝君） 吉谷です。私は、松田委員と大渕委員の意見はそのとおりだというふ

うに思いますが、私はこの事業に対して今後どのように、検討委員会等々も今進められていま

すが、これだけ長い間いろいろなことで議会もそうですし、ずっと論議されてきた、この案件

に対して検討委員会の報告等をもって、そしてここの所管事務でいろいろ出した意見も踏まえ

た中で、どのように新しい計画を立てて、その計画の数字にいかに早く実現させるかというこ

とが今後最も重要なことなのかというふうに思いますし、その数字の実現に関してもやはり今

までたくさん議論してこられた皆様方の理解が得られるような、そういった方向で進めていた

だきたいと思っています。 

○委員長（ ） 吉谷委員、先ほど委員会の皆様方でお諮りしまして、まず今までの

責任についてということで委員の皆さんからご意見をいただいていますので、新しい計画とい

うことにつきましては、それは別のときにお話していただければと思います。 

済みません、先ほど言いましたけれども、今までこれだけ話をしてきた中で、ここで一つ区

切りをつけるための話ですので、次の段階の話というのはまたこの次ということになります。 

吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） そういった計画も踏まえてやることが、責任の果たし方だというふう

に理解していますので、そのように進めていただきたいというのが私の意見です。 

○委員長（ ） 広地副委員長はいかがですか。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今私は三つの責任ということで整理をさせていただい

ています。まず一つ目は、これまでの責任です。これについては西田委員長のほうでまとめら

れたり、皆さん各委員のほうから出されたりしている意見と同じです。まず、ごみ質、東京の

ごみ質 0.35％の計画で発したところが、現実問題で１％から 1.88％と塩素濃度が高かったと。

そこに対してのその計画段階の責任。そして、それが気づいていながら、なぜ再契約をしなか

ったのかと、大渕委員のほうからもありました責任。そしてそれを副資材で調達して乗り切れ

るという当初のもくろみに対しての責任。そして、結果的にその副資材でもだめだということ
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がわかって、それでクボタさんが２億円から３億円もの多額の費用を負担して機能改善工事を

実施したのにもかかわらず、残念ながら経費の部分が１番大事な部分になると思うのですけれ

ども、そちらの部分がプラス３億 8,000 万円になってしまっているという部分に対する責任。

この部分に対して、やはりこれまでの責任をきちんと総括する今回は調査であるという当初の

目的からしても、ここについてきちんとこの場で明らかにしていただきたいということ。それ

が私の言う、これまでに対する責任です。 

そしてもう一つ、あとこれに対して逆に議会に対して説明不足の議論もありましたけれども、

説明責任の部分。町民の皆様に対しての説明の責任の部分。例えばきょうもＣＯ２の話で少し

議論になりましたけれども、ずれていましたね。確かに 6,000 トン、これは差し引きした 6,000

トンで２万 5,000 トンと 6,000 トンを比べられない数字なのです。あれは分母が違うので。だ

けど、そこが今までの説明の中では見えなかったので、どうしても松田委員のような厳しい質

問になってしまったと思うのです。ですので、例えば登別のクリンクルセンターの大規模改修

費は削減効果に含まれていないですね。これは資料の６にありますけれども、７月 21 日に開催

されたときにいただいている資料ですけれども、では登別にそのまま、クリンクルセンターに

ごみをそのままバイオマスをつくらないでクリンクルセンターにずっと預けていたらどうなっ

ていたのかという部分の、これは収支見通しきちんとつくられているのですけれども、これに

は残念ながら大規模改修費は入っていないのです。ですので、当然もし登別にずっとごみを預

けていれば大規模改修の費用の負担を求められていたはずです。そういった部分も一つの考え

方としてやはりあると思っています。ですので、こういった部分がまだはっきりしていない部

分も入っているので、では登別にずっと預けたままのほうが本当によかったのか、それともバ

イオマスをつくったほうが本当によかったのか、まだ私も完全に把握しきれていない部分があ

ると思っています。ですので、その説明責任。あと今回、過去５回の委員会の中でも町民の皆

様にもきちんとご説明すると約束していただいています。きょうの答弁にもありましたとおり、

検討委員会のほうの答申も出た段階できちんとご説明すると、そういった部分が責任として残

されていると思っています。これは私の言う二つ目の説明責任です。 

そして最後、これは吉谷委員のほうからもありましたとおり、これからの運営責任というこ

とで、これからマイナス３億 8,000 万円になるというのは、検討委員会が答申をもらう前の話

ですね。これから専門家をお招きして、今議論が進んでいると思います。その検討結果を踏ま

えて、この３億 8,000 万円を１万円でも負担を軽くしていくという考え方のために日夜努力を

しているのではないですか。だから、そういった部分がこれからの責任ということで吉谷委員

の言われたことだと思っているのです。私の言う三つ目の責任というのは、これからの責任で

す。これについては、私は今回ではなく、今後中間報告後の話になると思っていますけれども。 

ということで、私はこれまでに対する責任。そして、説明の責任。これからの責任の三つの

責任についてお話します。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 遅れてまいりまして大変申しわけございません。今までの中間報告書
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の検証についてということでございますので、これから先の方向性についてのお話は今後の検

討課題としてとらえていますが、今までのバイオマス燃料化施設の中間報告に対しての検証、

この中には私は三つのまちの責任があると思っております。一つは、細かい話はもう皆さん出

ていると思いますので、さまざまな課題が発生した時点での契約の見直し等々がまず行われな

かったということが一つまちの大きな責任がある。 

それから、いろいろな議会質問の中で町側に対しての、議会側からの質問に対しての説明責

任、これがまず大きな二つ目の要因になっていると思います。 

もう一つは、議会質問の中でも、このバイオマス燃料化施設をよい方向へ持っていこうとし

ながら町民参加、町民が協力して、このバイオマス燃料化施設をよい方向にというか、持って

いこうといういろんな議会懇談会等々の中でも出ていた、そういったことにもしっかり目を向

けてこなかったというか、これはあくまでクボタと町側の一つのプライドだったのかもしれな

いけれども、しっかりそういった部分についてまちの町民参加型のバイオマス燃料化施設を成

功させようという考え方に目を向けてこなかった。これが１番大きな、まちとクボタに対して

の責任が私はあるような気がします。いずれにしましても、私の考え方の中にはこの３点、ま

ちの責任とクボタの責任についての責任のあり方は、この３点にあると考えています。 

○委員長（ ） 今それぞれの委員さんからご意見がございましたけれども、またさ

らに何かつけ足して発言したいということがございますでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 結局、ずっと議論しているのだけれども、結果的には１回きちんとま

とめなければだめなのです。ということは、５月 28 日に検証の検証をやっているわけです。そ

れを１回すっかりまとめなければならない。その中で、あの検証の中で、私は先ほど白崎副町

長は責任の取り方はこの場では言えないと言うけれども、だけどこの場で言わなかったら責任

の取り方はいつまでたってもこの議論は終わらないのです。私は少なくてもこの責任を求めて

いるわけだから。私は前にも言っているけれども、何も犯人探しをするとか、責任をつめさせ

るとかそういうことを言っているわけではないです。少なくても、まちを預かることは町民の

幸せが第一なのです。町民のためにやっているわけだから。そして財政効果もある、これは町

民の幸せのためにやったのです。ところがやってみたら失敗したのです。少なくても１万 1,000

トンつくって 6,300 万円売却すると言ったのが、もう先につまって 7,000 トン以上しかはっき

り言ってできないですね。これ以上つくろうとしたらどんどん逆ざやになっていくのです。も

っともっとごみを買わなくてはいけないから。だからやはり私はもうこの去年 6,150、ことし

は目標が 7,000 トンですね。これ以上はもう無理だと思います。ですからこのバイオマスの頭

は決まったのです。7,000 トン以上は無理だと。そうすれば 7,000 トン以上は無理なのだから、

もうとどのつまりにいってしまったわけです。ですから私はこの責任を、ここまでの責任をき

ちんとしなかったら、何も犯人探しや責任探しをしているのではないです。しかし町民の、今

白老の財政も大変なのです。その、これは上薬です。上乗せ。町民サービスも低下していく、

そういう責任もこのバイオマスにあるのです。ですから私は、今白崎副町長が、町長と副町長
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というよりもこの町の幹部、この責任がきちんとしなかったら、このやつは終わらないのです。

だから私は前から言っているけれども、１回ごめんなさいときちんと謝れと、私は前から言っ

ているのは、そこを言っていたのです。ですから、これを今言わないでいつ言うのということ

にはならないのです。やはり、せっかくこの委員会きちんと開いているわけだから。それから、

この自治基本条例の中の第 16 条にもあります。議会の責任というのもあるし、行政の責任とい

うのもあるのです。これは白老町の憲法だと言ってきているのです。今の町長も言っています。

そのことからいくと、町民にきちんとした説明責任、それから議会の。後からあるのだけれど

も、その責任はやはりこの委員会でやらないでいつやるのですか。この委員会、その責任が終

わったら、それから先ほど吉谷委員が言ったこの次の段階に入るのです。このけじめが、きち

んとこの責任をしなかったらいつまでたっても終わらないのです。私は絶対認めないと前に言

いましたね。この責任をきちんと終わらせなかったら。ですから、いつやるといっても、きょ

うもちょっと西田委員長と話をしたら、大体この検証はこの辺で終わって、きょうあたりで終

わって、この定例会で中間報告をしたいのだと、こう言っているのです。中間報告をしたいと

言っても、今もう定例会の日程決まっていますね。それに合わせていくといったら、この中間

報告するのにまちがきちんとした責任の取り方をしなかったら中間報告できないでしょう。だ

から急がなくてはだめなのです。急ぐというよりも、はっきりしなかったら。中間報告も何も

できない。その前に進まないのです、けじめをつけなかったら。この基本条例、もちろんまち

の憲法だと今の町長は言っています。きちんと書いています。きちんと町民の説明責任をしな

ければならない。この基本自治条例にならって答えてください。これにのっとって。 

○委員長（ ） 今まで町側の責任ということでいろいろ意見を述べさせていただき

ました。私のほうからも一つ言わせていただきます。やはり今回私が委員長としまして１番困

ったと思いましたのが、やはり情報の少なさということです。今回委員会を開くに当たってさ

まざまな情報をいただきましたけれども、それまでの議員活動をしている中で非常に情報が少

なかったと。それで、今回特に担当課のほうで情報収集し、委員会に出すに当たっても非常に

苦労されているのが正直言ってそのように申しわけないという気持ちも若干ありました。しか

しながら、委員会ですので、議会でございますので、そこは非常に皆さんに努力していただき

ましたけれども、今まで町側と議会側が非常に意志の疎通が、この部分に関して弱かったので

はないか。情報公開が足りなかったのではないか。やはり自治基本条例にのっとって、今ほど

松田委員も言いましたけれども、情報の共有というものの考え方が非常に足りなかったのでは

ないか。この自治基本条例は平成 19 年ですか、18 年ですか、設けられたものであって、また

町民の責任、議会の責任、そして町側の責任というものも明確にされています。そこの中で、

やはり町民も議会も正しく判断するためには、正しい情報が必要だったのではないかと。そう

いう部分できちんとした情報を町民に提示してこなかったということが非常に多かったのでは

ないかと。それによって、この事業自体に対する正しい考え方、見方、そういうものがどうし

ても足りなくなってきたと私は感じています。今回の責任の中で、やはり何度か先ほども委員

の中から出ておりますけれども、議会に対する答弁、委員会に対する答弁、それが非常に違っ
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ていたということは、つまり議会から町民に発信する情報も間違ったものになっていた。この

責任は非常に大きいのではないかと思っております。以上のことを踏まえまして、できました

ら私といたしまして、中間報告の形で、一応町側のほうにもきちんとした答弁を一度いただい

て、どのようなお考え方をされるのか、町側の答弁を求めます。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今回、今案件といいますか、取り扱っているのは責任ということで

ございますけれども、私先ほど答弁をしたのは、今まで自分の発言の中も踏まえながら答弁さ

せてもらいましたけれども、一つにはこの事業そのものを実施する上での意義といいますか、

こういうことについてはやはりそれなりの、いわゆる環境の問題とか、それから経費の問題と

か含めて意義のある事業だということで進めさせてもらっています。これについては、今もっ

てそう思っていますけれども、その事業そのものの目的ということが。ただ、その目的を達成

する過程の中で、やはり当初計画してきたとおりにいかなくて、いわゆる先ほどの言いますと、

処理経費の削減が当初目標から大きく乖離しているということで、そういうものがなぜそうい

うふうになったのかというような原因を含めて、それでは行政の責任があると。ですから、１

回目の会議の中の冒頭にお話ししましたけれども、この事業がスムーズにいかないで、いわゆ

る持ち出しとなっている経費が年々膨らんでいると。それに対して議会、あるいは町民に対し

ては大変申しわけないというような気持ちで今の事業の推移を見守っています。今後について

は、いわゆる改善委員会の中で少しでも当初の目標に近づけるというような手法を検討してま

いりたい、そういう中で方向性を見つけていくということで、今現在取り組んでいますという

ようなお話をします。そういうような中でずっと答弁してきています。先ほどの松田委員さん

のご質問の中で、責任問題の取り方云々これまで言えないという意図は、きょう責任をどうす

るのだと言って、きょうこの場でこうします、ああしますというふうな形の責任の答弁の答え

を持ち合わせていますというか、答えるということにはならないというようなお話をしました。

後半に言ったのは、やはり行政としてもスムーズにいっていないということに対しての責任は

当然ありますというようなお話をさせてもらいましたし、当然そういう中では、先ほど責任の

取り方と言いましたけれども、度合いとか、どういう形でとか、どういう方法でとか、それか

らどういう時期にとか、それは総合的に判断させてもらいますというように答えました。とい

うことは、この場でということは、きょうのこの場でそれではどうするの、ああするのという

ふうにはすぐの答えにはなりませんということを先ほど申し上げましたので、これは十分自分

たちのほうも行政としての責任の取り方といいますか、それについては十分考えていきたいと

いうふうに思って、現在この場で答えられるのはそこまでです。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今白崎副町長が言った、バイオマス事業は意義のある事業なのだと。

これはしょっちゅう言いますね。意義があるからやったのだろうと。しかし、登別と共同処理

をしていたときの 10年計画、平成 12年にした計画は白老の負担は１億 9,000万円なのですね。

この 26 年までずっと。計画です。それが 21 年の１億 7,200 万円です。ですから、計画より２
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億 2,000 万円減っているのです。この登別共同処理、白老が 28％出して共同処理しますといっ

た、参加したとき、参加というよりも入れてもらったときに、このときの登別市と白老町の長

期計画、15 年の計画が１億 9,000 万円なのです。ずっと。１億 9,000 万円あれば十分やれると

いう計画。それは計画というのは普通どんどんふえていくのも計画かもしれないけれども、や

はり行政がやるのはむしろ減ってくる計画。もっともっと改革をして、行革をして、減らして

いく計画が私は普通の計画だと思うのです。そのことからいくと、先ほど意義があると言った

けれども、私は登別市のやってきた計画がものすごく意義があると思っています。そちらのほ

うが。なぜかというと、今から 10 年前の計画が、今度 23 年度でも１億 9,000 万円で終わるの

だったのです。ところが１億 7,000 万円、2,000 万円減っているのです。登別の計画のほうが

すばらしい計画でしょう。白老は１億 900 万円でやるというのが４年目に２億 100 万円です。

倍なのです。これに意義がありますか。登別市の計画のほうがずっと意義があるでしょう。考

え方の違いなのだから。そうなっているので調べてください。そして、なおかつ１億 7,000 万

円が 4,500 万円になるのだと。町民にです。登別の負担が 4,500 万円になる。だからすばらし

い、このバイオマス事業なのだと。これが意義のある事業ですか。私は、白崎副町長を責める

のではないです。意義があると言うから、意義がありますか。 

○委員長（ ） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 事業そのものを説明した段階での、これは中間報告でも書いていま

すけれども、バイオマス燃料化の事業の目的というようなことで先ほど来ありましたけれども、

大枠で分けて４点ほどありましたけれども、いう中ではいわゆるＣＯ2 の削減、リサイクル率、

それから最終処分場の延命、それと今も言われましたけれども経費の削減という、ありました

と。今後段で松田委員が言われているのは経費の部分のことですけれども、やはり事業全体を

考えたときに環境社会への影響ということも含めてＣＯ2 の削減だと、あるいはごみをごみで

燃やすのではなくてリサイクルして燃料化しましょうと。それから、現実問題、処分場が数年

で満杯になると。それも延命しましょうと。そういうことをすべて押さえた中での事業の意義

はあるというような説明をさせて、今までもきていますし、そういう意味で私は言っています

ので、１点だけとらえてどちらが数値がよかったのだ、悪かったのだという論点ではなくて、

全体を見ての事業の目的は意義があるだろうというようなことでは今までも説明させてもらっ

ていますし、先ほどもそういう意味で言わせてもらいました。 

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時１７分 

                                         

再開 午後 ３時３０分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

今までいろいろなご意見がございましたけれども、ほかに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） 今までいろいろ議論したし、行政側、白崎副町長の言葉からいくと責
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任は取るのだと。ただ、今ここできちんとしたことは、白崎副町長、１番大事なのはまちが責

任を取る。こういうことが責任を取りますと言っています。ただ、まちが責任を取るだけだっ

たら町民全部の責任になるのです。まちが責任を取るという言葉は、それで終わるのだったら

町民全部の責任ということです。まちが責任取るということは、町民が責任あるということ。

だからここは大事なことなのです。町民の責任は。このクボタに責任が本当にないのだ。これ

も大体、今までの議論からいくと町側はそう思っているようです。私はクボタにも責任がある

と思っているから、今の北海道町村会の弁護士のこの法的解釈、これからいくとクボタの責任

は問えないと言っています。そして、まちの責任だと。まちの責任だというのは、町民の責任

ですから。ここのところきちんと整理していただきたい。 

それから、ではまちの責任だということは、そのまちの誰の責任かということなのです。私

が言っているのは。まちの責任はわかりました。ではまちの誰の責任だと。このことを私は明

確に、その責任の所在というか、誰の責任か。まちの責任はわかりました。誰の責任なのか。

このことを明確にして、それなりの明確にする時期というか、誰かと相談もあるでしょう。こ

こで最高責任者はいないわけですから。ですから、先般戸田町長にも１回出てもらったらと私

が言ったのは、実際問題そこにあったのです。それでなかったらこの中間報告も何もできない

のです。だから、もう１回白崎副町長に言っておきますが、まちの責任というのは町民全部の

責任だと。この辺の見解はどう考えますか。この辺の見解を聞いておきたいと思います。 

○委員長（ ） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今言われた部分のまちの責任が町民の責任だということに対しても

う少し具体的に。私はまちの責任だという部分で、表現としてそういうことを言ったり、それ

から行政の責任だという表現もしたりというふうに自分でこのときはこう使いわけているとい

うことではないものだから、自分のほうの言葉として白老町の責任だと、まちの責任だという

のは行政の立場で答えているので行政の責任だというふうに思っているのですけれども、今の

松田委員の言われたまちの責任イコール町民の責任という意味合いの言葉の、もう少し具体的

にこういう意味なのだというふうに言ってください。十分解釈できない部分があるので。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 何も難しいことではないです。この白老のまちは１万 9,000 人みんな

のまちなのです。それから、この事業をやるといったのは、まちのトップに町民は責任を任せ

たのです。ですから、トップが失敗したことは町民も責任があるのです。対外的に見ると。こ

のまちの中でいけばそれは気づかないかもしれません。まちの中で一緒に住んでいるのだから。

みんな役場を指さして、あれの責任だと言うかもしれない。だけれども、それを選んだのは町

民なのだから、まちの責任というのは町民の責任なのです。苫小牧のまちからこちらを見ると、

まちの責任というのは町民の責任なのです。その町民の責任は何をかぶるかといったら、余分

なお金を使われれば町民サービスを、自分の望むことができないですね。そちらにお金を使う

わけだから。これも町民の責任なのです。それで、そこで終わらせるのか、いやいやこのバイ

オマス事業は議会も賛成をしたのではないかと。議会も賛成したということは議会も責任があ
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るのだと。前飴谷町長が財政改革、財政が破綻するときに議会にも責任があると随分言いまし

たね。恐らく私だけではないですか、議会に責任はないと言ったのは。飴谷前町長に向かって。

あなたの責任だと言ったのです。だけれども、今このバイオマス事業が、先ほどから言ってい

るこれだけの町民負担、今ここで新聞もあるけれども財政がすごく厳しいですね。貯金がゼロ

とかいっています。この貯金が 500 万円足りないというけれども、ことしバイオマス１億円損

するのです、出すのです。この 500 万円にならないでしょう。9,500 万円余るでしょう。こう

いう解釈だってできるのです。だから、大切なことは、町民の責任ということは大きな意味が

あるのだというのは、そのことで言ったのです。それから、議会にも責任もあります。これか

ら議会の責任の部分は、今もう１回私は最後に言うつもりです。 

○委員長（ ） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 答弁にならないかもしれませんけれども、もう少し具体的にという

ことはどういう意図かというのは、やはり行政が事業を執行するときに、いわゆる行政判断で

事業を執行します。そのことを議会に相談するということは、議会に事業の説明と、それから

その事業を執行するためにかかる経費の説明をして、議決をいただいて事業を執行します。そ

ういう中では、町の責任イコール町民の責任というよりも、町の責任イコールではなくて町民

に対して町は責任があるのだというふうに思っていたものですから、そういうような先ほどの

問いになりました。あわせて、今の説明の中で議会の責任という言葉が出ましたけれども、や

はり私も先ほどの町の責任イコール町民の責任という間に、言っていただけるなら議会にも責

任という議会という言葉も入ってしかるべきかというふうに思っていたものですから、表現と

してはやはりそういうことでいえば町の責任、そして議会も責任、そしてそれが町民に対して

責任があるのだというふうに私は思っています。いわゆるそういうことの、行政が事業を執行

するときには当然誰のという云々という具体的な答えではないですけれども、やはり執行権者

といいますか、法律的な言葉の答弁になってしまいますけれども、やはり執行権者の当然責任

だというふうには思いますし、それを、具体的に事業を進めるのは職員ですけれども、執行権

者、最高責任者というのは時の執行権者と、当然のことだというふうには私は理解しています。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私は今の白崎副町長の答弁は全部受け入れるわけにはいきません。私

が先ほど３点指摘したのは、行政の責任だということで指摘をしているのです。いいですか。

0.35％も、再契約を結ばなかったことも、議会に対して虚偽の答弁をしたことも、そこが議会

のチェック機能を阻害したのです。議会のチェック機能を阻害したのです。議会の果たす役割

というのは何なのかということで考えたら、そこのところがきちんと出ていればそうならなか

ったのです。だから私は何度も言っていますでしょう。私は同じことをこの３点で、行政側の

政治責任があるのだということを言っているのです。私が言っているのは。だから私はそうい

うふうにはならない。なぜか、そこのところが出ていれば議論は変わった方向に必ず行ってい

ます。それはもう確信を持って、私自身がそう思います。0.35 が出ていれば今のような議会の

議論には絶対になりません。ならなかったです。初めから出ていれば、0.35 で契約結んでいて、
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1.0 から 1.88 出ていたらそんな今のような議論になりますか。私は行政の責任というのは、議

会と行政の関係での責任というのはそこにあるのだということを言っているのです。だからそ

の３点のことを言っているでしょう。議会で違う答弁を行政はしているわけです。そこが議会

のチェック機能を阻害したのです。だから私は行政の責任はそこにあるのだということを言っ

ているのです。それだけは私は違います。そこは。それだけはきちんと言っておきます。 

○委員長（ ） 私のほうからも、やはり大渕委員の今の意見に賛成いたします。先

ほど、非常に議会に対しての情報が少なかった。議会は自治基本条例にのっておりますように、

行政側と情報を共有することによって正しいチェック機能が働くわけですから、ここのところ

を私たちが情報のない中でどうやって判断してきたのか、そのことについては私も大渕委員と

同様の意見であります。そこで議会側も同じように責任があると。もしあるとするなら一体そ

れは情報取れなかった議会側の責任なのでしょうか。その辺をお伺いしてみたいと思います。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 前段で大渕委員さんが言われた行政の責任の部分の議会のチェック

機能云々というのは、先ほど何点か責任あるという大渕委員さんの言われたことに対しては、

私のほうも全然異論はなくて、そのとおりということでずっときました。自分の説明が十分で

なかったのかと思いますけれども、今大渕委員さんが言われた部分はそのとおりだというふう

に思っています。先ほど言った町の責任、あわせて議会の責任というのは、町民に対してやは

りそういうことの経緯でいってしまったということに対しては、議会もやはりそれなりの責任

という、町とあわせて、そういう議会のチェック機能ということでの責任というのは。ただ、

チェックができなかったのだという、その過程の中で情報も正確な情報ではなかった。あるい

は、そういうような情報が入っていなかった。だからチェックができなかったという原因はあ

りますので、そこの部分についてはやはり町の責任ということでいえば、そのとおりだという

ふうには思います。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もちろんこれで審議があれば、審議をもっともっとすべきだと思いま

す。ただ、前回松田委員が出された 10 項目に対する答弁がまだ６項目残っているわけです。そ

れで、これは整理をして報告をするというふうになっていますね。ですから、そのときそうい

う経過もありますので、そこの答弁はかなり重要な部分も含まれていると思います。残ってい

る６項目の答弁は。ですから、その答弁と同時に一定限度の、少なくてもまだ皆さんの意見を

もっと聞いていただいて構いません。構わないけれども、方向としてはそういう中できょうの

議論、議会側の意見も含めて十分町側に検討してもらうというような形でいくと。もちろん今

疑問があることは、質疑で残っていることはどんどんやっても構わないけれども、方向づけと

しては、やはりもうそういうような方向づけまできているのではないかというふうに思います。

そういうところを十分考慮に入れて審議を継続していただきたいというふうに思います。 

○委員長（ ） 今大渕委員のほうからこのようなご意見が出されましたけれども、

委員の皆様それでよろしいでしょうか。 
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松田委員。 

○委員（松田謙吾君） その議論はそれでいいと思います。 

それからもう一つは、町が先ほどから言っている、いつ頃きちんとした責任の取り方をする

のか。このことをきちんとしていただきたい。 

それから、議会の責任と言ったこと、私は少し議事録調査してみました。建設厚生常任委員

会所管事務調査、これは７月９日から 23 日、８月６日、それから９日、22 日、きょうとなっ

ております。次世代グリーンサービスから始まって、ごみを確保して販売することによる大き

な財政効果を掲げ、本格稼働し３年が経過したバイオマス事業がいまだ当初目標に達せず、そ

の原因や対応事業に対する主々指摘してきた議会の委員会として、これはしっかり調査して報

告するということが責務であります。それで、17 年の 11 月７日、８日の産業建設常任委員会、

これはこの事業の始まりです。この事業が始まるのに委員会をやっているのですが、私はここ

のところが議会に少し責任があるのではないかと思っています。次世代グリーンサービスの取

り組み実施主体は、白老町産業連携地域活性化検討会、株式会社白老清掃社が事務局となって

設置した。まちは側面から支援などに積極的に取り組む必要がある。これが委員会報告なので

す。要は、この産業活性化委員会、この次世代グリーンビジネスをやろうとした。まちを積極

的に支援しなさいとこう言ったのは議会なのです。この議会報告を町民に報告しているのです。 

それからもう一つは、また固形燃料については一般廃棄物の場合は新たな施設整備への投資

が必要だと。この事業を促すような委員会報告、この事業はすばらしい事業だから新たな施設

整備の投資をしなさいと、これが委員会報告なのです。 

それからもう一つは、19 年の２月５日、産業建設常任委員会の報告、議会だよりの 119 号に

書いてあります。次世代グリーンサービスについて、４億を超えるごみ処理経費がかかってい

る。さらに 22 年ごろ新たな処分場の建設を要する。ごみ処理の残渣量を最小限にする必要があ

るので新たな技術手法の導入が必要。要は、このバイオマスをしなさいとしているのです。そ

して今回選択した利活用技術は、生成物を乾燥するのに施設等のコスト削減が図られる。これ

は委員会です。委員会がこれをやるとコスト削減が図られる。また、回収ごみの分別に要する

コストの削減もされる。いうなれば、ごみを集める車の、あの回収のコストも下がるのだと。

何も下がっていません。今８千何百万円かかっています。これを削減でき、実証試験の結果は

塩素濃度以外、受け入れ基準に適合した。議会もこの塩素濃度 0.35 わかっているのです。適合

したと言っているのだから。このときです。 

それからもう一つは、残渣率は２％程度でさらに削減可能だと。いうなれば、ごみの灰が減

るからこれも大きな効果があるのだとこう報告しています。そして、実証試験の結果は塩素濃

度受け入れ基準に適合した。残渣は２％でさらに削減される。それから、バイオマスタウン構

想は他自治体に先行したすばらしい発想なのだと。これは議会が言っているのです。また、ご

みの固形燃料化は全国的に見ても例がなく、すばらしい技術だと、だからやりなさいと、こう

いう議会は行政を促しているのです。私は、だから議会もこういうことからいくと多少責任は

あるだろうと。これで私は今議会の報告を読んだのです。ですから私は、この議会の産業建設
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常任委員会所管事務調査としてまとめ、行政や町民に報告した次世代グリーンサービスが約３

年半経過して、まちは失敗を認め、責任を認め、この事業のありさまを議会の役割として、責

務として、町民に整理報告する責務がある。この委員会はです。ですから、きちんとしなくて

はだめだと言っているのです。それから、それでもう一つついでだから言うけど、議事録を精

査する限り、議会は行政の言いなりになり、議会のチェック機能を十分に果たしていると言え

るのか。この委員会の検証をあいまいにすることがあれば、私は町民の信頼を失うと、こう思

っております。そこで私の提案なのですが、白老町自治基本条例議会権限第 16 条、議会は執行

機関に対する調査や、調査請求等の権限の監視の権限を有する。議会としての監査請求、地方

自治法 92 条の２、議会に与えられた権限であるから、その行使にあたって議会がその旨を決議

し、議会は監査請求をすべきだと私はそう思うのですが、西田委員長に伺います。どのように

諮るか、委員会の皆さんにお聞きしていただきたいと思っているのです。 

○委員長（ ） 白老町の自治基本条例第 16 条によって、議会の権限というところで

執行機関に対する調査や、調査請求権の監視の権限を有していると。つまり、監査請求を求め

られましたけれども、委員の皆様はいかがお考えでしょうか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。監査請求は、それは要件を満たすことがきっとあると思う

のです。ちょっと今そこはわかりませんけれども。その要件を満たしているかどうかがまず大

切だと思うのです。要件が全く満たせない状況の中で監査請求をするということは多分できな

いのではないかと。私はそういう考え方を持っています。それで、監査を請求する要件、そう

いうものがどうなっているのか。またその要件の中身、何を監査請求の対象にして、何も根拠

がなくてやるというわけにはいかないと思うのです。ですから、そういうことをきちんと調べ

て、そしてその上でこういう中身であれば監査請求ができますという、ちょっと私はそこわか

らないから、そこのところを調べていただきたいというふうに思います。そのことがなければ、

監査請求しても、これは議会の行う監査委員に対する監査請求だとしたら、それは請求要件が

ちゃんと整わなければだめなはずです。ですから、そこのところちょっと調べてください。 

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時５４分 

                                                                               

再開 午後 ４時０７分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

休憩中に事務局のほうから、今松田委員から提案されました内容について簡単に説明をいた

だきましたけれども、松田委員のほうから出されましたこういう問題に対しまして皆さんどの

ようにお考えでしょうか。今町側の行政の責任についていろいろお話を伺っているのですけれ

ども、そこの中で監査請求もというご意見も出てまいりましたけれども、皆さんそれぞれどの

ようなお考えなのかご意見をいただければと思っております。 

松田委員。 
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○委員（松田謙吾君） 間違わないでほしいのだけれども、私は監査すべきと思うと言ったの

です。だめだったら、だめなはずだから。だから、委員長に皆さんに伺ってという言葉をちゃ

んと使いましたね。 

○委員長（ ） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。問題は、提出をするとしたらその根拠が必要なのです。き

ちんとした根拠が。監査請求をしたけど監査委員のところで却下されたなんてことになると、

これは一般的にたくさんあるのです。例えば住民監査請求なんかも監査請求をしても要件満た

していなかったらだめですとなりますから、その要件を満たしているような中身まできちんと

つめてやらないとだめだと私は思いますので、そこら辺が、法的な根拠を含めてきちんとして

おく必要があるだろうということで先ほど言ったのです。監査請求できるということははっき

りしていますから。ただ、何でもかんでもできるか、疑問があるからやるというのはだめです

から。これはだめですから。根拠があってやることだから。そこら辺のところがつめられるか

どうかということがちょっとどういうふうにするのかというふうに思っているということです。 

○委員長（ ） 大渕委員から今のようなご意見いただきましたけど、ほかの委員さ

んはいかがでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 監査請求については地方自治法の中でも認められていることですから、

今大渕委員が言われたとおりだと思います。ただ、いずれにしてもその根拠、また目的を今こ

こで議論するわけにはいかないですね。当然今はできないです。監査請求という名目だけは議

会の責任として、また議会の権利としてあるわけだけれども、でも何のためにやるのかという

ことがここで今議論できないでしょう。それは、例えば一つの方向性として、議会の権利とし

てあるわけですから、議会の取りまとめの中でその監査請求に向けての議論がこの後できるの

かどうか。それを含めて皆さんとお話をしたらいいのではないでしょうか。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 監査請求の理由はたくさんありますね。例えば 0.35 の問題もあるし、

それから８億円の消えた問題もあるし、８億円があると言ったのにないのも問題でしょう。こ

れも疑問でしょう。それから、先ほどから大渕委員が言っている、0.35 がすべてで、これをき

ちんとしなかったら、この大きな問題にならなかったのだと。これも監査請求する根拠です。

根拠はいっぱいあります。私は 10 も 20 も根拠があると思います。全部根拠なのです。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 監査請求のお話については、松田委員からのご指摘もあったとお

り議会の権利なり、今回大事な大きな課題を抱えている事業に対してきちんと責任として追求

していくと、そういうことについては理解できます。ただ、監査請求のそもそもの要求の目的

だとか、あるいは不当行為だとか、その違法行為に対しての何かそういう根拠があって請求す

るものであって、原因をさらに追究するためということであれば所管事務調査の継続調査もほ

ぼ話が進んでいるわけですから、こういったような監査請求が本当に今ご指摘いただいた原因
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をさらに徹底的に明らかにしていくということの方法としてふさわしいかどうかはまず議論が

まだ必要だと思います。さらに、私は今回バイオマス事業の議決にかかわっていないですけれ

ども、ただ現職の議員である以上、責任はあると思っています。そういう立場からいって、ま

ず今回行政に対しても大きな計画との乖離があるのは間違いないのは事実ですけれども、それ

が明らかになったということが、一つこれは一定の説明責任だと思っています。これは、これ

までの経緯にかかわった議員の議論を見ても明らかです。ことしの５月になって初めて明らか

になった事実が数々あったということ。さらに資料請求をしていますけど、これだけの資料に

なるのです。これだけの資料を、西田委員長もおっしゃったとおり、もうかなりの時間をかけ

て築きあげているのです。これは、私は一定評価しています。こうやってきちんと問題点を明

らかにしていく、こういう取り組みが私はまず、まだまだできる。まだ、今監査請求という形

でなくてもできるのではないかということと、あともう一つ、最もやはり私は大きな、今現職

として大きな責任であると思うのは、これからバイオマス施設がもっと３億 8,000 万円ではな

くて、それが３億 7,000 万円でもいいから、1,000 万円でも１円でも、どれだけ安定して稼動

していけるか英知を結集して考えていく時期ではないかと思うのです。なので、過去の責任問

題を明らかにするということを大事だと思っています。それは理解していただきたいのです。

ただ、それと同時に大事なのは今後のあり方、やはりここの部分を非常に今これから考えてい

かなければいけない。もう検討委員会も 10 月に中間報告が出る。そういって来年の１月に確か

答申が出ますね。こんな大事な状況にあって、その労力を私としては、まずその検討委員会の

ほうで安定稼動を、どれだけ安定稼動を計画に近づけることができるのか、それを見極めてか

らでも私は遅くないと思っています。 

○委員長（ ） 及川委員いかがですか。 

○委員（及川 保君） 今松田委員のほうから出されている監査請求なのですけれども、私は

この中間報告をどのように、この９月の本会議の中で今労力を重ねてやってきた、この建設厚

生常任委員会の中間報告が非常に大きな今後のバイオマス燃料化施設の方向性を示す大きな役

割を果たすのではないかと私は思っているのです。今別の中で町側は改善委員会で進めていま

すけれども、私はこの常任委員会が示す中間報告というのは非常に大きな意味を持つだろうと

いうふうに思っているのです。ですから、監査請求はまた別の、いずれにしても本会議の中で

議決される案件ですから、それは別の方向できちんと、中間報告とは切り離してやるべきだと

思います。でなければ、これはまたずっと続いて中間報告もされないまま、また定例会 12 月会

議にという話になってしまうと、もう全然時期が逸してしまうような、逆に私はいってしまう

のではないかというふうに危惧しておりますので、その方向で委員長に取り計らいを進めてほ

しいというふうに思います。 

○委員長（ ） 吉谷委員いかがでしょうか。 

○委員（吉谷一孝君） 私も及川委員と同じ意見です。ここまでみんなで時間を使っていろい

ろ議論も進めてきましたし、逆にいうと議会側の意見を検討委員会の中にも示して、議会の意

見というのも今後の事業の中に取り入れてもらいたいというのが私の思いなので、私も及川委
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員と同じような形で進めるべきだというふうに考えます。 

○委員長（ ） 今皆さん方からご意見を伺いましたけれども、監査という一つの請

求、監査ということも一つの大事な方法ではあると。それに対しては全員同じ考え方であると。

ただ、今は委員会の中でまずは町側の責任についてきちんと検証し、それを中間報告すべきと。

そういうふうに私は受け取らせていただきましたけれども、それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ ） 松田委員それでよろしいでしょうか。 

○委員（松田謙吾君） いいです。私の意見ですから。自由に話をしてください。 

○委員長（ ） このような形で委員会のほうの意見も随分煮詰まってまいりまして、

最終的に町側がどのような判断を示されるのか。先ほど、総合的に考えて行政としての責任も

示していきたいというふうにおっしゃっていましたけれども、今回私ども委員会としましては、

これで終了してしまうのか、また継続するのかというのは今後の協議ということになりますの

で、その前に町側としまして、この責任に対して議員の皆さん方からたくさんいただいた責任

に対しての取る時期というのですか、それを示す時期というものをある程度明確にしていただ

きたいと思います。それによって私ども委員会もきちんとした報告が出せると思いますので、

その辺をお伺いしてみたいと思います。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今の西田委員長の発言の中でのご質問は、行政が責任を取る時期を

今明確にしてほしいという質問ですか。先ほども言いましたとおり、やはり行政の責任、当然

こういうふうにうまく、うまくといいますか、当初計画から数字的に乖離して町の経費も上が

っていっているというような現状を踏まえれば、行政としての責任がありますと。それで、そ

の行政のほうの責任の中で、いわゆるどの程度の取り方、取り方と言ったら悪いですけど、ど

ういうような度合いに、責任になるのか。取り方になるのか。あるいは、責任の取る時期、こ

れについては先ほども委員長の言葉にも言っておりましたけれども、私が言った部分としては

総合的に判断したいというようなことで、前段で言いましたとおり、今この場所でそれではこ

の時期にですとか、ああですというような、きょうのタイミングの中ではちょっと答弁は控え

させてもらいたいというふうに思います。 

○委員長（ ） 今白崎副町長のほうから、委員の皆さん方からは責任の内容につい

て云々というお話はございませんでしたけれども、行政としていつ頃、どのような形でという

ことに対しては、きょうははっきり言えないということでしたけれど、このような形で終わら

せていただいてよろしいでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この中間報告の審査ということであれば、ある程度の議論が尽くされ

て建設厚生常任委員会としての取りまとめということになれば、あとはもう今までの議会議論、

皆さんの意見を、ある程度はもう何点かに重要な問題、責任については絞られてきていると考

えますので、あとは議会、建設厚生常任委員会の中で行政に対してどういったものを求めてい
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くのかというちゃんとした報告は建設厚生常任委員会の中でやるべきだと。ここで幾ら答えを

求めたところで答えなんか出てこないでしょう。今までの議論の中では。ですから、これは建

設厚生常任委員会としての意見をしっかり行政に向けて発信することが大事だと私は考えます。 

○委員長（ ） そのような意見が出ましたけれども、委員会として取りまとめさせ

ていただく、それでよろしいでしょうか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。もしそうだとしたら、松田委員が質問をして、６点まだ答

弁をもらっていないでしょう。それはきちんともらわないとだめです。それをもらわないでや

るものだから、また次にこの問題が起きるとなるのです。だから、きちんと議論をし尽くした

というふうには、実際に答弁、先ほど求めたのにもかかわらず、この次と言っていたからこの

次なのだけど、今回は答弁もらえないというふうになっていたから、それはわかっているわけ

だから、それはそれでいいのだけども、そういうことはきちんとやらなければだめです。やっ

た上で今氏家委員が言われたように、ここでもうないということでまとめる、議員だけでまと

めるというのは構わないと思うけど、そこのところをやり残してしまうとだめです。そこはき

ちんとやりましょう。それだけやって、みんながないと言ったらその後でもいいでしょう。私

はそういうふうにやらないとだめだと思います。そこは。松田委員がいいと言うならいいです。

私はもう答弁いらないと言うならいいけど、そんなことにはならないでしょう。 

○委員長（ ） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど私が言ったのは、西田委員長が行政側のそういったいろいろな

これからの時期的なもの、責任の取り方の時期的なものが見えないと取りまとめができないと

いう話が、ちょっと私はそういうふうに感じたものだから、先ほどそういうふうに言わせても

らっただけで、今までの議論の尽くした、このまま次に持ち越して答弁を求めているものもあ

るとすれば、そういったものを集約した中で、あとは議会側の中でもって取りまとめをしてい

かなければならない。行政側に幾ら答えを求めたところで、それは出てくるものではないだろ

うと思うので、その時点の話をしたまでです。 

○委員長（ ） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さん言われているとおりだと思いますので、あと問題なのは正副委

員長、私どもも含めてやはり中間報告すべきだと思うのです。しなければいけない。このまま

またずるずる引っ張ってはいけないと思うのです。ですから、今松田委員のほうから出されて

いる答弁を待っても出ませんね。後から出ると言っているのですけれども、今回の９月会議の

中できちんと報告できるような、中間報告をこの建設厚生常任委員会ができる形をいかにつく

るかということは町側の答弁の時期がまた問題になってくると思うので、そのあたりをお聞き

してもらって対応するしかないですね。私はそう思います。 

○委員長（ ） ９月会議の前までにもう１回行うのか、それとも松田委員の問題も

含めてという部分もございますので、町側はいつごろの予定になりますでしょうか。 

暫時休憩をいたします。 
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休憩 午後 ４時２６分 

                                         

再開 午後 ４時４０分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

今休憩中に次回の日程ならびに委員会でのまとめについての意見を出させていただきました。

次回は９月３日１時半より委員会を再開させていただきます。そのときには松田委員から出さ

れた質問に対しましての答弁、町側のほうは２時半から出席ということですけれども、そのと

きによろしくお願いいたします。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 委員会報告でも議会だよりに書くわけでしょう。あの程度では町民は

納得できないと思うのです。いい、悪いの納得ではないです。どんな経過でどうなってバイオ

マスがどうだと、これまでやったのだから、やはり特集みたいなものをつくって出すべきだと

思うのです。ただの委員会報告だけでは、議会だよりだけでは全然わからないのではないです

か。町民は短かすぎて理解できないのではないですか。もっと長くなるのではないですか。私

はそう思うのです。 

○委員長（ ） 中間報告についてでしょうか。それとも全部終わってからというこ

とでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 中間報告だからいいです。いずれにしろこれだけやったのをやはりわ

かりやすく町民に伝えるには特集ぐらいのをつくって出すべきだと思うのです。それは私の考

えです。意見です。 

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時４２分 

                                         

再開 午後 ４時４２分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

松田委員のほうから今広報について特集を組んでやったほうがいいのではないかというご意

見がありましたけれども、ちょうどここに広報の委員長もいらっしゃいますけれどもいかがで

しょうか。このことについても次回どうしたらいいのかということも含めて一緒に議論させて

いただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

松田議員。 

○委員（松田謙吾君） よろしいです。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。松田委員の指摘というのは、やはり町民にきちんと理

解していただくということで、それと今回の常任委員会の調査が非常に重要だという認識だと

思うのです。私も同感です。ただ、これは議会だよりの扱いについてはやはり広報広聴常任委
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員会の所管になりますので、その中で委員が重なっている部分が相当数あるのですけれども、

委員長を中心としたそちらで話し合うべきだと思います。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それは、広報は関係ないと思います。この委員会で決めることだから。

特集を出すかどうかは、広報と関係ないと思います。委員会がだめだったら出されないわけだ

から。委員会で決めればいいだけです。広報が決める問題ではないと思います。 

○委員長（ ） このことにつきまして、経費も含めまして、また紙面の関係もあり

ますし、事務局のほうでその辺も次回のときまでにちょっと調べていただいて議論させていた

だきたいと思います。 

ほかにご意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） なければ、本日の建設厚生常任委員会、バイオマス燃料化施設につ

いての所管事務調査を終了いたします。  

（午後 ４時３４分）  


