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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 ９月 ３日（木曜日） 

開  会  午後 １時３３分 

閉  会  午後 ４時１８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      議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    白 崎 浩 司 君 

     生 活 福 祉 部 長    須 田 健 一 君 

     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     生活環境課主査    湯 浅 昌 晃 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書 記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（ 君） ただいまより建設厚生常任委員会を開会いたします。  

（午後 １時３３分）  

                                         

○委員長（ 君） 本日の議題は、バイオマス燃料化施設についてです。今まで行われ

てきましたバイオマス燃料化施設の問題点、さまざまなものが上げられてまいりましたけど、

それにつきまして最終的な委員会としての報告、そういうものをまとめていきたいと思います。 

まず、中間報告ということでしてはいかがかということで、今回皆さんからご意見をいただ

くのですけれども、今まで出されてきた総括的な考え方、そういう中で委員の皆さん方が今是

非言っておきたいというようなことあがったら言っていただいて、それをとりまとめていきた

いと思うのですけれども、その前に進め方として委員さん方、何か意見とかございますか。町

の担当者のほうは２時半からまいりますので、その前に大体１時間くらいでまとめていただい

て、足りない分ありましたらそのときに町側のほうに説明を求めて、またそれももし必要とあ

れば中間報告の中に入れさせていただくという形になっております。よろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 １時３５分  

                                         

再開 午後 １時３６分  

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

バイオマス燃料化事業の課題に関する検証というか報告、今まで皆さん方から出された意見

といいますのは、今回町が出された検証報告、中間報告というのですか、それによりますと、

趣旨として、本格稼働から３年たちまして、いまだに当初目標の固形燃料の生産に達していな

いと。１点目として収入不足。２点目、余剰生成物の発生。３点目、保証期間の責任取扱問題。

これらの問題整理のため原因、対応策などその経緯の検証結果をまとめて、役場側から報告さ

れて、当委員会としましてもこれを中心に議論をしてまいりました。まず、バイオマス燃料化

の目的、こういうのが何点か出されて、またパンフレットを通しまして多くの町民の方々にこ

の事業というのは非常に価値があると。環境にやさしく負担が少ない、資源循環型産業廃棄物

処理施設として平成 19 年３月に事業化が決定したわけです。ただ、この本格稼働後に発生した

課題につきまして、１、固形燃料の目標生産量に達しなかった原因。２点目、目標生産量に達

しなかったことから収入不足となったこと。３点目、余剰生成物が発生したこと。４点目、保

証期間の取り扱いについての問題。５点目、行政の議会や町民に対する説明の差異があったこ

と。６番目、副資材を集められなかった責任。７点目にこの機能改善工事が果たしてよかった

のかどうかという、これらの問題を出されたと思います。 

そして、この中からさらに建設工事の発注仕様書、そこの中に 19 年８月に提示されたものが、
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計画ごみ質、塩素濃度 0.35％と設定されていたと。品質基準値は 0.3％と標示されていたと。

この塩素濃度の設定根拠として、ごみ処理施設整備の計画、設計要綱、全国都市清掃会議所発

行の分析値を参考に行ったと。それで白老町が 0.35％と設定したと。しかしながらクボタが行

ったごみ質濃度の実証実験の結果、工事計画締結後 19 年 12 月から４月にかけて行ったもので

は、塩素濃度は 0.42％から 1.88％であったと。白老町のごみ質塩素濃度試験結果は平均的に約

１％であると。ここにおいて問題点として浮かび上がってきたことが、まちの責任として稼働

前にごみ質塩素濃度再試験結果。これまで白老町側から議会に報告されてこなかった。また、

町はなぜこの問題が発覚したときに仕様書の条件変更をしなかったのか。３年後の平成 24 年５

月 28 日に白老町議会に報告されるまで放置されてきたという問題があります。２つ目に、計画

ごみの 0.35％の変更をせずに、ただしこの必要性を認めながら、議会に報告をしてこなかった

し、また塩素濃度が高いことを認識しながら、ごみ分別の必要性の検討やクボタに対する技術

的解決方法の提示より議会への説明がなされなかった責任。また、これらに対しまして、副資

材による塩分濃度の低減を提示し、副資材はまちが集めるとして安定供給できなかった。また

行われなかった責任というものが出てまいりました。これらのことからクボタの責任はなかっ

たのかという問題点になりまして、企業のモラル、そういうものがなかったのか。計画どおり

固形燃料を生産できるプラントとして稼働できていない現在、実際はこれらの技術提案を公募

して発注仕様書を認め、工事契約を締結しながら、まちに経済的負担を与えた企業としての責

任はなかったのか。などが議員さんの中から上げられました。またさらに、クボタが実際に日

本環境衛生センターに依頼して、廃棄物処理技術の検証結果概要書の中、平成 21 年 10 月の報

告書の実用化に際しての留意事項の中に、そうしたごみ、固形燃料に塩素分は 0.65 から 1.18％

であった。塩素濃度が比較的高いため、ごみ固形燃料の利用先条件を十分に把握する必要があ

ったと。このように書かれていながら、なぜ白老町に対して技術的な提案をしなかったのかと

いう点が主な課題であったかと思います。 

そして今委員会は、これらの問題を踏まえまして、過去の責任問題と真正面から向き合い、

真摯に今まで議論を重ねてきた結果、何点かの責任についての意見がありました。前飴谷町長

及び当時の執行部の判断ミス、瑕疵責任は明らかであったと。財政困難の一端となったバイオ

マス事業を押し進め、町民に迷惑をかけた前飴谷町長及び執行責任者に対して謝罪を求めなけ

ればならない。２点目は、議会は前町長の判断ミス、瑕疵責任を当時見抜けなかった。このこ

とは町民に対して説明責任を果たしてこなかった批判は免れなく、深く謝罪しなければならな

いのではないかということ。３点目は、現町長は前事業を引き継いだものであるが、行政の最

高責任者として何らかの責任を示すことが求められるのではないか。以上のようなことが話し

合われてきたのではないかと、過去の委員会の議事録の中から大体そのようなことをピックア

ップしてきたのですけれども、これでお間違えございませんでしょうか。足りないなと思われ

る委員さんいらっしゃいましたら、是非議論をして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。委員長の今のお話、一定の今までの経過についてのご
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説明の中で、内容というか、手続や過去６回の振り返った部分については、ローテについては

同じだと思います。前回の所管事務調査の中でもまとめがありましたけれども、その中ではま

ず仕様書 0.35％の問題、塩素濃度ですね。次、再契約しなかった問題。副資材調達の問題。そ

して機能改善の問題。さらに松田委員のほうから計画段階での効果の見通しについて差異があ

るのではないかという議論が前回は続いていたと思います。その効果見通し。そして説明責任

の問題。それは町民の皆様、議会に対してということがずっと繰り広げられてきたという部分

については同意します。ただ、その責任の所在について、まだ町側の責任の部分や受注企業に

対しての責任について深くいろいろと今議論が交わされている段階であって、責任の問題につ

いては今前町長のお名前も出ていたのですけれども、そこまでまだ到達していない段階ではな

かったかなと自分は認識していました。 

○委員長（ ） このような発言ですけれども、今までの議事録を精査してこのよう

な意見がありましたよというように述べたのであって、これはまだまとめてはございませんの

で、そういう意見がありましたと。それに対して今のところ違いますよという特に反論もなか

ったので、大体こういうようなお話でしたけどという話だけです。もし違うのであれば、違う

というような形でこれからお話をしていかなければいけないのではないかと思います。こうい

う議論がされましたと、意見が出されましたと。  

広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。まず内容、項目について、議論のローテについて、委

員長の説明のとおりだと思います。ただ、その責任が当時の理事者や前町長にあるというとこ

ろまではいっていなかったというふうに感じています。議論の中であったのは、やはり町側の

責任、行政。町の責任ということは町民の責任にもなり兼ねないと。なので、本当の責任はど

ういうところにあるのかというと、やはり執行していく立場の行政のほうの責任として答弁す

るということを副町長のほうもおっしゃっていたので、その行政がどこの責任になるのかとい

う部分については、まだ議論交わされている最中だったと。だから、個人の名前が今初めて出

たというように感じました。  

○委員長（ ） 今そのようなご意見ございましたけれども、私も現戸田町長という

ふうに分けて書きましたのは、やはり前町長と現町長というだけではちょっと混乱しやすいか

なと思ったものですからお名前を入れました。前町長については、はっきりと名前出ています

けれども、今の町長に対しての戸田町長という名前ではしっかり名前は出ていません。  

以上でございます。  

松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今の議論とはちょっと違うのですが、はっきりさせて一番わかりやす

い資料があるのです。資料というか今までの町が。それは、19 年の８月号、町広報の。それか

ら 21 年３月の議会だよりの町民説明、これを提出していただきたい。これにほぼ網羅されてい

るのです、バイオマス問題町側の説明が。ですから、ここに提出していただきたいと思います。

そうしたらわかりやすいのです、何であろうが。あれにすべて書いてあるから。それと現状を
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比べればはっきりするから、それを提出してほしいと思います。 

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 １時４９分  

                                         

再開 午後 ２時３４分  

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

行政側のほうから副町長及び部長、課長皆さんおいでいただきました。まず、行政側のほう

から報告することがございましたら。  

須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 最初に、これまでのご質問の中でご回答していなかった、松

田委員のほうからあった６点の説明と議事録の提出の中での提出できない理由等についての説

明を先にさせていただきたいと思います。まず、松田委員の６点の質問事項の未回答部分につ

いて、きょうちょっと関連ございますので、環境と産業の連携次世代型グリーンビジネスの政

策化というこのペーパー３枚ものをお配りしてございますので、あわせて説明をしながらご回

答をしていきたというふうに思ってございます。  

○委員長（ ） 済みません。最初に 2005 年 11 月 7 日と書いていますけど、これは

平成何年でしょうか。まずそこからお願します。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今お配りした資料は、平成 17 年 11 月７日に産業建設常任委

員会での説明資料として使ったものでございます。それにつきまして、本日お配りさせていた

だいたのは、松田委員のほうからご質問があったこの６点の内容についてご説明させていただ

いたのが、このときと 11 月７日ということになりますので、関連ございまして、その当時委員

会におられた委員もいらっしゃいますが、あらかたの委員さんはいなかったと思いますので、

改めてちょっとペーパーをご説明する中で言っていることがわからなかったりするかと思いま

すので、一応お出しさせていただいたということでございます。 

○委員長（ ） それでは、説明願います。  

須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） それでは、松田委員からの６つの質問のご回答についてご説

明させていただきます。まず６つの質問事項ですが、１点は循環資源を活用した環境ビジネス

の創出という点。２点目が自然資源を活用した農業ビジネスの創出と。３点目が第３商港区の

活用による新たな物流体制の確立。４点目が廃棄物の循環資源化による財政健全化の確立。５

点目が地域独自の環境ビジネスの創出。６点目が有機性資源以外の資源化の確立ということで、

６つ整理してございます。これにつきまして、先ほどもちょっとお話ししましたが、平成 17

年 11 月７日に環境と産業の連携ということで、次世代型グリーンビジネスの政策化ということ

で、町のほうから委員会のほうに説明をさせていただいてございます。その辺の流れを先にご

説明させていただきたいと思います。まず、次世代型のグリーンビジネスについては、国の政

策の推進として北海道経済産業局で北海道グリーンビジネス振興プログラムというものを平成
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15 年６月に策定しておりまして、地域の民、産、学、官の連携を構築して環境と経済の両立か

らもたらされるビジネスチャンスによる具体的な行動を展開しておりました。その中で白老町

においても企業関係団体を中心として、白老町産業連携地域活性化検討会が設立して、その取

り組みについてさまざまな検討がされてございます。それにつきましては、資料の４ページ目

以降に検討会の名簿ついてございますが、それらのメンバーとあと大学の先生と北海道と白老

町がアドバイザーという形で検討がされていたということでございます。その検討されている

中で、その検討会が北海道グリーンビジネス振興プログラムのサブプログラムの中にグリーン

ビジネス推進ネットワークということで地域拠点としても位置づけられていたということでご

ざいます。その検討会等内容を次世代型グリーンビジネスの政策化として、今後町の政策化し

ていく上で町から説明を行っていたということでございます。この中で松田委員のほうからご

質問があった６点に関して、町のほうでその中で説明されているということでございます。検

討会は基本的にはバイオマスの資源利活用として産業廃棄物の固形燃料の製造と有機質堆肥の

製造、軽油代替燃料の製造の３点の利活用の方法と事業計画を進めていくということで、主と

しては検討されてございました。その中で、そういった事業を進めていくに当たって事業の取

り組みに期待される効果、または中期目標項目として６点ご質問があった内容を説明している

ものであります。以上の経過から説明がされたということでございます。その中に委員会のほ

うのご意見いただいて産業廃棄物の固形燃料の製造化ということで検討されてございましたが、

その中で町の一般家庭のごみも燃料化していくという背景の中で、今のバイオマス燃料化の事

業が立ち上がってきたということになってございます。 

その中で、まず１点目の環境資源を活用した環境ビジネスの創出というのは先ほどご説明も

してございますが、まず日本製紙のバイオマスボイラーで石炭の代替燃料の製造を行うことに

よって新たな環境ビジネスが創出されると。またちょっと関連しますが、第３商港区の活用に

よる新たな物流体制の確立をすることによって、それらを進めることによって、町外から産業

廃棄物を受け入れて燃料を製造していくと。そういうことになると第３商港区もリサイクルポ

ートとして位置づけができるのではないかということが当時の検討会の中で考えられていたと

いうことでございます。ただこの点につきましては、町が一般廃棄物の処理施設として建設し

て行っていくということの中でいけば、当時の委員会の中でも町外から産廃を持ってくるとい

うのはいかがなものかということも議論されている中で、町の事業として進めるということも

あって、今現在としてはこのリサイクルポートとしての位置づけはなかなか難しい現状になっ

ているというのが実情でございます。また、有機質の堆肥化につきましては、これも環境ビジ

ネスとして、これも幾つかの６点の質問の項目の中に自然資源を活用したとか地域独自の環境

ビジネスの創出だとかという点と重なり合うのですが、その辺も含めて、まず有機質の堆肥化

については、畜産業、農業から出る牛ふん、それから鶏の飼育から出る鶏ふん、これらともう

１つはダイエットクック等から出る大量の野菜くず等を堆肥化してビジネスにつなげていこう

ということで、新たな農業展開をできるのではないかということが１つありました。その中で、

基本はまず畜産の廃棄物についてはおのおのが堆肥化していくということで、鶏ふんについて
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は業者が堆肥化して肥料として販売していくというようなことで今現在取り組まれています。

牛ふんについては各施設、農家で国からの補助金をいただいて堆肥化施設を使って、今自己処

理またはどこかに売却しているというような実情になっていると。そのようなことから、基本

的にはそれを活用して新たな農業へという話は現在進んでいないような状況になっているとい

うことです。その大きな要因は、食品加工残渣を使って循環させていくという考え方の中で、

それは同じくバイオマス燃料化施設で固形燃料に変えるという発展もあったことから、今現在

堆肥化という道が先に進んでいないという状況にございます。 

次、若干重複する面あるかと思いますが、自然資源を活用した農業ビジネスの創出というこ

とで、これは松田委員のほうから虎杖浜でそういう計画があったのではないかと。それはどう

なっているのですかということもあわせてご説明したいと思いますが、これについては温泉水

の利用を図りハウス栽培等を主体として有機農業の展開ができるのではないかと。その有機農

産物を地元のダイエットクックとかに供給してシステムを確立していくことによって、新たな

農業ビジネスができるのではないかという考え方だったということでございます。実際にこれ

は町の事業として行ってございませんが、検討会の中で実際に所有者とかそういう方とお話を

していたという状況は、私どものほうでも確認をしてございます。話の内容としては、４ヘク

タールほど借りて半分を新たなビジネスで有機農業の展開を行うと。もう半分はふるさと農園

として札幌だとかいろいろ白老町外から畑を利用していただいて、そうすると畑をつくりにい

らっしゃると帰りにたらこを買うだとかいろいろなことで流通してまちの経済の活性化になる

のではないかということで、検討会の中でこういうことも考えられるのではないかということ

で進めて、考え方が出ていたということでございます。これについては先ほど言ったとおり、

まず堆肥化ということを町内で行うということがなかなか、全部燃料化になるという話に変わ

りましたので、この辺もこの時点で話がそれ以上進んでいないという状況になってございます。 

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ということで、ここのときにこうい

う事業を進めていくことによって廃棄物処理経費を大幅に削減ができるのではないかというこ

とで、財政健全化に資する有効なシステムとしての位置づけができるのではないかということ

で町のほうから説明をしてございます。ただ、現状としてバイオマス燃料化施設、今問題で委

員会開かれてございますが、当然処理経費を削減できるような状況には現状としてなっていな

いということになります。 

あと２点ほどあるのですが、地域独自の環境ビジネスの創出ということで、もう１点は農業、

自然、産業をセットにした新たなビジネスというものが創出できないかということでございま

す。これにつきましては、１つは農地の観光農園化ということで、先ほどご説明したふるさと

農園的なものと観光を結びつけるという話と、もう１つは地域資源の温泉施設を利用すると。

ビニールハウス等を利用すると。あとは自然観賞をセットにしたグリーンツーリズムというの

ですか、こういったビジネスもできるのではないかということで考えられてございます。ただ、

自然観賞という取り組みについては、若干今例えばウヨロでサケの溯上だとか、またポロト湖

でカヌーを使っただとか、いくらかこれに近いような形での取り組みはされている状況は町内
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の中で現状としては見受けられますが、これらについては改めて何かを進めているかというこ

とになりますと、現状では特にないような状況になってございます。 

最後にもう１つ、有機性資源以外の循環資源確立ということで、これは有機だけではなく無

機もということのお話です。これについては当時検討委員会の中では日本製紙から発生する燃

えがら、フライアッシュ等を循環資源として位置づけて、白老や他の地域で利活用できないか

ということの取り組みを進めることによって、エコタウンと、白老町がエコのまちみたいな、

そういうイメージができあがるのではないかというようなことでご説明をさせていただいたと

いうことでございます。このほかご説明していた中では、軽油代替燃料については天ぷら油等

家庭から出る、これをＢＤＦ化するというのは白老油脂さんのほうで今やってございますので、

これはある程度確立がされたということで進んでいるという状況になります。これらにつきま

しては、直接バイオマス燃料化施設の効果というようなことではなく、まちの環境政策そのも

のとして検討会で進められていた事業を展開していくことによって、これらの効果が生まれて

くるのではないかというようなことでご説明をさせていただいていたということでございます。 

私のほうから６点についてご説明をさせていただきました。 

○委員長（ ） 竹田生活環境課長。  

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、引き続きクボタ環境サービスとの協議の経過につ

いて、今回文書公開、記録の公開に関してのご説明をしたいと思います。８月９日に所管事務

調査の中でクボタ環境サービスとの協議経過を一覧表で資料を出させてもらっています。その

資料の中にある交渉ごと、これの記録を提示してくださいという件についてです。ここに記載

されている交渉ごとに関しましては、収入の不足分の交渉、それから余剰生成物の発生の責任、

それから保証期間の延長などに対する記録がされている部分を一覧表にしているものでござい

ます。ここの部分につきましては、交渉ごとの方針、それから不確定な情報に当たることから、

白老町情報公開条例第７条の（５）に該当するということになります。（５）について読ませて

いただきます。「試験の問題及び採点基準、検査、取締まり、争訟の処理方針、入札の予定価格、

交渉の方針、不動産売買の計画、職員の身分取り扱いその他町または国等が行う事務事業に関

する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を失わせ、または当該事務事業

もしくは将来の同種の事務事業の公正もしくは円滑な運営に著しい障害が生ずると認められる

もの」この規定に該当することから、非公開とすることができる文書となりますので、ご理解

をいただきたいと思います。  

以上です。  

○委員長（ ） 今担当課のほうから前回の松田委員の質問に対しての回答と、情報

公開条例に基づいて協議記録を提示することができないという報告がありましたけど、質問の

回答のほうはよろしいでしょうか。  

松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 大変夢みたいな話の説明だったし、最初の説明のときに議員の皆さん

すばらしいなと言っていたのですよね。ある委員は博士的、論文的だと言っていました。それ
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ほどすばらしい説明だったのです、当初。そこからこのバイオマスが始まったのです。ただ、

今夢が実現できる、これにこしたことはないのだけど、ただ夢と今現実かけ離れすぎたものだ

から、例えばこの町広報、19 年８月号とそれから 21 年８月号これもそうなのです、これもみ

んな町民に夢を与えたのです。夢を与えたけれども、夢と現実が余りにもかけ離れたような理

解があるものですから、パンフレットも誰が見てもすばらしい、私だってすばらしいと思いま

した。でも、そのすばらしい夢と現実と余りにもかけ離れているものですから、今現状が。そ

れで質問をした。確かに今ご説明のとおりグリーンビジネスチャンスですから、みんな白老の

今の仕事場がほしいという町民の思いからすればすばらしいものだと思ったと思います。それ

と余りにも現実のかけ離れた現状を見ると、このグリーンビジネスというのが過大広告という

のか、過大なものであったなという思いがしたものだからお聞きしたのです。わかりました。 

○委員長（ ） ほかの委員さんからご意見、ご質問ございませんか。  

ないようでしたら私のほうから。協議記録の公開について、公文書の公開を請求する権利と

いうのは情報公開条例の中でございますけれども、第７条の５項でこれは公開できませんよと、

そういうふうに答弁されましたけれども、これは５番目のところでこの書類を公開することは

できないということの理由の１つとして、当該事務事業の目的を失う。２点目、もしくは将来

の同種の事務事業の公正もしくは円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるものとなって

いますよね。済みませんけれども、当該事務事業の目的を失わせるというのはどういう意味な

のでしょうか。２点目の将来の同種の事務事業の公正もしくは円滑な運営に著しい支障が生ず

るとはどういうことなのでしょうか。これは、はっきり言いまして、税金で賄われている事業

でございます。ですから、もし公開できないというのであれば、そのこともきちんとご説明を

お願いしたいと思います。  

須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 今委員長のほうからご質問あった非公開とすることができる

第７条（５）の、当該事務事業の目的を失わせ、当該事業の公正もしくは円滑な運営に著しい

支障が認められるものということでございます。先ほどもちょっとご説明しましたとおり、い

わゆる今提示してほしいと言われているものについては、交渉事項に関することであって、そ

の記録というのはこちらの一方的な記録に留まっているということが１つあります。また、こ

れら交渉事項が公表されることによって当然相手方の立場というものがございますので、それ

らによって事業に著しく支障が生じることも認められる場合が出てくるということです。  

現実にどういうことかというと、やり取りですから、当然いろんなやり取りしていますけど、

その中で相手が全部確認を取って、それを全部出していいと言ったらまた別ですけれども、交

渉事項ですからこちらからの一方的なお願い、向こうからの一方的な話もいろいろそのやり取

りをしながらやっていく中では、当然非公開すると。いろんな問題、相手方の会社の不利益に

なるとかいろんなそういう場合も出てくるということになりますので、基本的には何かしらの

障害が生まれる可能性が高いということで、ここに当てはまるというふうに考えてございます。 

○委員長（ ） それでは伺いますけれども、ここの５番目のところの何点か書いて
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いますよね。行政運営情報、今回の問題は行政運営情報でしょうか。２つ目に、試験の問題及

び採点基準、これは当てはまりませんね。検査、取締まり、争訟の処理方針、入札の予定価格、

交渉の方針、不動産売買の計画、職員の身分取り扱い、その他町または国などが行う事務事業

に関する情報、こういうふうに書かれていますよね。今言ったのは、この中のどれに合うので

すかということなのです。  

須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） この中でいけば交渉の方針というところに大方は当てはまる

のではないかというふうに考えてございます。  

○委員長（ ） 交渉の方針というふうに答弁いただきましたけれども、現在クボタ

とどのような形で交渉の方針が決まっているのかという内容について、それは公開できないと

いうのはわかりますけれども、過去においての協議記録については、もう既に協議されて実際

に今まできたわけですから、方針ではないと思うのですけれども。違うのでしょうか。  

白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 一字一句を論ずるのではなく、交渉の方針ですから、方針に基づい

て交渉した行為、それと先ほど言いましたけれども、この中でどれに該当するかというような

ことでいえば、町が行う事務事業に関する情報というようなことで、いわゆるこういう事務事

業の交渉あるいはいわゆる進出企業に対しての企業交渉等々も行政運営に関しての交渉を相手

側とやっているというようなことでは、過去に行ったことも含めて行政運営情報というような

ことで理解をしております。  

以上です。  

○委員長（ ） そういうことになりましたら、ここに書いています、公文書の公開

を請求する権利というのは載っていますけれども、実際には白老町の情報公開条例では、白老

町の行っている事務事業は一切公開できないというふうに理解してよろしいのでしょうか。  

白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 言葉ですべてがというのはケース・バイ・ケースということもあろ

うかと思いますけど、通常非公開とできる公文書という第７条で決められている項目が確かに

第７条に該当するかどうかという最終的な判断は、審議会の中でいわゆる公開ができないよと

いうことに対して不服申し立てをして審議会で審議するという方法はございます。  

以上です。  

○委員長（ ） ということは、私が先般申し上げました白老の自治基本条例にのっ

とった情報公開条例に基づき情報を出してくださいねと口頭で言ったのでしたら、今のような

答弁にしかならないと。もしきちんとしたものがあるのであれば、この委員会の中で議決をし、

そして議長名で情報公開条例に基づき出せるのか出せないのか、審査会で審査してもらうとい

うことでしょうか。  

白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 個別の事案は別にして、今言われた手続の話としてはそういうこと
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になります。  

○委員長（ ） わかりました。私は行政側にはっきりいいまして、委員会の皆さん

からもきちんと協議記録を出して見せてもらいたいという意見もありましたし、当然協議記録

がないというのもおかしいという意見も出ておりました。私は情報公開条例に基づき口頭でお

願いし、それにのっとってある程度公開していただけるのかなと思っておりました。しかしな

がら、本委員会で議決をし、なおかつ議長名で公開できるかできないかきちんと請求しなけれ

ばならないということになると、本当に私たち議会がいただける情報というのは少ないのだな

と、そのように感じております。前々回お願いしましたときにきちんと議決を取り、議長名で

情報公開の請求をすればよかったのかなと、今非常に後悔しております、委員長として。  

白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） ここに自分のほうで押さえている部分としては、情報公開条例とい

う条例の中で、いわゆる１つには、基本的には町の押さえている情報については情報を開示し

なさいよというのが基本の姿勢です。その中でやはりこういうものすべてがすべて全部公開と

いうことではなくて、こういう文書は公開しなくてもいいと、非公開とすることができる文書

だよということで条例にうたわれている分野に入る部分は、要するに私どもも非公開とさせて

いただくと。先ほど言いましたとおり、いろいろな障害といいますか、それによる影響があっ

ても困るということでの非公開をできる文書の項目が１号から７号まで書かれております。そ

ういう中で判断しますと、この部分については、やはり対外的に交渉事項ですので、その部分

は非公開とすることができるよというようなことなものですから、私どもはそのように判断い

たしました。ただ、そういう方法しかないのですかと言われましたので、ここにも書いている

とおり、不服申し立てという、そういう手続きというのはありますよということで、先ほどご

説明させていただきました。事案としてはケース・バイ・ケースでいろんな審議の考え方がケ

ースによってはあるろうかと思いますけれども、非公開にできる文書というようなことでは交

渉事項は当然入るのかなと思っていますので、私どもはそのように判断させていただきました。 

以上です。  

○委員長（ ） 私が聞いておりますのは、交渉事項ではなくて、ここに書いてある

交渉の方針です、非公開になる部分は。若干言葉じり取っているように思われるかもしれない

ですけれども、私は別に言葉じりに対して何だかんだ言いたいわけではなくて、やはり議会と

いうのはこういうものにのっとって情報公開、そういうものを求めているわけなのですから、

それをここの請求する権利等の中には交渉の方針とはっきり書いてあるのです。交渉事項とい

うことは一切書いていないのです。  

白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） そのことについては、先ほども答えたとおり、この言葉じりではな

いですけれども、交渉の方針というのは、こういう形でいきましょうねということで、それで

交渉するのですから、交渉事項というのはこれに入るというふうに解釈しております。  

○委員長（ ） 納得しませんけれども、そういうふうにおっしゃるのですからそう
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なのでしょう。もう１点よろしいですか。この情報公開条例の中で、前回いただきました資料

の中では平成 22 年からそれの協議の記録は何月何日誰が相手方で、町側は誰ですと、そういう

のがありました。ところがそれ以前の交渉記録がないということなのですよね、協議記録がな

い、存在しないと。そのような答弁をされていたのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 委員長のご質問にお答えしますけれども、８月９日に出した

一覧表の中の 22 年８月 27 日に交渉の場は開始されています。ここから交渉ごとが開始されて

いますので、そこから交渉ごとが 24 年６月ぐらいまでずらっと書いていますけれども、ここの

部分が交渉ごとで、これから前の年につきましては交渉ごととしての記録はないです。 

○委員長（ ） 暫時休憩します。  

休憩 午後 ３時１１分  

                                         

再開 午後 ３時１３分  

○委員長（ ） 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） 資料２の部分の記録のことでよかったと思うのですけれども、

ここの部分につきましては記録がありませんので、ないということで先回ご説明させていただ

いております。  

○委員長（ ） １番の経過についてということで、平成 19 年８月、それからその後

が平成 19 年 12 月から 20 年４月。平成 20 年４月から５月にかけてこの間で塩素対策の協議が

双方で行われ、副資材での希釈で対応することとしたと書いていますけれども、これの協議記

録がないということですね。 

２点目に、平成 20 年６月から７月までの間、一般廃棄物処理施設設置届の事前協議と届け出

に着手すると。これについても一切協議記録がないということですね。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず 20 年の４月から５月について塩素対策ということで、双

方で協議された部分についての協議記録というのはありません。 

それから次に、20 年６月から７月に一般廃棄物処理施設の届け出の事前協議等になりますけ

れども、この部分についての記録、打ち合わせ事項につきましては、記録としてはございます。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 20 年の６、７月の一般廃棄物処理施設設置届の事前協議の届

け出に着手するというところについては、一般廃棄物処理施設の設置届は書類を提出するのは

事前協議という名目で書類を提出しますので、何かお話し合いをやりとりするということでは

ないのです。ですから特別記録が残るものではありませんので、設置届出書をつくって道のほ

うに、振興局のほうに提出すること自体が事前協議として提出されるということでございます。

それらの中から、道のほうから何か質問事項があった場合は、町のほうからその書類、届け出
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を見て質問事項が返ってきますので、これに回答するというような仕組みになってございます

ので、基本的にここの部分については町側のほうに記録は、質問が来たものは残っているけど、

それ以外の道と口頭でやり取りをした事項については特に協議録は残していないということで

ございます。 

○委員長（ ） 平成 20 年６月から７月にかけてはそういうことだと理解いたしまし

た。しかしながら平成 20 年４月から５月に対しての副資材での希薄で対応することとしたと。

この協議は双方で行われていたにもかかわらず協議記録がないというのは、白老町の自治基本

条例、これの情報公開第５条、ここにちょっと違うのではないかと思うのです。第５条の２に

町は町が保有する情報を統一した基準により管理し保存しますと。これについてはどのように

お考えでしょうか。これは平成 19 年１月から施行されています。今の協議は平成 20 年の４月

からです。当然、この白老の自治基本条例でもうでき上がった後の話ですよね。それについて

はどのようにお考えでしょうか。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 協議記録が残っていないということは、情報公開で書類を求

められると、当然書類が不存在ですよという通知を申し上げることになろうかと思います。そ

の場合、請求された側から協議記録を作成しなかったことの違法性というのは問われる可能性

はあるかと思います。そういった場合は訴訟に発展するとかいうケースになる場合もある。た

だ、現実として今我々のほうでご説明したところの書類については、協議記録は不存在だとい

うことでございます。  

○委員長（ ） 協議記録が不存在ということで、私先ほど申し上げましたように、

この委員会でそのときはたまたま議長がいらっしゃいませんでしたけれども、この委員全員が

是非出してほしいというような、反対意見もございませんでしたので私は全員賛成だと思って

おります。そうしましたら、議決されたとして議長名で出した場合に、ここの今の言った場所、

平成 20 年からの協議記録がないということをやはり正式な形でそちらのほうが答弁しなけれ

ばならなくなるのではないかと思ったから正式な手続きを取らないでお願いしたわけなのです

けれども、それについても正式な形で書類をやはり提出するように手続きをと取ればよかった

のでしょうか。非常に私は残念だなと、そのとき取ればよかったかなと、今後悔しております。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 確かに言われるとおりだと思います。私どもも協議記録がな

いというのは甚だ残念だとは思いますが、残されていないことは事実としてお答えしなければ

いけないかなということで、ございませんということです。ですから、これをないものをある

ようにつくるだとかそういったこともできませんし、ないものはないと。ですから、委員長が

おっしゃられたとおり私たちも残念というふうに思っていますし、今後やはりそういうことが

ないように事務を進めていかなければならないというふうに我々認識しております。  

○委員長（ ） ほかに委員さんでご意見ございませんでしょうか。  

氏家委員。  
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○委員（氏家裕治君） 質問ではないです。僕は委員長の言われたとおりだと思います。こう

した塩素対策、一般入札ではないですから、提案型として、そして北海道が進めるグリーンビ

ジネスの一環として白老町がやってきた。確かに白老町としては、素人かもしれないけれども、

提案されたクボタ環境サービスからの多分いろいろな協議があったと思うのです。こういう進

め方でいいのかどうかということも含めて。これは一般競争入札での工事の発注、その中で日

報の提出の中にも当然あるわけですよね。何か課題があれば、町と協議をして進めていくとい

うやり方が。でも書類がないということであれば、これはいくらクボタに何か責任あるように

こちらが思っていても、それはあくまで感情論でしかなくて、すべてそれは町の責任になって

しまうのです。そこをしっかり認識をしていただかなければいけないと思うのです。だから、

あくまでこの常任委員会の中で、今後取りまとめの中で話し合われる町の一番大きな責任だと

僕は思っています。こういった書類がないということが。ですから、そこだけはしっかり認識

をしてもらいたいと思います。ないものに関してここで何を言ってもしようがないので。  

○委員長（ ） 広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。今氏家委員がお話しされたように、今回クボタ、受注

者との交渉の記録を求めたのは、それはやはり企業側に責任があるのかないのかを含めて、責

任を明らかにすることによって、当時の町側の考え方がある意味クボタとのやり取りの中で、

こういう経緯だったのかと理解をするために必要だったということであって、これは町側にと

ってもこの会議録があること自体でかなり違ったと思うのです。残念ながら、今氏家委員のお

っしゃるとおりで、ないということであれば仕方がないので、そうしたら結果的に承認をした

町側の責任ですねとならざるを得ない。そういった部分があるので、できればその会議録は開

示してほしいという要請を行ったということで理解をしていただきたいです。今回今後の進め

方なのですけど、今説明にお見えになる前に、こちらの委員同士の間で話し合い、今回の中間

報告についての方向性について話をしてきていました。それについて仕様書の 0.35％からごみ

質が 1.2％だったにもかかわらず再契約が行われていなかったことに対する問題、副資材調達

の問題、機能改善の問題、そして計画段階での効果の見通し、かなり経済効果を含めた見通し

が適正だったかどうかという問題と説明責任。町民側、議会側、そしてそこに差異があったの

ではないかという部分。これについて議論も尽くしてきたというお話があったと思うのです。

ですので、まとめ方として、まずこれまでの取り組み経緯を明らかにした上で、今の私のほう

でまとめさせていただいたような論点で検証してきた結果まとめると。そして、最後にやはり

こういった点についての行政としての責任の所在についてきちんと明らかにする必要があった

のではないかという話が、今いらっしゃる前にあったのです。その話を中心に進めていったほ

うがいいのではないかと考えたのですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（ ） それに対しての質問ですか。  

広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 補足します。まず、クボタとのやり取りについては先ほどお話し

したとおりです。それとは別に、今後の進め方について委員の皆様に私の考えをお諮りしたの
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です。話が変わるので、中間報告のまとめに向かってこういうような形でまとめていけばいい

のではないかと考えたものですから、それについてご提案したということです、委員の皆様に

対して。  

○委員長（ ） 済みません。今のは行政に対しての質問ではないですね。今後ので

すね。最後の行政の責任はどうすべきなのかというようなところは別に、そこは行政のほうか

ら答弁はいらないですか。ほかの委員さんはご意見ございませんか。最後になりますので、及

川委員いかがでしょうか。  

及川委員。  

○委員（及川 保君） 委員長、先ほど氏家委員のところもありましたけれども、今この所管

事務調査でいろいろと議論された中で、やはりクボタとの関係というのは非常に大きいのです。

今記録が、資料２の最後に書いていますけれども、当時の双方の担当者に確認したところ記録

は取っていないと、部長のほうからも改めてその報告があったのですけれども、ここが一番肝

心なはずなのに、さらにもう１つは議会の中でかなり平成 20 年４月から５月、それから６月か

ら７月となっていますけれども、この時点でかなり議論をされているのです、本会議の中でも。

この 0.35 というのはまったく出てきていないのです、説明の中にも答弁の中にも。これは町の

責任は非常に大きいと思っています、私自身は。今これから検討委員会やってどうするかと決

まっていくのだろうけれども、私はこの所管事務調査をやっている委員会としては、今月の本

会議ある中できちんとやはり中間報告すべきだと、この間の委員会でも申し上げているのです

けれども、今委員長が進められている、さらに平成 22 年以降の取り組んできたクボタとの話し

合い。これは開示できないというようなこともわかりました、今。いろいろ理由づけ、非公開

としてとらえましたということなのだけれども、非常に情けないなというのは、一番大事なと

ころがまったく記録がないと。これは一体まちは何をやっていたのだと、この大騒ぎしている

状況の中で。もうちょっと待ってくれ、もうちょっと待ってくれという中でのこの事業の推進

だったのです、実は。町民の中でもいろんな意見が出ていたのです。厳しい意見も当時既にあ

りました。そういう状況を町はどういうふうにとらえていたのですか。本当に情けない。今申

しわけないと町長も謝ったのですけれども、事実としてとらえて謝ったのですけれども、謝っ

て済むような簡単な状況ではないです、当時からの状況、本会議の中の状況。所管事務調査の

中での経過説明含めて。さらに町民に対する説明はまったくなされていないです、まともに。

こんな状況、副町長どんなふうにとらえていますか。我々も今回の中間報告にすべきだと。さ

らにきちんと９月以降も、中間報告した後も私はきちんと経過を見ていくべきだと、こういう

考えでいるのですけれども、副町長この状況をどのようにとらえておりますか。もう町側との

関係は最後だと思うのです。あとは委員会でやるしかないのですから。 

○委員長（ ） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 今のご質問の前に、私最後の、所管事務調査何回か開いていただい

た中で、やはりこの委員会の開催の冒頭にいわゆる中間報告のことを含めて、その事業が当初

の計画どおりではなくスムーズにいっていないと、そういうことと、それプラス経費が非常に
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かかってきていると。逆に言うと財政を圧迫している状況なのだというようなことから、非常

に責任も重く感じていますし、それから町民に、議会に対しても非常に申しわけなくお詫び申

し上げますというような話から所管事務調査入りました。その間にもいろいろなご指摘の事務

手法、あるいは説明責任、それと当時の話し合いの経過を踏まえてご指摘がいろいろございま

した。私も最終的な総括といいますか、この会議の最後にそういうことを含めて一言発言をさ

せてもらおうかなというようには思っておりました。たまたま今及川委員のほうからご質問が

ありましたので、この場でまた重複しますけれども、そういうことに対してお詫び申し上げた

いなというふうに思っています。 

冒頭お話ししたとおり、そういう中での町の取り扱いが、やはりクボタと交渉する中では町

の考え方と事業者との考え方に若干乖離があって、町の主張がなかなか受け入れられなかった

というようなことも含めて、やはりそういう交渉ごと、それから裏づけを持った交渉ごととい

いますか、そういうものについては何回お話をしたとしても進まない状況であれば、もう少し

厳しい対応を取っていくべきだったのかなというふうに思っております。そういうことを踏ま

えてこれからどうするかということがこれから問題になってくるのだろうなというふうに思っ

ていますし、これから姿勢が私たちに問われる責任なのかなと十分認識しておりますので、今

改善計画を、策定委員会を開催させていただいておりますけれども、そういう中で本当にこの

事業がどういう位置づけで、どういうような事業がいわゆる成功に一歩でも近づけるのかと。

この会議の中でも何回も議論になりましたけれども、当初の計画の１万 1,000 トンは無理だろ

うと。逆に逆ざやにならないようにして、町もこれ以上財政を圧迫させないようにするには、

現時点ではどこがベストなのかということを、またそういうことも押さえながら議会のほうに

はご相談をさせていただいて進めていきたいというふうに思っています。 

説明責任の話もありました。私どもも町民に対しても説明ということではご心配をかけてい

ますし、そういう意味では現状までの経過と、それからこれからどういうような形で進めてい

きたいというようなことを方針が出た段階では十分各地域に出向いて説明を申し上げたいとい

うふうに思います。それと、責任の所在の話がありました。いろいろな条件の中で今どう責任

を、何度もお話ししていますけれども、そこの責任の取り方、それと責任を取るタイミング、

それらについては十分私どもも理事者としてもこれから協議していきたいと思っています。や

はり事業を遂行する上で、理事者をある程度の、言葉誤解されたら困りますけれども、こうい

うような事業をすれば町にとって大事なのだとか、町にとって将来の事業として必要なのだと

いうのは、これは町の理事者としては考えるのは当たり前だと思っています。ただ、その中で

はリスクもあるというふうには思っています。そういう中で法的責任、あるいは上手くいかな

かったところの責任というのは、どういうような形で責任を取るのが一番ベストなのかといい

ますか、ベストと言ったら言葉あれですけれども、どういう取り方が取れるのかというような

ことも十分私どもも考えていかなければだめだなというふうに思っております。まだ、もし言

い足りないところがございましたら、また追加してご説明申し上げたいと思いますし、お話を

させてもらいたいというふうに思っています。とりあえず今及川委員さんのご質問に対しては、
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以上説明をさせていただきます。 

○委員長（ ） 吉谷委員は特にご質問ございませんか。  

○委員（吉谷一孝君） ありません。  

○委員長（ ） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今白崎副町長の話で本当に大分わかりました。理解できるお話があり

ました。私は残念なのは、行政としてこの仕事が残念なのは、普通行政がものを確保して販売

する。この姿勢が間違っていたのです。となれば、よその牧場に子牛を飼って大きくして発想

と同じなのです。大きくなれば儲けるという発想だったのです、簡単に言うと。ここが間違い

だったなと思います。そして、自治体というのは、第三セクターというのをつくって、ものを

つくって販売するというのは随分ありますよね、人間からいろいろ含めて。農業から含めて。

これは第三セクターと別会社つくって、それで失敗した実例はいっぱいあります、全国で。こ

の白老だって。なぜ私が責任問題と言っているのかというのは、先ほどちょっと話あったので

すが、工業団地だってつくってみたらやはり半分売れなくて借金背負いました。町立病院だっ

て町民の健康のためにやっているのだけども、結果的にはもう繰り入れ 60 億円ぐらいしている。

あれつくってから累計で確かしているはずです、私の計算では。24 年度だって３億 8,000 万円

くらいになるのですから。だから、損したとか何とかと言っているのではない、損したのは仕

方がない。ただ、私が言いたいのは、覚悟して販売するのだったら、私はこの事業説明のとき

最初に言った言葉は、なぜ大昭和製紙、あの当時、日本製紙に任せて工場つくってもらって、

ごみを供給するようにしてもらったほうがいいのではないのと言ったのは、自治体の発想とい

うのはそうあるべきだなと思ったものだから、最初に言った言葉なのです。だけども、加工し

て販売すると。結果的には、ずっと議論されている８億円の効果あるし、15 年で。それから、

17 億円かかっているやつが、ここに書いてあるとおり 4,500 万円で終わると、こういうやはり

町民に説明しているわけです。こういうことからいくと、先ほど行政の責任は重いのだと町長

みずから言ったけれども、そういうことはやはりことの始まりだったのです。 

だから、始めるときは間違いなく前町長も絶対うまくいくのだと、絶対という言葉も使って

いますよね。だけども、むしろ第三セクター、今まで他の自治体、日本全国の自治体がやって

きたような第三セクター方式でやればまだ。ということは、クボタがやるのだったらクボタに

工場をつくってやって、14 億円かけてつくってやって、ごみも供給して、クボタは損したかど

うか、これはクボタの責任のようなやり方にすれば、それが今までの第三セクターのやり方で

す。ここのところがちょっと当時のまちのトップの間違いはそこにあったなと。いつも指摘し

ているのはそこの部分なのです。ですから、これは間違いなくその部分では、こんなことは日

本では初めての事業かもしれないけど、こういうやり方も日本ではおそらく初めてではないか、

加工して売ったら儲けるのだという発想の仕方は。そういうことで、私は責任という言葉をい

つも使ってきたのは、そこの部分なのです、正直言って。でも、今までの検証がこれで終わり

ですから、この次これからこれはやめるわけにもいかないし、売るわけにもいかないし、続け

なければならないという１つの大きな問題があるし、副町長言ったように 7,000 トン、これが
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これよりできないのだと。このことをきちんと明確にして進めなければなりませんから、１つ

のけじめとして、それから議会もこうやっているのはけじめとしてやっているわけですから、

その辺十分ご理解をしていただきたいと思います。これが私の最後です、今まで話した。 

○委員長（ ） 須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 松田委員のほうからお話がありまして、私個人の考え方もち

ょっと入るかもしれませんが、バイオマス燃料化施設そのものは私も直前まで担当セクション

にいて、これから始めるのだなということは知ってございました。当然長い間廃棄物にかかわ

ってきたということもありまして、この燃料化施設が大昭和製紙以前、日本製紙に変わって、

それが施設を活用してというところについては、燃料化施設としては他で始めたＲＤＦ化等の

事業と比べて、やはりほかは施設をどこか別なところということで、供給にすごく問題があっ

て、今ほとんどそういう確立を持っていないところは事業が失敗して実際にやめたところもご

ざいます。ただ、白老町の場合は固定したところがあって、そこで確実にその企業が存続され

る限りはやっていけるというようなこともありまして、この燃料化施設は地球の環境対策を進

めていく中で、やはりすばらしい考え方だということで、当然実現性も高い施設だというふう

に考えてございました。それで、当初の考え方として、まず産業廃棄物を燃料化して、事業者

体で事業を進めていくという考え方が先ほどもお話ししたとおり初めあったと。その中で今度

廃棄物処理をあわせてやっていくということで、町が逆に燃料化施設を事業化して進めていく

ということの中では、やはり私は反省するところは、ごみ処理と燃料化というのは分けて説明

をすればよかったのかなということです。ですから、そういった意味では、説明をして効果も

あわせて、すべてそうですよね、計画の数値、それはやはり分けて進めるべきではなかったか

なと。燃料化施設ということではなくごみ処理施設として考えた場合については非常に今も大

変ほかの施設から比べればよろしいのかなと。ただ、いわゆるごみ処理というのは、一番お金

がかからないのは焼却して埋めるというのは一番お金がかからないのです。ただ、やはりそれ

では地球環境に必ずしもいいとはいえないということで、できるだけそういった資源をすぐ燃

やしたり埋めたりしないで、利活用して最終的には何らかの処分しなければいけないのですが、

そういう仕組みづくりというのが大切だという観点でいけば、この施設は非常に有効な施設で

はなかったかなということで、これからいろんなことを進めていく中で、また燃料化施設をこ

れからどうやっていくかによって、非常に今後のまちの将来に関係するという認識の中で、私

ども担当としては全力を上げてそこに取り組んでいくというふうに考えてございます。  

○委員長（ ） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私は質問という質問はある程度させてもらったので、確認です。まず

は先ほども言いましたけれども、施工品質管理の状況、現状に至る施工品質管理に至る現状。

こういった責任はまず町側にあるでしょうと。それから、３年経過した施設の現状責任。これ

は今の執行部に対して、現執行部が取らなければいけない責任というのは、町民説明です、僕

に言わせれば。町民説明をしっかりしていかなければいけないということ。この２つが一番大

きな町の行動、町民が求める行動ではないかと思います。  
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これからの方針については、僕は決してあきらめるわけではなくて、例えば効果額が当初８

億円ぐらいの効果額があったとしても、それはあくまでも効果額ですから、今の登別市に事業

委託していたときよりも、例えば新たな企業が白老町に生まれて経済効果があり、今後この施

設をどういうふうに進めていくのかということが、今回の改善検討委員会、そういった形の中

で進められることはこれからの責任の取り方だと私は思いますので、私の言いたいことは、こ

れからしっかり町民責任をどうやって果たしていくのかという、この３年間経過した現状を見

て。そして、これからの進め方についてどういう方向性で町民に対して説明をしていかなけれ

ばいけないのか、そこはしっかりと大きな町の責任だと私は考えています。早めに現状につい

ての責任、町民は本当に不安視していますので、そこはしっかり取っていっていただきたいな

と、そういうふうに思っています。  

○委員長（ ） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 質問といいますか、そういう考え方というのは今までも重複してい

る部分で、私どもも大変申しわけなく、重複する部分があるのですけれども、今言われたとお

りに、先ほどもお話したとおり町民に対しての説明責任といいますかその部分と、それから今

後どういうような方向でこの施設を運営していくのかと。その方向性、方針を定めた中で、や

はりそういう説明責任あるいは今後の方針の決め方の責任、これは果たしていきたいというふ

うに思っております。  

 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今の氏家委員の質問の中に、８億円の効果は効果だからと言いました

よね。あの８億円の効果がなかったら８億円のお金がなくなるのです、効果というのは。あの

効果８億円浮くと、８億円浮くというのは、いうなれば１億 900 万円まで終わるやつが 7,000

万円まで終わってくる。その 3,000 万円ずつ効果が出てくる。この８億円の効果は、登別市に

やっているよりもこれをやると１年目は 5,600 万円くらいの効果がある、２年目 2,800 万円に

なる、３年目 3,200 万円、これずっと対策効果になるのです、この８億円というのは。この８

億円というのは大事な効果なのです。いうなれば、町民の金が出るか出ないかの話で、私は氏

家委員、効果どうのこうのと言ったのは、議員全部の総意ではありませんから。私は効果とは

そう思っていません。氏家委員とは全く逆で、効果がなくなれば白老の財政はゆるくなくなる

のだと。要は財政負担ですから。この８億円の効果きちんと調べてごらん。毎年 2,000 万円だ、

3,000 万円だ、4,000 万円だ、2,500 万円だ、15 年足したやつが８億１千何百万ですから。これ

がなくなったわけですから、この分町が全部負担していくのです。 

○委員長（ ） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 松田委員、この話は、これは行政抜かして、後々議会の中でいろいろ

な、例えば効果額の見方というのは松田委員の見方でそういう見方もあるでしょう、僕が考え

る見方、いろんな観点の見方があると思いますので、これは後で取りまとめる中でしっかり議

論の中でまとめていければいいかなと思います。  

○委員長（ ） 松田委員。  
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○委員（松田謙吾君） 氏家委員、この間も効果がなくてもいいと発言しているのです。だか

ら、この委員会の中で、私は氏家委員と全く反対です。このことだけは明確に言っておきます。  

○委員長（ ） 広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。自分もこれで最後、今回の中間報告のまとめに対して

最後の質問にさせていただきたいのですけれども、当時の環境基本計画の環境基本条例につい

て読み返してみたことがあるのです。ここに書いてあるさまざまな中で、まとまっているバイ

オマス燃料化施設の建設事業についてと見たときに、ここに書いてある効果についてはどれも

必要なことだったのです、当時考えられた理念自体は。日本一のリサイクル率を達成するとい

う理念。ごみ処理経費を少しでも削ろうという理念。一般廃棄物、あれはかさ上げだけで 6,000

万円と言われるあれを１年でも長くしようという理念。温室ガスを減らそうという理念。そし

て産業を興すという理念。この理念自体はどれも非常に大事だったのです。その当時職員の方々

もまさに首を切って、血を流して、そうやって削減、選択と集中の中でこんなに大きな事業は

ほとんどなかったと思うのです。それにもかかわらず取り組んだというのは、それは大きな決

断だったはずなのです。私はその理念自体は、本当に当時の議論にかかって賛成の方も反対の

方も、当時の議論にかかわった方々には私は敬意を持っています。ただ、先ほども私のほうで

まとめました、自分の意見を先ほどまとめましたので、もうしつこく言いませんので、仕様書

の問題、再契約の問題、副資材調達、そして今後の説明についてという部分について、現実と

しても責任、そして責任割明らかにして是非今後の検討委員会のまず改善計画の取りまとめに

十分に留意していただくとともに、先ほど答弁にありましたとおり、今まで経過と今後の方針

について確認されただけで出向いて説明をしたいと、こういうご意向もありましたが、そうい

ったまず私が感じる説明の責任の取り方としての改善計画に取り組むとともに、それは今後出

てくるでしょうから、それとともに氏家委員のほうからもありましたとおり、きちんと出向い

て今までの経過と、そして今後のあり方について説明していただける部分が最も今考えられる

責任かと私は考えますがいかがでしょうか。 

○委員長（ ） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） この所管事務調査の中でも、あるいは中間報告の中でも、あるいは

その前の一般質問等々の中でもやはりその申し上げていますけれども、この事業を実施する今

言われる理念、あるいは目的、それから事業効果、そういうことに対して一つの希望を持って、

こういうことをやれば具体的にはＣＯ２の削減になるよ、リサイクル率向上しますよ、最終処

分場の延命化を図りますよ、周辺環境の配慮をしますよ、そういうこと等々を中間報告でも書

きましたけれども、そういうことの理念、それから目標を持ってやってきたということについ

ては、前にも言っていますけれども、意義はあるのかなというふうには思っています。ただ、

やはり机上といいますか、その計画したことと実際に行ったときにごみ質の塩素が計画と違い

ましたと。それから、それをどうしましょうかといった選択の方法も、結果でいいますと、果

たしてよかったのかどうなのか。それから、稀釈ということで選んだのだけども、副資材が思

うとおり入らなかった。いろんな計画したことがスムーズにいかなかったなというふうには思
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っておりますので、そういうことが今現状を見たときに、それでは今後副資材はどうなのか、

単価的にどうなのか、それでは総トータルの生産量をどこで押さえればいいのか、そういうこ

と重複しますけれども、そういうことを踏まえながら今後の方向性は定めていきたいというふ

うに思っています。事業そのものがという、先ほど松田委員が言われた、当時の一番初めの説

明はすばらしい説明だったと言いますけど、そのとおりやはり事業を説明する側としては、こ

ういうような効果があるのです、経済効果も含めて、財政効果を含めて、こういう効果がある

のだよという、言葉はちょっと悪いですけれども、ちょっと拡大の部分もあったかもしれませ

んけれども、大きな事業として期待を持ってその当時事業のゴーサインを出したという、事業

を実施しましょうという決断はそれなりにあったのかなというふうに思っています。ただ、く

どいですけれども、そういうような状況が現状がそうでない、そういうスムーズにいっていな

いということは、それに近づけるように今後はその方向性を見極めていきたいというふうに思

っています。重複しましたけれども。  

○委員長（ ） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 前回僕言いましたからそれは結構です。ただ、考え方は僕も正しいと

思います。  

もう１つは、この間言いましたからもういいですけど、政治責任はきちんと取らなければい

けない中身です。これは議会との関係でいえば、私は前回指摘した３つの点が、そのとき副町

長言われたから結構だけど、私はそこのところがこの問題に一番大切な部分だというふうに思

っておりますので、その点だけは前回の答弁で納得していますから、そこのところが一番大切

だと私は思っています。  

○委員長（ ） 山本議長。  

○議長（山本浩平君） きょう８回目の常任委員会ということで、西田委員長を初めとして建

設厚生常任委員会の皆さん、８回もの間本当に真剣に議論していただいて、また町側も理事者

の副町長も参加していただいて今後の解決のために議論されたということに敬意を表したいと

思います。私が議長就任のときに会議日数を減らしたいと言ったのですけど、なかなかこうい

う問題があるとそういうことにはならないのかなと。それと、当初２つの会派の代表の方が私

のところに来られて、これは特別委員会を是非つくってくれと。真剣な話がありました。しか

し私の考えという判断の中で、先ほど松田委員もおっしゃられましたけど、事業には必ず成功

と失敗がつきものというか、必ずしも 100％うまくいくとは限らないと思います。そういった

中では工業団地もそうでしょうし、病院に関しても北こぶしがプラスになる事業かと思ったら

そうではない結果が出ている。いろんなことが想定されるわけです。そういった中で特別委員

会の設置には私は反対したのですけれども、委員会の中ですばらしい議論がされたということ

は、是非本当に評価いたしたいと思いますし、是非町側も肝に銘じていただきたいと思います。 

それで、私が２点ほど申し上げたいということは、やはり議会側が今回非常に厳しいお話が

されたということは、議会側との信頼構築という意味でいうと、数値的なものもやはり本来当

初から公表されるべきだったことも公表していなかったということも事実でございます。0.35
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の関係もそうですし、そういった問題がやはり当初からの関係で、どうも仮にうまくいってい

なかったことも今までの中できちんと議会に対して報告していただきたかったというのがあり

ますので、今後の中できちんとやっていただきたい。 

それと、検証することのスピード感、これが非常にどうしても遅いなという、このバイオマ

スばかりではないのですけれども、特に余りうまくいっていないことに関しては、１年ごと終

わってからこうだったから来年はこうしようとかではなくて、やはりスピード感を持ってやっ

ていただかないとならないと思います。総合計画等々では、非常にすばらしい計画はできてい

ますけれども、このいわゆる検証、これを少なくても四半期ごとあるいはこれ民間であれば経

営自体にかかわっていますから、１カ月ごとに検証をして、ではどうするかという方法を取っ

ていくのですけれども、この辺やはり行政もスピード感を持って検証をしていただきたいとい

うふうに思います。 

それで、質問１点だけ最後にさせていただきたいのですけれども、先ほど副町長のお話の中

で、町民説明、方針が出てから各地へ出向いて町民説明を行いたいというお話がございました。

この常任委員会の中でも町民に対しての説明が必要だと。今まで不足していたのではないかと

いう意見も結構出されたと思います。そういったことで、専門家を交えた委員会もやられてい

ると思うのですけれども、大体 10 月をめどにという話で聞いておりましたけれども、スケジュ

ール的に確認をしておきたいのですけれども、当然これは今年度中には町民に出向いて説明で

きるという体制をつくっていただけるということでよろしいですね。 

 須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） きちんとしたお約束は大変申しわけないのですが、スピード

感ないと言われていて早くやるということは必要なのだろうということで思ってございますが、

実は改善計画の中でいろいろとテスト、実験なども行いながらやっていくことを今決めてござ

いますので、多少その結果を見るだとかということで、お時間がかかるのではないかと。ただ、

10 月の段階ではそういったこと、何を考えてやっているのかということは１回議会のほうにご

説明をさせていただきたいと。それで、できれば年度内には私どもも終わらせて、基本は年内

にまとめて年明けに説明に上がって、新年度から新しくそういう体制に取り組んでいくような

形ができればいいかなということで、そういうような目標は立てて進めていきたいというふう

に考えてございます。 

○委員長（ ） ほかの委員さんはもうよろしいでしょうか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

 質疑がないようなので、暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ４時０２分  

                                         

再開 午後 ４時１２分  

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

バイオマス燃料化施設につきまして、今まで議論してまいりましたけれども、最後に取りま
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とめをしてまいりたいと思います。取りまとめの方法について、委員の皆様からご意見を伺い

たいと思います。  

氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） とりあえず今まで出しつくした議論の中で、これはいろいろ議事録の

中で残っていると思いますので、それは委員長、副委員長の中で一度まとめてもらったほうが。

ある程度まとめてもらって。ここでまた最初からやり直しでこういうこと、ああいうこととい

うよりは、１回まとめてもらったものを見て、もう１回ちゃんと話をしたほうがいいという気

がするのです。ちょっとお手数なのですけれども、そのほうがいいような気がする。  

○委員長（ ） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 今氏家委員が言ったことで結構なのだけど、それぞれ思いがあるでし

ょう。そこが落ちたら困るから、箇条書きなら箇条書きで何日まで議会の事務局に、ない人は

いいのだから、ある人は、これは絶対載せてくれというのを箇条書きにして出せばいいのです。

これは松田委員が先ほど言ったのです。俺が言った意見のように言っているけど、そうではな

くて、そういうふうにしたほうが意見落ちないから。正副委員長がこれ足りないと後で言われ

るのだったら、先に全部出して書いたほうがいいでしょう。そのほうが早いでしょう、効率的

だし、ダブっているとこもあるでしょうし、そういうふうにして日にちを切る。何日までつく

るのですか。７日までだったら５日くらいまでに出さなければだめですか。  

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ４時１４分  

                                         

再開 午後 ４時１７分  

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

今自由に発言していただきまして、この委員会の報告を各委員さん方から９月７日、当日議

案説明会ございますので、それのときまで箇条書きで結構ですから、是非お願いいたします。

できましたら正副委員長で協議いたしますので、13 日には委員さんの皆さんにそのでき上がり

ましたものをお渡しいたします。何かありましたら 18 日までにご連絡いただければと思います。

それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） それでは、以上で建設厚生常任委員会をこれで終了いたします。  

（午後 ４時１８分）  


