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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１２月 ３日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時２３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。  

（午前１０時００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ございます。先般、

委員会のほうからバイオマス燃料化施設改善計画の中間報告をしていただきたいということで

お願いしていまして、本日なったわけでございます。副町長初め担当課の皆さん、どうも御苦

労さまです。きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 

初めに、町側より説明をいただきたいと思います。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） それでは、私のほうから冒頭ごあいさつをしてその後にきょうの資

料の説明をさせてもらいたいと思います。 

まず、所管事務調査ということで時間をいただきましてありがとうございます。きょうの案

件でございますけれども、改善計画検討委員会の協議している中間報告ということで資料を提

出させていただきました。本件につきましては、その前に 10 月をめどにということで中間報告

したいというふうにお話ししておりましたけれども、若干時期がずれたことをお詫び申し上げ

たいというふうに思います。 

 きょうは、その検討委員会の開催経過と検討項目、そして、検討項目の事案といいますか、

それらをどういうような内容で検討しているのかということと合わせて今後の検討項目、そう

いうものを資料に基づいて説明いたしたいというふうに思います。それで、その中で各委員の

ご意見も受けながら今後の検討委員会の中でも生かしていきたいというふうに思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（西田祐子君） そうしましたら、確認だけさせていただきたいのですけれども、本

日はバイオマス燃料化施設改善計画について、経過中間報告となっていますけれども、正式な

中間報告と理解してよろしいでしょうか。まずそこだけ確認させていただいて、それから報告

していただきたいと思います。 

須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） 今回につきましては、バイオマス燃料化施設の改善計画の検

討委員会の正式な中間報告ということではなく、正式な中間報告ということでは委員会の中で

もまだまとまってございませんので、今検討している経過を本日ご説明させていただくという

ことでご理解をいただきたいと思います。 

それでは、説明をさせていただきたいと。よろしいでしょうか。 

○委員長（西田祐子君） 引き続き、須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） それでは、私のほうから検討委員会の開催経過等を１の項目

と２の項目等について概略説明をさせていただきまして、３以降の実際の検討の内容につきま
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しては担当課長のほうからご説明させていただきたいと思います。 

まず、１つ目の検討委員会の開催経過でございますが、Ａ４のレジュメの一番後ろに設置要

綱をつけてございますが、それに基づきまして委員５名の方の委嘱を行ってございます。要綱

の前に名簿が載ってございます。まず、委員長につきましては北海道大学の産学官連携本部の

特任教授の荒磯先生にお願いをしてございます。また、各委員につきましては、室工大の大学

院の吉田准教授、北海道の振興局の津島生活環境課主幹、それと、コンサルタントからエイト

日本技術開発の札幌支店長ということで、コンサルタントにつきましては、白老町のごみ処理

基本計画を作成していただいているコンサルタントに、ごみのことに精通しているということ

でお願いをしてございます。また、町民の代表として３Ｒ推進協議会の川田会長にお願いして、

５名の委員によって検討していただいているところでございます。これまで、記載のとおり５

回、おおむね月１回。９月については先生方の日程等がどうしてもつかなくて開催できてござ

いませんが、現在のところ、おおむね月１回の５回開催しているところでございます。 

２つ目の検討委員会の検討事項ということで、基本的な考え方として、町のほうでバイオマ

ス燃料化施設の安定稼働を確保するためにごみの分別、ごみの処理、燃料生産工程等をもう一

度見直して、効率的な執行体制と徹底した経費削減を検討していただきたいということでお願

いをしてございます。それで、調査検討項目として現在３点ほどお願いをしてございます。１

つは、燃料化施設で使用するエネルギー等の削減対策。２つ目が効果的なごみの分別。３つ目

が未製品減量（余剰生成物）の効果的な利用ということで、３点、町のほうから現在お願いを

しているところでございます。現在、検討委員会の進行状況としては未製品減量（余剰生成物）

の効果的な利用を除いて、①、②のところでおおむね検討が進んでいる状況にございます。そ

の検討の内容について、３つ目以降になりますが担当課長のほうからご説明したいと思います。 

○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） それでは、私のほうから資料についてご説明させていただき

たいと思います。まず、資料につきましては、資料１のくくりの部分と、それから、資料２の

くくりの部分、それから資料３のくくりの部分というふうになっております。それぞれホチキ

スでとめさせていただいております。 

まず、資料１のほうから順番に最後まで説明していくということでよろしいでしょうか。 

○委員長（西田祐子君） お願いします。 

竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず初めに、資料１のほうは燃料化施設のエネルギーコスト

の削減対策についてであります。資料２につきましては、今実際にやっている可燃ごみの分別

テストと、それから、ごみの組成分析の状況でございます。最後に、ごみの塩素濃度について

ご説明させていただきたいというふうに思います。 

それでは、資料のほうから順番に説明していきたいと思います。まず資料１を見ていただき

たいと思います。資料１はエネルギーコストの削減対策ということで、検討委員会のほうから

今出されている検討の内容でございます。まず初めに、資料の１の上のほうに検討項目の中の
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第ゼロ案というものがありますけれども、これにつきましては、今年度分の予算ベースという

ことになります。これを基本としてそれぞれの案が出されているといったことになります。24

年度につきましては、可燃ごみを高温高圧して水洗いをして、最終的に固形燃料にもっていく

パターンになります。 

委員会のほうから上がってきている第１案ですけれども、第１案につきましては、まず、分

別を変更しますという考え方があります。生ごみとそれ以外のごみというふうに分けるという

案でございます。生ごみを高温高圧処理して洗浄脱水します。これをまず１つの工程にします

ということです。それで、その他可燃ごみにつきましては水洗いをしないという方法で、生ご

みの洗浄した脱水ケーキと、それから、高温高圧処理したその他のごみを合わせて成形してい

くというパターンが１つです。それから、第２案としてです。これも同じく分別をします。生

ごみについては、高温高圧処理して堆肥化。それから、その他の燃えるごみにつきましては、

高温高圧処理して、そのまま燃料化というパターンです。それから、最後の第３案につきまし

ては、これも同じく分別を変更します。生ごみについては、そのまま堆肥化。それから、その

他の可燃ごみにつきましては、高温高圧処理をして燃料化。こういう３種類の案が、今検討委

員会のほうから提案されております。 

右側のほうに、２と３ということで物質収支と、それから、コストの比較というのが出てお

ります。それで、まず、２の物質収支は生産量を推定しているものでございます。まず、ゼロ

案につきましては、次のページの資料の１の２に、ちょっと小さくて申しわけないのですけれ

ども、フロー図が出されております。これは24年度のゼロ案に当たる部分です。まず、左の上

のほうに生ごみ、厨芥類とその他の燃えるごみというのが四角の表の中に書かれております。

生ごみにつきましては、使用量、一番上のほうにありますけど、約2,700トン生ごみがあるでし

ょうと。それ以外のごみにつきましては下のほうの表になりますけど、3,100トンほどになるだ

ろうと。これを今はそのまま高温高圧処理して洗浄をして、それから、濃縮脱水をして、最終

的には真ん中の下のほうに、乾燥チップの右下のほうに混合物というのがあると思うのですけ

れども、ここにくるような形になります。ここに副資材関係がまたここに集まってきます。副

資材につきましては左側のほうにチップダスト、それから雑紙、それから廃プラということで

それぞれ表にして量を記載しています。この量がそれぞれ処理をされて、最終的に先ほど言い

ました、混合物のところにくるという形になります。ここにきた段階で上の発生量とあるので

すけれども、9,000トンほどの量になります。固形物量でいくと6,900トンほどの数値になりま

す。これを成形機に通して固形燃料にしていくと。これが今年度のベースになる流れになりま

す。最終的には、マックスなのですけれども、7,700トン、水分を含んでの生産量、これは計算

値ということになります。塩素濃度については0.3％以下ということになります。 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１４分 

                                         

再開 午前１０時１５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。 
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竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、もう少しまとめた中でご説明させていただきたい

と思います。先ほどの続きになりますけれども、まず、ゼロ案については今のベースで、１案、

２案、３案ということを今考えておりますということです。生産量につきましては、ゼロ案の

7,000 トン、そして３案の 6,700 トン、最初の表に戻らせていただきますけれども、そういっ

た中で、ゼロ案から３案にいくに従って若干ずつ下がってくるという結果になっております。 

３番目のコスト比較についてであります。まず、ゼロ案の合計金額につきましては、今の予

算案の中で、エネルギーと管理費、これらをコストとしてそこに載せております。ゼロ案の経

費の合計額は２億 3,700 万円でございます。これに対比してそれぞれ１案、２案、３案という

のがございまして、１案のごみを分別した中で生ごみだけを洗浄脱水するとした場合に、ゼロ

案との差が 2,100 万円ほどの減になるだろうという試算になっております。それから、２案、

３案につきましては、堆肥化にするコストの部分がございますので、最終的な差の分ですけれ

ども、例えば２案にしますと、合計経費が約１億 9,600 万円に対しまして、ゼロ案と対比しま

すと 3,000 万円ほどの減になるだろうと。ただ、堆肥化がありますので、最終的には 150 万円

ほどの減になるということです。第３案についても同じでございます。そこにつきましては、

それぞれ資料１、２、３、４というふうに書かれております。今説明しましたコストの比較の

部分につきましては、資料１の６に細かい数字が記載されております。これが検討委員会の中

で今提案されている部分の説明になります。 

続きまして、資料の２の説明をさせていただきたいと思います。資料の２の部分につきまし

ては、今実際に行っている可燃ごみの家庭系と、それから、ごみの組成分析の状況についての

説明です。資料の２にそれぞれ可燃ごみの分別テストと、それから、可燃ごみのごみ組成分析

の細かいことが書かれております。まず、可燃ごみの分別テストにつきましては、今２つの町

内会のほうにお願いしまして、14 日間ぐらいの期間の中で、家庭系のごみを今４種類に分別し

て収集しているところでございます。分別の方法につきましては、左側の真ん中の２のところ

に、可燃ごみの分別テストということで細かく書かれております。生ごみと燃料ごみと不適な

ごみと、それから、燃やせるごみというふうに４種類に分けさせていただきまして、今収集し

ていると。これにつきまして、塩素の分析等をやっていきたいというふうに考えております。 

右側のほうに、ごみの組成分析ということで、ごみを 11 種類ほどに分析して、それぞれどの

くらいの量が含まれているのかということを調査していきたいということを合わせて今現在や

っております。ごみの組成分析につきましては、全町を対象に行っているということになりま

す。まず、スケジュールなのですけれども、資料２の１につきましては、実際分別をしている

方法を資料としてつけさせてもらっています。資料２の２と、２の３につきましては、スケジ

ュールを記載しております。資料２の２につきましては 11 月分なので、資料２の３を説明させ

ていただきたいというふうに思います。資料２の３の上の部分が分別テストの日程でございま

す。下のほうに組成分析の日程が記載されています。最後に、表の３として検討委員会の日程

が書かれております。まず、上のほうの分別テストなのですけれども、最終的には 12 月７日が
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最終の収集日というふうになります。今まで５回町民の方にご協力いただきましてごみを収集

しています。最終的にそのごみが集まってきまして、それに必要な分析をしていくという形に

なります。それで、外部分析が必要なので外部分析を出しまして、最終的には 12 月 20 日頃に

分析結果が出てくるだろうということが１つあります。次の組成分析につきましては、既に

ごみを抜き取りまして外部分析機関に回しております。最終的には 17 日に結果が出てくる

という予定です。それ以降、この結果を基にデータを整理して、検討委員会につきまして

は 12 月 25 日に開催するという予定で今現在進めているといったような状況です。 

最後に、資料２の４、可燃ごみの分別テストのイメージ資料としてつけさせてもらっていま

す。左側にごみの種類がありまして、真ん中に高温高圧処理した後に分析する項目等を記載し

ております。生成物の塩素濃度、それから、生成物の発生量とか不適物が発生する量、それと、

生成物を水で洗ったときに生ごみの塩素濃度がどれくらい落ちるのかということと、それ以外

のごみの塩素濃度はどれくらい落ちるのか、こういったような実験をテストしていきたいとい

うふうに考えております。これらのテストを合わせて、先ほどお話ししました１案の部分で、

例えばその他の可燃ごみをそのまま固形燃料にするとした場合の塩素濃度はどの程度推定され

るかということで、それが可能かどうかということを確かめていきたいということになります。 

次に、資料３の説明をさせていただきたいと思いますけれども、この資料３は、ごみの中に

含まれる塩素濃度になります。資料３の表紙の左側のところに、小さくの白老町のデータとい

うのが出ています。これは、実際に白老町の各施設等から集めてきたごみを塩素分析したもの

でございます。サンプル１からサンプル12までのデータが出ております。このごみにつきまし

ては、後ろのほうの資料に写真を載せさせてもらっています。資料３の２からずっと写真がつ

いております。後ほど見ていただければというふうに思います。これが今現在の白老町での塩

素濃度になります。まだ細かい部分ありますけれども、まず、１段目にやった分析の結果とい

うことになります。そして、真ん中に文献から持ってきた塩素濃度があります。これに白老町

の平成17年にごみ質分析しているのですけれども、そのデータを使って白老町のごみの塩素濃

度の推定値になります。それは、まず、左側の厨芥を含む可燃ごみと、それから、白老町のデ

ータの可燃とあるのですけど、そこの間にパーセンテージが書かれています。これはあくまで

もその文献からなので、実際の塩素濃度につきましては今現在やっている方法の中から塩素分

析をしていきたいというふうに思っています。 

まず、紙パック類につきましては、これはひとくくりになりますけれども、0.03％。その下

にペットボトルだとかプラスチック類が書かれていますけれども、塩素濃度としては、0.4％。

それから、その下に繊維類がありまして、0.04％。そして、下にまたゴム系がありまして、0.01％。

厨芥類0.43％。その他につきましては、0.02％。合わせて0.93％という数値が出てきておりま

す。ここの文献と、それから、白老町のデータから推定できるものが次の資料の３の１に表が

たくさん出ていますけれども、見込みという形になるかもしれないですけれども、ここの部分

では、左の一番上に塩素が高い順に並べられています。軟質プラスチック、繊維類、プラスチ

ック製品とずっとありまして、最終的に20番まであります。この一番上が、一番塩素が高いだ

ろうということになります。仮に１番を抜いていくと、抜けたとしたときに、一番下のほうに
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小さい表でありますけれども、全部で0.94％ありまして、最終的に１を除く、プラスチックを

抜いたとしたら塩素濃度については0.28％になるだろうという文献からの数値が出てきており

ます。仮に１と２を抜く、軟質プラスチックと繊維類を抜くと塩素濃度としては0.22％になる

だろうと。こういったような分析、文献からのデータということになります。実際、今やって

いるテストの中で塩素濃度が明らかになると思いますけれども、うまく塩素を含むものを抜く

ことによって、その他の可燃ごみについてはもしかするとストレートで燃料に行けるのかなと

いうことも一応考えられるのかという状況でございます。 

以上が資料１から資料３までのご説明になります。 

最初のほうに戻りまして、小さいほうの資料に戻りますけれども、次、４と５についてでご

ざいますけれども、４の今後の検討というところになります。今後の検討につきましては、検

討委員会での検討事項の検証ということがあります。それから、２つ目として、委員会の検討

の結果のまとめということになります。あと、３つ目として、バイオマス燃料化施設の方針の

決定ということになります。４つ目、事業計画の変更。最後に住民説明会という形になります。

その他としまして、現在、日本製紙のほうと継続している協議になりますけれども、４点の協

議を続けているという状況でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○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） 私のほうから若干補足説明させていただきます。今担当課長

のほうからご説明申し上げましたが、今検討委員会でエネルギーコストを中心として検討して

いただいてございますが、基本的には、理論上として約2,000万円のエネルギーコストが削減に

なるという形の中で、分別テスト等を含めて実質効果がどのぐらい見込めるかという検証作業

を行っているということでございます。ただ、資料１の下のほうに検討委員会の見解というこ

とで記載されてございますが、ここにつきましては、町のほうでは広域処理並みの経費削減を

していきたいということの中でいけば、この2,000万円では、金額的にはまだ十分なものではな

いというようなことで、さらに経費を削減するためには大胆な変更が必要ですというところま

で現在きているということでございます。その辺を含めて今後さらにそこのところを検討委員

会のほうにお願いして進めていきたいという状況になっているということでございます。 

○委員長（西田祐子君） 今まで説明受けましたけれども、何かこの件につきましてご質問ご

ざいますでしょうか。今いただいた資料なものですからちょっと。 

それでは、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。課長のほうから説明あった資料３の１なのですけれども、

塩素濃度を下げるために、例えば合わせるもの、軟質プラスチックだとかそういったものを抜

くと塩素濃度が下がるというのはわかるのだけど、これプラスチックを入れないと固まらない

とか、そういうものに使っているプラスチックとは違うのです。そこを１点。 

○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） 資料３の１に出てきているプラスチックにつきましては、塩

素を含んでいるプラスチックということになります。ごみの中にあるプラスチックで、塩素を
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含んでいると。製品をつくるときに使っているプラスチック、柔らかいプラスチックについて

は、塩素を除いたプラスチックを現在使っています。それで固形化したり、カロリーを上げた

りという方法をとっているということになります。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。それはわかりました。今部長のほうから説明があった、ゼ

ロ案を基準に第１案、第２案、第３案というものがあるのだけれども、例えば、今検討委員会

のほうでもって、まだまだこれ以外にも抜本的にもっともっと見直していかなければならない

という話があったけれども、まだまだ抜本的な改善をしていかなければならないというその考

え方はわかるのだけれども、それまでは第１案なら第１案でいくという考え方なのか。それと

も、とりあえずは今こういった経過を見ながら、まだ先にあるものを見据えて、現状のまま進

んでいくという形なのか。その辺の考え方はどうなっているのですか。 

○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） 今の氏家委員のご質問ですが、今検討委員会のほうで理論上、

第１案から第３案を出していただいて、第１案のコスト削減幅が一番大きいということで、こ

の第１案、基本的には現在のごみをすべてバイオマス燃料化施設で受けて、処理をしていく過

程の中ですべて分別による変更を行ってやるというスタンスでの試算でございます。これは基

本的なベースとしてとらえてございますが、町としては財政状況だとかいろいろなものを踏ま

えますと、もう少し切り込みをしなければならないというふうに考えてございますので、もう

少し大胆にごみを別な方法で処理できないかというようなことも含めて、今後これをベースに

して、さらにこういった形で、例として申し上げますが、例えば家庭系と事業系を分けて、家

庭系を燃料化施設で処理をして、事業系は別なところで処理をしたらどうだとか、そういうこ

とを今度さらに突っ込んで検討をしていきたいというふうには考えてございます。したがって、

計画量が当初の計画とはやはり変更せざるを得ないのではないかというふうに現在のところは

考えてございますので、今検討委員会のほうで検討していただいているところは、基本的にこ

れだけやるとこれだけの形の削減はできるのだなというのは見えてきましたので、さらに広域

でやっていたときのレベルまでもっていくためにはさらにどうしたらいいかということで、先

ほど例に挙げたようなことも含めて検討をさらに進めるということで考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） その話はわかるのです。だから、分別を今ある程度試験的にしてもら

っていて、各町内会の中でしてもらっていて、そして、この第３案までの中では、堆肥化にす

るとか何とかではなくて、今の燃料化施設を使って燃料化をして、１番削減できるのは第１案

なのでしょう。この第１案を進めていく中で、なおかつそういった事業系だとかいろいろなも

のを分けながらもっと改善できないかということを進めていくのかということなのです。そう

いうとらえ方でいいのですか。 

○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） 今氏家議員おっしゃったとおり、さらに検討を進めていくと

いうことでご理解をしていただいて結構だと思います。 
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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） 広地です。資料にかかわっての質問なのですけれども、まず、こ

の軟質プラスチックについてなのですけれども、こちらの資料３の２のほうにも説明はあるの

ですけれども、塩素濃度の測定結果7.46％、突出して塩素濃度高いのですけれども、これはラ

ップの話なのでしょうか。それとも、この４番のその他を含めた塩素濃度の結果なのですか。 

○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） ご質問にお答えいたします。この7.46というのはラップのみ

の塩素濃度になります。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） おそらくそうだと思うのです。今私たちの議論であった塩素濃度

が高いというのは、多分、塩分由来の塩素濃度の議論はずっとしてきたのですけれども、ラッ

プは塩素発生しますよね、燃やすと。だから、そもそもラップは原料からもう塩素をどんどん

排出するのでこうなるのではないかなと思っていたのです。ただちょっと、こちらの資料３の

１のほうを見ると、軟質プラスチックというのが重量比で25％も占めているのです。これを削

減したら相当数塩素濃度が下がるというのは十分理解できるのですけど、こんな重量比になり

ますか。これはラップ以外も全部入れた軟質プラスチックという考えなのでしょうか。 

○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） ここに出てきている資料３の１の順位１の軟質プラスチック

の重量の部分ですけれども、これはラップだけではありません。いろいろなプラスチックが入

った中での重量比プラス塩素濃度ということになります。 

ラップにつきましては、今分別テストの中でラップだけを抜いています。全体のテスト期間

中のごみの量からラップの占める割合というのが、テスト期間中に出てきますので、仮にその

割合からいって塩素濃度が7.46％だとするならば、全体に占める塩素濃度の割合はというよう

なことが数値的に出てくるのではないかというふうに考えています。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 今の説明でわかりました。 

あと、居酒屋系や飲食、食堂、宿泊施設、そういった部分にかかわっての塩素濃度が比較的

高く出ていると思うのですけれども、これは燃えるごみで、私自身の経験からいってもラップ

は一緒に燃えるごみでやっているのです。ラップも含まれた生ごみの提供だったということで

よろしいのでしょうか。 

○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） 資料の３の４と５に出ている部分の生ごみにつきましては、

ラップは含まれておりません。生ごみだけの塩素濃度ということになります。３と４に、これ

は事業系なのですけれども、それぞれの事業者に協力いただきまして生ごみだけを集めてきて

おります。この中で塩素濃度が高いのは、やはり３の５の中の水産加工系が塩素濃度は高いと

いうことになります。例えば、上のほうにありますけれども、⑧の水産加工場につきましては

1.3％、隣の⑨につきましては1.63％といったような数字が出てきていました。また、真ん中辺
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に⑩がありますけれども、ここの部分については1.12％という分析結果が出てきております。

ですから、ここの部分については、ラップは含まれていないことになります。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） まず、今の件にかかわってなのですけれども、食堂や飲食店関係

というのは相当数ラップを使うのです。業務用の60センチ幅ぐらいの大きなもので、基本的に

仕込みをしたらラップでまずふたをしてどんどんやるので、相当排出していると思うのです。

なので、今回のラップの部分についてはさらに精査いただきたい部分です。 

あと、最後に１つだけ。前回の議会の中での議論その他で、事業系のほうから廃プラスチッ

ク、ペットボトルだとかを収集したのだけれども、それを無料で引き取ってもらえないだろう

かという議論もあったのですけど、そういった部分の議論について、資料の中から読み取れな

かったのですけれども、その部分についてはどのような議論を。もしくは、なされているかど

うかについて。 

○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） 事業系のペットボトルにつきましては、今そのまま収集され

て施設のほうにそのまま入ってきているというような状況でございます。今回の中では、そこ

の部分の議論というのはされていなくて、結論はまだ出ていないという部分になります。 

それから、ラップの関係なのですけれども、これも文献になってしまいますけれども、ごみ

の中に含まれるプラスチック系が７割あるだろうと言われていて、そのプラスチックに含まれ

る塩素濃度もやはりラップ系というのですか、そういったもので７割の数字になるだろうとい

う文献が実はあるのです。ですから、今回分別テストをしている中でラップの塩素濃度の占め

る割合というのが出てくる。これは家庭系だけなので、家庭系の中でラップだとか、それから、

例えば魚が入っているパック包んでいるラップだとか、そういったものの塩素濃度はわかって

くるだろうということになります。 

それで、第１案の部分で同じく燃えるごみ、生ごみとそれ以外のごみの中にそれぞれ塩素が

入っていることになるのです。生ごみ側の塩素につきましては、これもまた文献なのですけれ

ども、無機塩素というふうに言われているのです。これは水に溶けるということになりますの

で、生ごみを水で洗えば塩素は落ちるだろうと。ただ、その他のごみに含まれる塩素につきま

しては有機塩素ということで水に移行しないと書いてあるのです。ですから、それは洗っても

落ちないということが考えられるということなので、今回テストで実際にやってみようと考え

ているという状況でございます。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１つは、もう昔のことは言わないけど、これだけの分析が

できるのだったら、初めからどうしてやらなかったのかと。随分これだけきちんと分別してと

何回も議会で出ているのに、なぜ、ラップの分別をしなかったのかというのは、１つは非常に

心残りです。ただ、そこはもう言及しません。終わりましたから。結構です。ただ、それは思

いの中には非常にあるということだけまず押さえておいてください。 

それで、今出ている塩素の含有量が非常に高い部分。ここの部分が、今やっている不燃ごみ、
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白色の袋となっているのがあります。今４分類でテストやっているのでしょう。その中で、こ

の軟質プラスチックは、基本的にはきちんと分別したら不適ごみの中で全部分別できる状況に

なるのですか。まずそこのところ。 

もう１つは、プラスチックに、当然よく見ればここにあるマーク全部ついているのです。こ

ういうものをきちんと見て分別すればオーケーかどうかという話。 

○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） まず、１点目の不燃ごみの関係になります。今回のテストの

中で、住民の方にお願いするときに説明会を何回か開かせてもらっていました。その中の結果

から言えば、なかなか難しいです。ですから、多分これと、これと、これというふうに言って

あげたほうがわかりやすいのかなというのが１つ感じたことになります。 

それから、プラマークの関係も同じでして、ここに書かれていますとサンプルを持って説明

はするのですけど、やっぱり説明したときは理解してもらうのですけれども、実際に出てきて

いるごみを見れば、やっぱり相当難しいのかなということになります。ですから、ここの中に

あるごみの中で塩素を持っているだろうというものの品物で、できればこういうふうにしてく

ださいと。例えば、ラップという言葉が１番わかりやすいのでしょうけれども、そういったも

のだとか、ゴム製品だとか、そういったような品物の名前でなるべくあらわしたほうがわかり

やすいのかなということは感じました。ただ、プラマークの理解も多分時間はかかるのでしょ

うけれども、こうだということをずっと続けていけば、ある程度、100％にはならないのですが、

ある程度なるのかなというところはあると思います。ただ、やはりきっとわかりづらい部分は

あるのかなというふうに感じています。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的に、塩素含有量が多いものを並べているという資料の３の１、

この中で言っている１番目の軟質プラスチックを除けば0.28％になるということなのです。と

いうことは、基本的にはここの部分を全部除けば塩素濃度は下がるというふうに理解していい

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） まず、これは文献だということを理解していただきたいとい

うふうに思います。ですから、あくまでも実際の塩素濃度を測ったものではなくて、この文献

が実は日本のごみの分析ではなくて、ヨーロッパのほうの文献を先生のほうでも持ってきまし

て、それで基づいてつくっています。ですから、それがイコール日本に合うのかという部分は

ありますので、ただ、プラスチックというくくりの中である塩素というのは、大きく日本と違

わないだろうというところはあると思うのです。なので、極端に言えば全部プラスチックを抜

けば塩素濃度は間違いなく下がるということは言えると思います。ただ、それは不可能という

わけではないですけれども、かなり大ざっぱになってしまいますので、そのプラスチックの中

の塩素を持つ品物を、これとこれだと言いながら抜くことができればという段階でございます。 

○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） 若干私のほうから補足させていただきますが、今言ったとお
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り、分別について、当然歩どまりが出てくるかと思います。100％できませんので。それと、今

回テストをやっている結果を踏まえて、やはり歩どまりがどの程度になるかによって、町民に

も分別をお願いするかどうかという判断はしなければならないと。もしかすると、現状のまま

でもそんなに変わらないのに、あえて多いものだからということで分別をさせるという考えに

はならないというふうに思ってございますので、その辺はまた別な手法がないかということを

考えて進めていきたいというふうには思っております。ただ、今いろいろと検討している中で

は、そういった除くことによって効果があるのではないかということが考えられている中でテ

ストをして、それらの実態と町の実態と合わせて効果を確認しながら、これから判断していく

ということになろうかと思っています。 

また、冒頭に、大渕委員のほうから何でこうやってできるのにやらないのかということがご

ざいました。それについては大変申しわけなく思ってございますが、現在、改善に向けてでき

ることはすべてやっていきたいということで進めておりますので、その辺はご理解いただきた

いと思いますし、その思いは十分我々も認識してございますので、よろしくお願いしたいと思

ってございます。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ここには生ごみは入っていないよね。今言った塩素の割合

が多い順に並べたと、この中には生ごみは入っていないでしょう。それで、先ほど課長が言っ

た、それも文献かもしれないけど、塩素は水洗することによって、生ごみの場合の塩素は水洗

することによってかなり除去率が高いというお話ありました。そこのところ、分別して生成物

をつくり、それを脱塩素のための水洗をすることによって、塩素濃度は少なくても今も基準内、

そのものだけで基準内になるかどうかわからないけど、まず、相当塩素の濃度は下がっていま

すよね。それで、文献が正しいとしたならば、分別して生ごみを水洗いするということは、か

なりの効果はあるというふうには思えます。少なくても、お金が余りプラスにはならないけど、

それをやってもプラスにはならないけど、そういう可能性は科学的にはあるというふうな理解

でいいですか。なぜかといったら、そこのところが大切なのです。だから、今やれるのは２つ

だと。こういうものから見出だせば。簡単に見出せるのは何かといったら、１つは、塩素濃度

が非常に高いものをきちんと分ける。それは100％でなくてもいいのです。歩どまりも当たり前

なのです。だけど、そのこと１つ、まず、住民の皆さんの意識づけのためにやるということ。 

もう１つ。生ごみをきちんとすることによって、少なくても水洗によって下げられるという

ことは、当面はお金の問題で問題があったにしろ、将来的には必ずそういう方向にしなければ

いけなくなると思うのです。ですから聞くのだけど。そこら辺の見解は、例えば荒磯先生はど

のような見解を持っていますか。水洗いによって生ごみの塩素が下がるかどうかという件。 

○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） 先生のほうからは、生ごみに含まれる塩素は水に移るので、

間違いなく落ちるでしょうということは、先生のほうからは見解いただいています。ただ、ど

のくらい落ちるというのが実際にやってみないとわからない部分でございます。今現在やって

いるのが、生ごみもそうですし、それから、全部合わせたもの、全部一緒に洗浄しているので
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す。ですから、１％あったものは大体半分ぐらいになる。それは生成物によって多少多く落ち

たり、だめだったりということはありますけれども、そういったことがあるので、落ちること

は間違いない。ただ、生ごみだけを洗浄したということはないので、実際どこまで落ちるのか

というのは、やってみないと今のところわからないというような、テスト結果を見るまでちょ

っとわからないというような状況です。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言いたいのは、少なくても荒磯先生ともう１人、室工大の准教授

いるのです、そういう人たちが文献に書いているということは、白老の状況についていえば、

そのとおりだけど、それぐらいのことわからないのですか。水洗いしたら落ちますということ

はわからないものですか。 

○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） 落ちるというのは、間違いなく落ちます。ただ、どのくらい

落ちるというのはわからないです。実際にほかの先生方が実験したデータがあるかといったら

ないので、実際にどうなのというのはまずやってみないとわからないというのが現状になりま

す。落ちるのは間違いないということです。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 一生懸命やっているのだと思うのだけど、このバイオマス検討委員会

の中間報告みたいなもの、塩素濃度がどうのこうの、それから、何がどうのこうのとありまし

たが、この委員会に塩素濃度がどうのこうのという問題何かは必要ないのです。私から言うと。

これは検討委員会がきちんと、広域処理よりこの方法が安くあがるのだと、これよりも当初計

画どおりにいくのだと、ここのところをまとめて、行政側がこの委員会に報告というか説明す

るのが筋であって、こんなものを出して、分別がどうのこうのとか、塩素濃度がどうのこうの、 

皆さんの意見わかりません。私は少なくとも、そんな意見何かここで必要ないのです。 

それから、もう１つは、クボタが提案型でまちが指名しました。それから、クボタはまちの

提案どおりマシンを設置した、つくってしまった。このマシンはもうできているわけです。そ

れから、今この検討委員会がいろいろやって、塩素濃度がどうのこうのとやって、それでは、

このとおりいくといったらあのマシンはどうなるのですか。マシンは、当初の白老の0.35に合

わせたマシンをつくったから我々責任ないとまで言ってきたのです、今まで。これが今までの

経過です。あのマシンできてしまって、固まっているのに、今いろいろ検討委員会でつくって、

それでは、マシンのつくりかえをしなければならないでしょう。こういう問題は起きませんか。

そういうことからいくと、私はこの我々の委員会に塩素濃度がどうのこうの、分別どうのこう

のよりも、今委託しているクボタ、それから、提案型の業者と話すべき問題なのです。我々、

この委員会はずっとやってきた。それから、議会として、それから、個々の議員としてずっと

指摘してきた。そして、指摘した結論がこの委員会９日間もかけて総まとめして委員会報告し

ているのです。行政側はその報告書に沿ってこの委員会にきちんと説明すべき問題なのです。

だから、こんな難しい、こんな大学の先生の書いた何するのだと言ったのはそのためなのです。

何をするのかわかりません、やっても。ですから、先ほどから話も出ているけれども、広域行
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政、あのとき、たしか１億7,200万円です。20年度の最後の広域処理の金額。これ以下にすると

いうのは先ほどから言っているでしょう。それで、なぜ、こんな分別とか、塩素濃度の話が必

要なのですかと私は思うのです。 

それから、もっと大事なことは、先ほど言った、提案型でまちの言うとおりにマシンつくっ

てしまったと、0.35にして。これを今どうのこうのとやって、それから、水洗いもそうです。

水洗いも0.35にするためのまちとの話し合いの中でつくったものです。第１案が今やっている

案のことですか。第ゼロ案とつくっているということは。そうでしょう。それでは、第ゼロ案

から第３案まで、生産は7,000トンから6,700トンです。１万1,000トンのはずです、本当は。こ

れをこれだけにして、なおかつ、この４案全部、チップダストも、それから、廃プラも何も変

わっていないのではないですか。そのような案を出すのだったら、自分のまちのごみだけでや

るような案でなければ何の意味があるのですか。結果的に検討委員会も全部よそからごみ貸し

てもらってやる案でしょう。少なくても、これを見た瞬間。私ほか見ていないのです、先ほど

見ないと言ったから。こんな説明では私は納得できません。私の意見間違っているかもしれな

いけれども、少なくても私はそう思います。ざっと見てきた中で。 

○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） 松田委員からのご質問でございますが、まず、検討委員会で

の意見等を踏まえて行政側はどうすべきか、ということを説明すべきではないかということで

ございますが、それについては確かにそうなのですが、現在のところ、まだそこの結論を出す

には行政側として基本的には至っていないと。検討委員会の中でいろいろコスト削減をどうし

たら図れるかという中で、塩素濃度の減少などを含めて現在検討を進めている中で、そういっ

た、例えばごみを分別することによって、塩素濃度のものを排除することによって、コスト削

減が図れるのではないかということの確認をしつつあるという現状なのです。まず、そこをご

説明させていただいて、それらを踏まえた中で行政が最終的にこの施設をどうしていくかとい

う判断は今後させていただくことになると思うのですが、まだそこに至っていないということ

なので、きょう、誠に申しわけないのですけど、その辺についてはまだお話しできる段階にな

っていないということでございます。 

また、クボタの提案型でマシンがつくられてどうのこうのということになろうかと思います

が、そこについても、今つけたものだから絶対それを使ってやっていくかということにこだわ

りますと、これはもう改善がなかなか難しいですから、そこは施設もどういったところを切り

かえてやっていくかということも含めてやはり判断していかなければならないかというふうに

考えてございます。ただ、一応、現在実際に町のほうから検討の経過は途中で説明させていた

だきますと言っている中では、大変遅れて申しわけなかったのですけど、説明しなければいけ

ないということで本日説明させていただいているということなので、今しばらく行政側の結果

としてはお待ちいただかなければならないというふうに考えてございますので、その辺ご理解

をいただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） １つだけ言っておくのだけど、例えば補償期間は終わりましたよね。



 15 

それから、今度さまざまなやり方によってはマシンのつくり方、マシンを改造しなければだめ

だと。こういう金はすべてまちのお金でかかるわけです、これからは。もう補償期間終わった

のですから。それから、検討委員会の意見で、行政の、町の意見でつくるのですから。これか

らはすべて町のお金でかかるわけです。そういうことも踏まえて考えないと、ただこの検討委

員会がこうだから、こうやれということには、私はならないような気がするのです。これは行

政がやるのだからいいのです。このことを我々がどうのこうのではなく、我々は出たものにこ

れでいいのかとチェックするのがこの議会の役目なのですから。行政がきちんとした、例えば

先ほど言った、しつこいけど、４案だったら、４案を１案にまとめたものを議会に出すべきな

のですと言っているのです、私は。こんな４案出されて、こんなもの一つ一つ調べて何の意味

があるのだと言っているのです。 

それと、もし、いろいろなマシンに手をかけることがあると、これは膨大なお金がかかると

思います。あれだけで４億円とかかかったと言っているのだから。こういうことも含めたもの

の考え方に立たないと、後から大変な問題が起きるのではないかという心配をするから、この

ことを私は申し上げたのです。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 再度松田委員のほうからご質問といいますか、ご意見をいただきま

した。答弁としては先ほどの部長の答弁のとおりなのですけれども、きょうはその検討委員会

をやっているということの中間報告、検討内容の中間報告をさせていただきました。そういう

中で、それを押さえた中でやはり今後の進むべき方向を行政としてはっきりしていくというふ

うに思っています。それについては、きょうの部分ではなくて、その後に。そのものの考え方

のベースは、今松田委員が言われたとおり、今後かかる経費がどの程度になるか。それと、今

つくられているシステムがどういうようになるのか。それを総合的に判断して、やはり行政と

して今までのものをどうのこうのということではなくて、新たにやはり判断していかないとだ

めだというふうに思って、そこを基盤に今後は考え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） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今松田委員が言ったように、我々がもちろん理論的な解明は必要です。

私は必要だと思っています。だけど、検討委員会で検討するのはこの調査検討項目にあります

けれども、これしかしないのと議会側はそうやって言っているのです。今言っているのは。そ

れは、その後僕が言うと言ったのはそこの部分なのです。経費の問題が最大の焦点なのです。

はっきりしているのです。経費の問題が最大の焦点になって、議会の我々の９回の委員会の中

で出たのはそれなのです。理論的なことは必要です。言わなくても後で聞くのだから、みんな。

だから、そうなると思います。それはそれでいいのです。だけど、操業者、操業形態はどうな

るのかというのは何回も出ていたでしょう、ここで。３交替を２交替にしたらこれだけ減ると。

脱塩素質の水洗工程をとめたらこうなるのではないかというふうに議論していたでしょう。そ

ういうことが検討委員会の中で何も検討されないのなら、そんな検討委員会何なのだというの

は当たり前なのです。そこが検討されて、初めて、なるほど、3,000万円プラスで出さなかった

分を来年から出さなくてもいいよとなるわけでしょう。そこのところが今この常任委員会の中
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で話されなかったら、何のための検討委員会という、だから、僕は理論的なことは理論的で整

理する必要があるけど、そこのところの検討を検討委員会やらないのなら、私たちがやって、

こうやってやれというから、そのままやれということです。だって、実際に人員が本当に半分

で済むかどうかとちゃんとあなたたち検討して、半分ではない、３交替の夜番やめてやれば浮

くでしょう、金。そういう検討をする検討委員会だと私たちは思っているのです。 

それで、脱塩素が必要なくて、そこの部分だけやめたというふうにして売り払ったらどうな

のだと。ごみは、ごみ燃料化ではなくて、ごみを処理することは大切なのだから、それは必要

だとみんな認めているのだから。言っているのは、そういうことを検討するのだと思っている

のです。そうでしょう。松田委員が言っているのはそういうことなのです。だから、理論的な

ことは必要か、必要ではないか。それはまた別な話として、我々が言っているのはそこなのだ

ということをちゃんとわかってやらなかったらだめだということです。 

○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） 今の大渕委員の質問でございますが、冒頭に氏家委員のとき

にご説明あったとおり、これでよしとして町は考えていないというお話はさせていただきまし

た。今大渕委員がおっしゃった気持ちは、私たちは当然同じ気持ちを持って今やっていますの

で、そこのところは、これから今そういう形で削減はできるということが見えてきましたので、

さらにそれから突っ込んで議論をしていくのは、当然、体制だとかいろいろな問題を含めて検

討委員会に諮ってやっていく考え方ではおりますので、その辺をご理解いただきたいと。ただ、

誠に申しわけないのですけど、今この場で細かいことを一つ一つご説明できる状況にはまだな

っていないということなのです。ただ、部分的には調整はさせていただいてはいるのです。で

すから、本当に申しわけないのですけど、その辺が具体的に私どももお話できれば、皆さんに

ご理解いただけるのかなと思ってございますが、まだのそこの段階まで至っていないというこ

となのです。検討はしているのです。ただ、説明をさせていただく段階にはまだ至っていない

ということなので、今しばらくお時間をいただ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） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 議会が６月からやって３カ月間で方向出したのです。検討委員会は６

月からやっているのです。おかしくないですか。従来の延長線上での考え、政策転換がないと

いうのはそういうことを言うのです。今一番必要なのは、来年の３月からどうするか。もうあ

と６カ月たったら来年の６月です。どうして、今言ったようなことが検討できないのですか。

おかしくないですか。大学の先生がやっているかもしれないけど、同時並行で町は町としてそ

ういうことを考えられないような町だったら、町が委託しているのでしょう、お金全部町が出

しているのです。そんな話、そんな検討委員会ならいりますか。おかしいです。それで一番カ

ットできるのは2,000万円だと。疑問でない。僕はやっぱりそこら辺が行政の一番重要なところ

です。我々と全然違う。考え方が。 

○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） ですから、今我々はそれをやっているのですけど、残念なが

ら、今ここでお話しできる段階にないということでご理解いただきたいのです。それで、当然、
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委託業務の体制だとか、今一度もっと大きいスパンでゴミ処理そのものをどうするかというと

ころも実は検討してございます。ですから、先ほど簡単に例を言いましたけど、基本的にはご

みを半分しか施設で処理しないとかというところまで実は検討しているのです。町から出るご

みを全部施設で処理するということを前提として、今ご説明させていただいていますけど、我々

としては、それでは、そのごみを半分にして処理したときどうなるかぐらいまでの極端なとこ

ろまで、今、踏み込んで検討しているのです。ただ、それを全部検討委員会の中で、今、一つ

一つを整理していく段階にはまだなっていないと。今はまずコスト削減についてどうなのだと

いうところがようやっと詰まって、これからその議題に今度かかっていくということになるの

です。それが遅いと言われればあれなのですが、本当に申しわけないのですけど、先生方もい

ろいろとほかの中でやって、開催も月１回というのが限度の中で進めているということで、基

本的には町側で先生方のご意見もお聞きしながら、ご説明した以外の部分については検討を加

えているということなのです。それを今月の25日に再度委員会の中でお諮りをいただくという

準備で進んでいるのです。ですから、大渕委員おっしゃっていることは確かにそのとおりで、

私たちもそういうふうな気持ちで実際やっておりますので、その辺はご理解いただきたいとい

うふうに思うのです。ゆっくりやっているわけではなく、基本的にちゃんと新年度に間に合わ

せる方向では、検討は進めてございます。ただ、住民の分別とかということについては、基本

的に４月から分別を変えてやるということは物理的に、不可能というふうに考えてございます

ので、25年度の分別を変更する場合については、年度途中において準備が整い次第やっていき

たいというようなことも踏まえた中で検討を進めているということでございます。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 100歩譲ってそこまで理解したとしたら、今言われたように期限はきち

んと３月で切って、来年度予算で今の財政3,000万円なら3,000万円含めたもの、要するに赤に

なる分、当初計画からです。８億円はいいですから。８億円でなくてゼロベースになったとき

のゼロになる。そういうことを来年度予算できちんと反映できるということでいいのですか。

私、そこができないのだったら納得できない。それができるのだったら、あと３カ月は待って

もいい。だけど、それは、絶対に来年の３月の予算で反映できるということでなかったら納得

できない。だって、今まで６カ月かかってここまでしかこないものが、本当にそういうことで

きるのですか。私はそこのところやってもらわなかったら納得できないのです。そこだけ。 

○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） 今それぞれ試算している中では、平成25年度の予算について

は、今言った時期的な問題、切りかえの時期等含めて必ずしもお約束できる状況ではございま

せん。26年度以降については、きっちりそこのところ将来見通しも含めて進めていくという考

え方の中でやっています。25年度についてもできるだけのことはした中で予算は組んでいきた

いと。ただ、分別の変更も先ほど言ったとおり４月からできないということになれば、当然予

算もそれだけずれ込みますので、従来のシステムの中でいきますので、必ずしもこちらがこれ

だけ削減できると言ったものが25年度の予算の中で直ちに反映できるということは難しいかと

いうふうには考えてございますが、いずれにしてもきちんとした改善、これから施設をどう動
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かすかという基本的な考え方に沿った予算は組みたいというふうに、それはお約束をしていき

たいというふうに考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 山本議長。 

○議長（山本浩平君） 鳴り物入りで本当に突き進んだプロジェクトで、当初ランニングコス

トもなかなか不明なまま突き進んだ形の中で行って、残念ながら結果としては余りというか、

当初の予定以上のコストが逆にかかってしまったということですけれども。やっぱり最終的に

は、先ほど部長のほうからもお話があって、私が聞く範囲の中では、広域処理を行っていたと

きとまずは同等ぐらいのところまでに持っていかなければならないというのが最低限やらなけ

ればならないことですよね。そのためには、当初の計画よりは本当に大胆な見直しをやって、

もともととは違うような内容になるかもしれないけれども、今の財政の現状を考えたらやる以

外ないわけです。町立病院もそうだと思いますけれども、同じようなことで相当負担になって

いるものに関しては、やっぱり大胆な見直しをしなければならないと思います。そういう中で、

まず、スピード感を持ってやっていただくしかない。今までの当初の計画から議会は当然携わ

っていましたので、相当みんな、一人一人の議員の思いがあるから、大変皆さんが町側に対す

る相当厳しいご意見が出ています。これは当たり前だというふうに私は思っていますけれども。

本当にスピード感を持ってそれに向かってやっていただきたいということであります。 

それと、１点単純なことを質問します。資料１の中にゼロ案からありますけれども、これは、

単純に言うとわずか2,000万円ぐらいの減ですけれども、この第１案が一番減になっていますけ

れども、堆肥化したときに堆肥も当然販売も考えられるわけですよね。そういったことに関し

ては、現段階で結構ですけど、どのような考え方を持って、何トンぐらいをどのようなところ

に卸すというのか。そこまで考えていないのかもしれませんけど。そうなったときにこの減額

の費用が若干は違ってくるのかなと。もう少しプラスになるのかなとも思うのです。その辺は

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） 山本議長のご質問でございますが、堆肥化の関係ですが、堆

肥の販路の関係でございますが、明確な販路はうちのほうでもいろいろと相談した結果、なか

なかの確実な販路がないということで、肥料化については行ってもなかなか安定した販路が見

込めないというのが現状ということです。 

それと、今試算の中では堆肥化のコストを含めて若干の効果出てございますが、実は建設コ

ストを含めると今以上に経費がかさむのではないかというのが検討委員会のご意見になってご

ざいます。なぜかといいますと、いろいろ堆肥化施設のつくり方もあるかと思うのですが、例

えば袋詰めしないで大量に使ってくれるところがあれば簡単な倉庫で済みますけど、そうでな

ければ、堆肥つくったものを積んでおかなければならない保管スペースもいりますし、袋詰め

する機械もいりますしと。いろいろ堆肥化するスペースもいるということで建設コスト、非常

にお金がかかるということが言われていまして、白老町の財政的なことも踏まえた中でいけば、

余り現状でいい試案ということには、検討委員会の中ではなっていない状況にあります。その

中で見ますと、比較的施設を容易にそのまま分別を変更するだけで、変えていくだけでおよそ
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2,000万円近い金額は理論上はコスト削減できるのではないかということが今出ているという

ことでございます。議長先ほどお話あったとおり、大胆な見直しということのお話ありました

ので、それは我々もそういうふうな認識でいます。町の財政状況だとかそういったものを踏ま

えた中でです。ですから、これで削減できると。それにプラス大胆な見直しの手法を検討して

いただくことを、何点かうちのほうで用意してございます。それは例えば、家庭系のごみは別

処理をすると。例えば広域処理をするとかいろいろなことが考えられます。ただ、これは相手

があることですから、うちの思いだけでは成り立たないので、これらのことを含めてやってい

ったらどうかとか、運転体制の問題ですが、委託も、それでは、仮に事業系のごみだけで処理

した場合、基本的に量的にいきますと3,000トンくらいになりますので、バッチ数にしますと４

バッチぐらいになるので、１バッチ６時間として、そうなりますと12時間、そういったもの中

で処理できると、今の３直から変更ができるというようなことも含めていろいろ検討はできる

ということなのです。ただ、そこの詳細は先ほども言ったとおり、大渕委員のほうからお話あ

ったとおり、お話しできない、まだきちんと決まったわけでも何でもありませんので、お話し

できないので、ちょっと報道の方もいますけど、それは書かれたら困るのです。ですから、例

えば登別と協議していると。それはまだ協議はしていませんので、町の考えた方として、広域

処理もまたそういう部分では一部分はあるよねとかと我々は思っていても、そういう思いが出

てしまうと当然向こうに迷惑かけたり、いろいろなことありますので、だから、細かいことは

お話できないということなのです。ですから、決して検討していないわけではなく、大胆な見

直しを含めてやらなければならないという認識の中でお話しさせていただいていますので、そ

の辺ご理解をしていただきたいと思います。ただ、今ちょっと広域の関係を例で出しましたけ

ど、全く登別さんとはお話はまだその件で協議していませんので、その辺誤解のないようにプ

レスの方もよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時２３分 

                                         

再開 午前１１時３３分 

○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。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 今まで各委員の皆さんが、この議会が６月から９回の委員会を開催し

て、会議の中で中間報告としてまとめて報告しました。議会としてもこのバイオマス燃料化施

設というのは非常に今後の白老町の財政にとっても大変な大きな問題としてとらえていて、９

回の委員会を開催して、いろいろ喧々諤々やった経緯があるわけです。それと並行してまた同

じような話になるのですけれども、この検討委員会が今回示された経過、松田委員からもいろ

いろお話ありましたけれども、私は経過報告としてはとらえておりますから、これが結論では

ないということなのですけれども、それは理解するのです。理解はするのだけれども、このま

とめを見ると、例えば塩素濃度がヨーロッパのだとか、それから、いろいろいっぱい資料はあ

るのですけれども、本当にこの内容が、過去５回やられている内容と、本当に学者さん入れた
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中での検討経過なのかと、非常に疑問を持っているのです。中間報告は、議会として報告して

いるのですけれども、議会としては、これからコストの問題、非常に大事な重要な部分だとと

らえています。これは副町長も先ほどの答弁でありましたけれども、理解されているというこ

となのですけれども、ただ、部長のお話にあった平成 26 年度には間違いなく予算化、当初から

予算の中にきちんと反映させていけると。こんな、また１年後、先延ばしのような話になって

いるのです、今のお話を聞くと。これは大変な事態だと私は思っています。来年度の予算が組

み立てできるかというような状況、非常に危機的な財政状況の中で、本当に真剣にとらえてこ

の５回の検討委員会をやられたのかと。このあたりが非常に私は疑問に思って。また同じよう

な答弁しかもらえないのかなと思いますけど、マスコミがいるという話何かもありましたけれ

ども、そのような中で本当に真剣に不退転の思いでやられているのかどうか。そのことが１点。 

実は、分別収集の関係で、私どもの町内会がその２つの中の１つに入っていて、今各家庭で

説明受けた中でそれぞれやられているのです。これは期限つきでありますから、今月の 10 日過

ぎぐらいまでやるようなお話ですけれども、この町民の説明会の中で、サランラップが悪玉で

不買運動したらどうかという町民からの話もあったように聞いております。私はそんなことを、

町民の皆さんですからいろいろなことを発言される方もおられるとは思うのだけれども、町側

として、本当にそういうことを現実問題としてとらえているのか。非常に私は問題として、こ

んなことをやってバイオマス燃料化施設の運営をしていくのかと。私はそんな現実的なことを

とらえている町民もたくさんおられるのかなと思って、非常に暗たんたる思いでいたのだけれ

ども。こんなことをどういうふうにとらえておりますか。商品を悪玉、悪い商品、白老町とバ

イオマス燃料の施設としては悪玉なのかもしれないけど、商品としては悪玉ではないですよね。

こんなとらえ方が町民の中にどんどんふえていくのは、非常に私は問題だなととらえて今いる

のですけれども、そのあたりの見解を伺いたいと思います。 

○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） まず、最初の予算等の問題でございますが、26 年度から先に

ということだけではなくて、当然 25 年度の予算から方針をきちんと決めて予算組みをしていく

わけです。ただ、それぞれいろいろな改善方法の実施時期が必ずしも 25 年４月からすぐスター

トできるということにはならないので、基本的には 25 年度の予算というのはそういう形でいけ

ば 100％のものにはならないかもしれないというお話をさせていただいたわけでありまして、

したがって、25 年度予算から改善の内容は当然含まれていくというご理解をしていただきたい

というふうに思います。 

また、先ほどご説明した中で、分別収集の説明会を２町内会にお願いをしました。その中で

サランラップの不買運動ということのお話があるというようなことでございますが、町として

は、これは町のバイオマス燃料化施設の運転の中でエネルギーコストの削減をするためには分

けてごみ処理をしたほうが効率的ではないかというようなことの検証をしていることであって、

決してサランラップそのものが悪いということではないです。本来のサランラップの使用目的

からいけば食品衛生上何ら問題がなく、食品を保護するだとかいろいろな役割でも使われてご
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ざいますが、それが悪玉なのだというようなとらえは町側としてはしてございません。全くそ

ういった形ではなく、施設の運転の中では、そういうものを住民に分けていただいたほうが効

率的な運転がコスト面からいってできるのではないかということで、そのテストを行うために

お願いをしているということでございますので、その辺ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。お話はわかりました。わかっているのだけれども、理解願

いたいという、26 年度と今部長がおっしゃった時期、完全な時期の問題なのです。当初この検

討委員会を計画しているのだというお話があって、副町長が５月でしたか、中間報告をされた

ときにその内容というのは、３点ほど実はそのときに示されたのです。最後に分別収集という

取り組みも検討の中に入っているのだとこのような説明がありました。私は、あの３点のバイ

オマスのこれから改善に向けてやらなければいけないのは、やっぱりこの１点だろうなと。こ

の１点に絞っての、多分、検討委員会になるのだろうなと、実は当初からわかっていたことな

のです。ですから、もう少し早く、今中間報告されているこの内容を、なぜもう少し学者を当

然入れている中での話なのだけれども、職員、また、クボタとの関係の中で、やはり、当初か

らこの施設をつくった、それから、いろいろな町側との話し合いの中でまがりなりにもこの３

年間運営してきた経過があるのです。やっぱりクボタというのが専門家だと思うのです。この

バイオマス燃料化施設の専門家だと思いますから、なぜ、クボタ抜きにしてここまで何カ月も

やってきたのか。もう少しクボタとの連携を、前にも言ったかもしれませんけれども、これか

らもクボタは重要だと思うのです。このあたりをもう少し真剣にやるならば、この検討委員会

を進めていくというふうになれば、責任ある結論を出そうということであれば、やはりクボタ

抜きでは考えられないと思うのだけれども。その１点をとりあえず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） 施設の改善に当たってクボタを抜いての検討はないのではな

いかというようなご意見でございますが、ここについては、クボタに対しても当然提案をして

いただきたいということで町のほうも常日ごろからお話をさせていただいて、一部提案もいた

だいてございます。例えば提案の１つとしては、固形燃料、今高温高圧で処理して生成物がで

き上がってございますが、これを水洗い、洗浄脱水をして燃料として固めて日本製紙のほうに

供給しているということでございますが、そこの固形燃料にする部分を省略してはどうかとい

うことの１つの提案の中で、粉体のままで日本製紙さんのほうで使っていただけないのかとい

うようなこともクボタ側からの提案があるということでございます。町側としてもそういった

ことも含めて日本製紙さんのほうと協議、形状の変更というようなことで協議もさせていただ

いているということで、クボタを抜いた中で進められているということではなく、クボタとも

話をしながら合わせてやっているということでございます。 

それで、これまで先生方は、いろいろな検討は基本的にこの数字をつくり上げていただいて

いる先生は室工大の先生が中心に生徒等も協力いただいた中でつくられてございます。回を追

うたびに先生が整理したものを検討委員会の中でお話をしていただいて、議論をして進んでき



 22 

たというのが経過でございます。その中で合わせて町側も検討委員会とは別にさらにこれから

先の準備をしながら進めているというのが現状でございます。 

クボタの件については、決してクボタは別にということではなく、クボタとも合わせて協議

を進めておりますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。何点か確認だけさせていただきたいのです。先ほどからい

ただいている資料、これは文献による資料だということで、資料の３でしたか、塩素濃度のも

の。ヨーロッパでのそういった文献の資料だということです。ヨーロッパの文献の資料を大学

の先生たちが使うということは、日本ではそれだけの資料集めというか、そういったものはや

っていないからヨーロッパの資料を使っているのだろうなと思うのです。僕は、一つ一つの家

庭ごみ何かを見ると、ラップとトレイ、発泡スチロール系の発泡トレイ、これがごみの大半を

占めています、はっきり言ったら。家庭ごみの中の。それで、こういうものだけでも、例えば、

今一部の町内会にお願いしているかもしれないけど、これは、発砲系とラップ系、これは何か

にまとめて全町に呼びかけてやってもらうことだって不可能ではないでしょう、はっきり言っ

て。これぐらいできますよね、何も説明しなくても。それぐらいはやってもらっていいのでは

ないですか。いっぺんにこういうことでやりましょうと、用意ドンでやってもなかなかできな

いというのは、今部長の話からも出てくるのだから、今からやれることをやって来年４月から

ちゃんとできるにしましょう。できると思うのです。完璧ではないかもしれないです。わかり

やすいところからやったらできるのではないですか、きっと。 

それと、もう１つ。そのヨーロッパでの文献と、今白老町の実態に合わせた資料の分析結果

が 12 月 15 日とか 17 日ぐらいに出てくるのでしょう。そうしたら、ヨーロッパの文献に合わせ

た白老町の実態というのがわかるのでしょう。ここで結局は。そうしたら、そこからもう用意

ドンできるのです、きっと。そして、全町内にできるところからまずはそういったごみの分別

もお願いしてやってもらいながら、来年の４月から実施できるようにしてやっていただきたい

のです、はっきり言って。それで、僕は、今大学の先生方に協力してもらって、これはあくま

で論理的な話なのかもしれないけど、2,000 万円の経費削減ができるのではないかという。僕

は、これは大変結構なことだと思います。ただ、この資料を見ると人件費には手をつけていな

いでしょう。ゼロ案から始まって。何だかんだ 24 時間稼働しなかったら燃料つくれないような

状況ではないでしょう、はっきり言ったら。24 時間完全に稼働しないと、３交代で稼働させな

いとできないですか。 

○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） まず、現状として 24 時間運転は、入ってくるごみの処理とし

ては 24 時間運転をしなければ処理できない状況にございますので、直ちに変更というのはごみ

の分別変更なりして別な処理をしない限りはまず難しいということでございます。 

それと、ラップだとかトレイ等、大半占めているものです。直ちにできるのではないかとい

うことでございますが、実は、この分けて処理しないごみをどうやって処理するかという問題
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が１つあるということなのです。ですから、その辺を含めると簡単にすぐ切りかえられるかと

いったら、住民の皆さんは協力していいよということになりますけど、受け側はとしては別に

してもらったものをどうやって処理しますかということと、廃棄物処理法の中でごみ処理基本

計画の変更とかも基本的にはしなければいけないということなのです。今までの処理方法と変

わる場合については変更しなければならないと。ただ、それは同日に進めてもよろしいかとは

思いますが、まずはラップとトレイとそういうものをどこでどう処理するか、それらの費用を

どうするか、収集にかかる費用もどうするかを含めてやらなければならないので、直ちにでき

るというのはちょっと難しいかなと。ですから、その辺を準備しますと、やはり早くても４月

とかということになってくるのかなというふうに考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 部長が言うのはわかるのだけど、僕が言っているのは、この第１案に

沿って生ごみと分別したときに、その分別の中でも生ごみとその他可燃ごみで分けられている

けれども、これは完璧な姿ではなくて、今やるとしたらラップとトレイを抜いただけでも違う

のではないですかということなのです。進めていく中で。分別をした中でどうしても 24 時間対

応していかなければいけない体制になってくるのですかということなのです。それだったら、

今の理論上の 2,000 万円と人件費を何とかそこから捻出できるものはないのということなので

す。これは第１案から第３案まで人件費には一切手をつけていないのです、はっきり言ったら。

今部長の言う話だったら、分別が進んで、水洗いの工程だって少なくて済む。そうなったとき

に同じ量の燃料をつくるにしたって作業工程が短縮されるとかいろいろなメリットがあって、

2,000 万円なりの経費削減になるのでしょう。そこに人件費だけは同じだということは、普通

は考えられない。まず、その１点。 

そして、ごみの分別だって、ラップとトレイを仮に取り除いてそこに残しておいたとしても

腐るものではないでしょう。トレイは何かの薬品をつければ溶けるのですよね、きっと。ラッ

プの処理はラップの処理でもって、それこそ大学の先生方とまた相談しながらでもやっていけ

るのではないですか。それが検討委員会で検討されてもおかしくないのではないですか。だか

ら、４月なら４月から、今から始められるものは今から始めて、４月からある程度の経費削減

に向けてやっていけないかどうか。ここをもう少し詰めたほうがいいのではないですか。 

○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） ４月からの実施に向けてはできるだけそうできるように努力

はしていきたいと思っています。それが何をするかというのは別として、今氏家委員おっしゃ

ったことも含めて、基本の目標としては、４月からそういうことに取り組めるようにこれから

も全力を挙げて取り組むということでご理解いただきたいと思います。 

○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） トレイの関係なのですけれども、トレイを再利用というので

すか、リサイクルするというルートはあります。それで、そこのルートが役場の中でちゃんと

組み立てられているかというと、まだそういうところに至ってはいませんので、それは１つ、
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解決していく中の検討事項にはなるのではないかというふうに考えておりますので、検討委員

会の中でこちら側のほうから意見を提案させてもらったりした中で、そういった処理が可能か

どうかという議論はしていきたいというふうに思っています。 

それと、人件費については実際試算をしていませんので、仮に１案、２案、３案の中で動か

したときに人件費はどうなるという試算は今後していくことにしております。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 今の氏家委員からの話にも関連するのですけれども、２点お話し

させていただきますが、１点目のこの分別の問題なのです。これは役場の担当課のほうでもも

う気づかれていると思いますけど、資料３の１で、これを見て、今結局可燃ごみとして処理し

ている塩素濃度0.94％、やっぱり高いです。だけど、これは軟質プラスチックを別にするだけ

でも塩素濃度0.28になるのです。これはどういうことかということなのです。つまり、簡単に

言えば、これは当初計画、ボタンのかけ違い。このバイオマス燃料化施設事業のボタンのかけ

違い、白老のごみ質を0.35％に設定したことにありましたよね。そうですよね。だから、もし、

軟質プラスチックを全部きちんと分別することができれば、当初の計画の大きな問題だったそ

こもクリアできるということなのです。そうしたら、機能改善工事、また900万円も水光熱費も

燃料代もかけてやっていたあのプラント通さなくてもよくなるのではないですか。そうしたら、

今ちらっと説明にもありました。これ、もし軟質プラスチックの分別が徹底できれば、そのま

までもいけるのではないかと。そうであれば、当初のバイオマス燃料化施設だけでできる可能

性があるわけですよね。そうではあれば、１案とありましたけど、もっと削減できます。そう

ですよね。第１案は、分別変更して生ごみはやっぱり洗浄・脱水処理するということになって

います。やっぱり水光熱費もかかるし、燃料代もかかるのです。だけど、この軟質プラスチッ

クをきちんと分別させることができればいらなくなるわけです、生ごみの洗浄・脱水処理も。

そうなれば、2,000万円となっていますけど、もっとです。機能改善工事の洗浄装置の乾燥させ

る、あそこの処理だけでやっぱりお金相当かかっています。ここを使わなくてもよくなったら、

もしかしたら、広域処理していたときと比べてゼロベースになるか、若干ですけれども、単純

計算ですけど、バイオマス燃料化施設使ったほうが処理費安くなるという余地があるのです。

これを使わなければ、こちらの機能改善工事の部分のプラントを使わなければ。 

ただ、ちょっと気になるのは、町内会のこの分別の方法なのです。生活者の実態から考える

と、これはちょっと細かいのです。ここまでする必要、これができれば１番いいのですけど、

自覚のある方ぐらいしかできないです、ここまで細かく。これは大渕委員のほうからも指摘さ

れたとおりだと思います。そうでなくて、もしこれで歩どまりとしてなかなかそんなに思った

ように先に進みませんとかそういうことではなくて、これがもし思うような計画どおりにいか

ない場合でも、私はもう一度、軟質プラスチックだけ、せめてラップだけでも分別してくれと。 

もっとわかりやすくきちんとやるべきです。私たちもたくさん使っていますから、事業所とし

て。ラップというのはもう必要不可欠なのです。あれがないと商売にならない。それは重要な

ものなのです。だから、私はその重要性を十分認識しながらしゃべっていますけど、そこだけ

まずきっちりやって、そうしたら塩素濃度どれぐらいかと。それぐらい思い切ってきちんと分
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別してくれということをもう一回実証実験するべきです。 

あともう１つ。私、虎杖浜でやるのだったら本気になって歩きますから。全力で協力します

ので、分別の方法について。この分別方法を配って町内会長にご説明したところで大きな効果

が実現できるか、私は非常に不安です。そうであれば、本当にもっと徹底的にとにかく軟質系

だけでもきちんとしようと、そういう覚悟を持って、まず、この部分については取り組むべき

だと思うのですけれども、いかがですか。 

○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、広地副委員長のほうからお話あったとおり、当然、資料、

結果、きょうお出ししていますが、分けることによって効果が想定できるということはわかり

ましたので、それは町のほうとしてもそこを含めてさらにもっと大きく削減することと、将来

に向けてどの処理がいいのかということと、その分別形態もどこまで町民の皆様、事業者の皆

様にしていただくかということの最終決定も含めて、これから詰めの段階に入っているという

ことでございます。当然それらも効果はもうあるのではないかということはわかってきていま

すので、私たちももう単純にそれだけ分けたら、それでは、その分けたものを今度どう処理す

るかというところまで視点を変えて検討は進めてきていますので、その辺を今後まとめて皆さ

んのご意見として、やはり新年度の当初に向けてやったらどうかということですから、その辺

はそういう形で努力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） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） まず、わかりました。１回の分別で、いや、うまくできませんで

したと、思いどおりになりませんでしたということにはなりません。ここで逆に軟質プラスチ

ックの分別をきちんとできれば、ボタンのかけ違いをもしかしたらすべて取り戻せるチャンス

かもしれない。 

あともう１点。これで最後です。これは各委員から出ているとおりで、やっぱり議会の議論

を踏まえていただきたいということなのです、簡単に言えば。まず１点目の、今出ていました

人件費の問題。たしか6,700トンに減るのですよね、２案や３案になると。第１案だったら7,000

トンですけど。要は想定している部分というのは、当初の計画からいくとやっぱり３割減なの

です。そうであれば、やっぱり２交替でいけるのではないかと。こういった部分というのは、

今検討、まだお出しできないのでということで、それはわかりました。なので、次に議会にお

示しいただくときには、やっぱりいろいろ広域処理のことも含めた、そのあらゆる論点から出

していただきたいのです。検討した結果こうですという形で。今回は出せる範囲ということな

ので、それはわかりました。なので、先ほどペットボトルの話もしましたけど、今までやっぱ

りだめだったという部分についてもきちんと踏まえていただきたいのです。それは事業所も協

力しますから、そういう部分では。実際ありましたよね、議論で。萩野のスーパーの業者さん

持って行こうとしたけど処理費まで取られてしまうと。せめて無料で。原料なのですから。今

買っているものなのですから。それはせめて無料で引き受けていただくような形だとか、そう

いった部分についても、今資料にもなかったのでこういう議論が出てしまうと思うのです。ま

ず、それについては確認の意味を込めて言いました。 
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あと、やっぱり実証実験をしっかりやっていただきたいのです。最悪です、例えば理論上

2,000万円の削減効果ありました、わかりましたと議会でも承認しました。その結果として、

やっぱり500万円しかできませんでしたということにはならないのです。私たち議員としても

大きな責任あると思って言っているのです。それで、これ過去、機能改善施設の議論相当して

きたつもりなのですけど、やっぱりすごく気になっているのです、今でも。それはもう言いま

せんけど。結局、もしかしたら洗浄・脱水処理いらなくなるかもしれない余地が出てきました。

これは検討したおかげですけど。ただ、そうやって実証実験してみて、結局どうだったと。そ

のように相当時間かかるのはわかりますから。効果をきちんと白老町のごみであの施設を通し

たデータを示していただきたい。理論上でこうだったけど、現実こうでした。その理由として

はこうでしたと。そういうようなことはもう二度とできないのです。まず、実証実験をもっと

しっかりやっていただきたい。 

これで最後です。ただ、期日はやっぱり区切っていただかなければ困ります。これは松田委

員や大渕委員からも出ていましたけど、例えば、実証実験をきちんとやって堆肥化がいいとい

うことになって、また堆肥の建屋をつくって、それに土のう維持費かかって何ていうことはも

う多分想定していないと思いますけど、そういうことはもう許されないのです。ですので、実

証実験は時間をかけていいのです。しっかりやっていただきたいのです。ただ、やっぱりこれ

は本来９月に中間報告で、１月末にはもう最終の答申が出る予定でした。これはもう間に合い

ませんよね。間に合わせますか。実証実験の結果も踏まえて。期日区切ってほしいのです。そ

こまでに出るということであれば、今回これで了解してというふうに議論ありました。なので、

今鋭意検討、全力で検討しますだけでは所管とった意味ないのです。そういった部分について。 

○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） まず、施設の今後のことに関して、実証実験だとかそういっ

たデータをきちんと確認しながら、今後間違いのないようにしていくためにも、それは十分私

どももそういう認識のもとで努力していきたいというふうに思ってございます。ただ、期日、

いつまでこれをやっていくかというのは、基本的に私どもも予算編成の関係で１月末が予算を

基本的に固めていかなければならない期日だと思ってございますので、大枠についてはそこま

で方針をきちんと出したいというふうに考えてございます。ただ、詳細事項については、その

都度急がずきちんとやるためには、１月末にこうだからこれでいいのだということではなく、

詳細事項についてはそれからも詰めて整理をしていきたいというふうに考えてございますの

で、期日としては、一応めどとしてはそういうことで現在考えてございます。 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０８分 

                                         

再開 午後 ０時０８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。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 終わるのだったら、質問しておきたいのですが。検討委員会の部分は
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大体結論出たと思います。きょう副町長もいるからお聞きしたいのは、建設厚生常任委員会で

所管事務調査しました。そして、９日間の委員会の、このバイオマスについての中間報告をし

ています。もちろん本会議できちんと報告しているし、議会だよりにも報告しているのですが、

この答えが出ないのです。それで、この委員会報告を行政としてもそうだし、副町長きょうい

るから、副町長もこの経過についてはまちの責任があるとこうずっと述べていたのですが、こ

の委員会報告をどうとらえておりますか。ただ委員会の言いっぱなし、聞きっぱなしで終わら

せるのか。それから、責任があると言った部分の、どのような責任だととらえて、どのような

責任の取り方をするのか。この部分、副町長おりますから考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） まず、報告があったけれども、それをどうとらえているかというよ

うなお話です。いろいろな所管事務調査、あるいは陳情も含めてですけれども、その委員会が

十分協議をした中での報告というのは当然行政のほうも十分重く受けとめて、そういう対応が

できる部分については行政のほうも対応していくというようなスタンスの中で報告を受けてお

ります。受けておりますというのは、気持ちの中で当然受けています。 

そして、そういう中で責任の話がありました。本会議の中でも言わせてもらいましたけれど

も、現在こういうような状況できています、今後、検討委員会を含めてこういう方向にします

ということで今やっておりますので。いわゆる当初、このバイオマスを導入したという経緯を

含めて、今の状況を見直しするというようなことでの方向性をしていくというのが、今置かれ

た私たちの責任だというふうに思っています。それで、今の時点でとり方をどうこうするとか、

ああするとかというのは、今の中では答弁は控えさせてもらいます。前にもお話を本会議の中

ではしたと思いますけれども、法的な責任、あるいは政治的責任、行政の責任ということはあ

りますので、それは今３年を経過した中で、この時点でそれでは、こう、この時点までの責任

とりますとか、ここの区切りで責任をとりますとかという話には基本的にはならないと思って

いますので、今そういうような方向性を、現在、責任を果たすというようなことで努力してい

ますので、そういう中では、今後の中では責任というものを当然考えていかないとだめだなと

いうふうに思っております。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 考え方はわかりました。委員会は中間報告なのです。中間報告ですか

ら最終報告しなければいけないのです。最後の報告、委員会としてまとめた、総まとめの報告。

それにはやはり、行政が責任あるのだと認めているわけです。委員会も行政の責任はどうなの

だと、責任あるとちゃんと示してします。この委員会としてです。それで、責任を明らかにす

ると副町長言っていました。明らかにしなかったら、この行政報告終わらないのです。この委

員会が終わらないです。中間報告が最後の報告にならないのです。どうとらえますかというの

は、その部分で聞いたのです。それでもないということなのですか。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 行政のやっている事務事業といいますか、そういうものについては
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行政が当然責任あると。これはいろいろな政策も含めて事務事業の責任は行政が当然あるとい

うふうに思っています。そういう中で、今委員会の中間報告で行政がそういうものに対しての

責任はあるだろうというような意見については、そのとおり当然受けとめています。ただ、そ

ういうものを、例えばその内容といいますか、そういうものを示さなければ締めにならないと

いうことには、私はならないと。委員会の中ですから、委員会の中ではやはり行政として責任

を十分、例えばとりなさいだとか、そういうような委員会報告であって、行政のほうからこう

とりますというものの話がなければ、委員会の締めができないということには、私はならない

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） 私は、そこは全然理解できないです。副町長わかっていないです、責

任ということを。責任とはどうあるべきかということをわかっていないのではないですか。責

任のとり方というのが。行政はいろいろな責任があるのだけれども、そういう責任のとり方は

ないのだと言うけれども、責任のとり方はいっぱいあるでしょう。例えば職員のいろいろな問

題で町民に損失をかければ責任とるでしょう。どこの自治体もとっています。たくさんの例あ

ります。例えば、消防の職員が何か悪いことしたと。そうすれば、そのトップが責任とるでし

ょう。だから私は、このバイオマス事業も、改めて言う必要もないけれども、ずっと言ってい

るのは、言っていることと町がやるべきことを怠ったのです、たくさん。指摘しています、怠

ったこと。この部分は町がやるべきだったと。例えば１から1.88あるのに0.35と東京のごみ質

を言ったことだってそうだし、それを書きかえることだって怠っているし、たくさん怠ったこ

とあるのです。その責任は、ただ責任はあるけれどもと言うけれども、町民の税に損失かけた

のです。たくさく損失、町民にご迷惑をかけたのです。私は、その責任をとれと言っているつ

もりなのです。それから、政治的判断もしなさいというのは、町長は政治家なのです。副町長

は政治家ではありません。政治判断をしなさいというのも、とらえ方としては、そういうとら

え方をすべきなのです。だから、私が副町長何もわからないのですねと言ったのはそのためな

のだけど。政治判断というのは、政治家なのです、町長も。その部分で町民に大きな損失を与

えたのだと。その責任をとりなさいと私は言っているつもりなのだけど。 

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 私も松田委員が言っていることがわからないというふうに言われま

したけれども、行政の責任、あるいは瑕疵があって処分を受けるだとか、処分を下すだとか、

そういうことについては十分知っているつもりでございます。私が言っている部分は、現在こ

の事業を継続してやっているという中で、今方向性を、あるいは事業の見直しを含めていかに

経費の支出を少なくするかということを含めて今検討していますので、現在行政に課せられた

責任はそこの改善をもっていくというふうに思っています。そういう中で政治責任とか、行政

責任というのは、中間報告でもありましたけれども、そういう中では当然行政としては考える

というようなことですから、私どももしかるべきタイミングの中でそういう判断はさせてもら

いたいというふうに思っております。 

○委員長（西田祐子君） 本日議論されましたことは、バイオマス施設の今後の対応策、その
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中間報告になる前の経過報告ということでいただきましたけれども、委員の皆さんからは、行

政が負担するコストについての視点が足りないと。それと、ＣＯ２削減効果について、また、

管理処分場とかそういう建設、維持コスト、そういうようなものも含めた中での検討委員会だ

と我々委員会としては理解していましたので、今回はそこの部分が非常にまだ説明が足りなか

ったなと。そういうふうな部分は感じております。ただ、これらにつきまして、今各委員から

いろいろ言われましたことにつきましては、来年の１月末、予算編成までに大枠で行いたい。

それは間違いございませんね。そして、細かいことにつきましては順次とされておりますけれ

ども、ここにつきましては将来的に検討委員会で検討するというお話ですけれども、実際に今

まで随分時間がかかったという委員からの指摘もございます。平成25年度の予算の中で、でき

るだけ早い段階でそれが実施されるような検討委員会にぜひもっていっていただきたいという

のが本日出された意見ではないかと思います。 

それと、前回当委員会で報告いたしました中間報告の中で行政の責任ということで、行政の

不作為によって非常に損失を出したと。それに対して政治的責任についてという意見もござい

ましたけれども、本日までそれについての行政側から、また、町の理事者側からの明確な答弁

もいただいていませんでしたけれども、当委員会としては一度出した報告でございます。委員

会の総意でございますので、それについてはぜひ重く受けとめていただきたいと思いますけれ

ども、最後に白崎副町長のほうから何かあればお願いしたいと思います。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 先ほどの松田委員のご質問にもお答えいたしましたけれども、委員

会の報告というものについては、今委員長も言われましたけれども、再度言いますけれども、

それは行政としても当然重く受けとめていると。それで、中間報告でいわゆるこの事業が当初

の計画どおり進んでいないということに対して十分自覚しなさいというようなことでございま

して、その中で先ほど言葉にありました不作為だとか、瑕疵だとか、そこら辺がどの程度かか

わってくるのかというふうに思っていますので、私どもとしては、こういう状況の中で、先ほ

ど言いましたけれども、そういうことを行政としてといいますか、理事者としても十分押さえ

た中で、しかるべきタイミングでと。しかるべきタイミングということは、押さえた中でどう

対応するかというのは十分自分たちも思っておりますし、検討したいと思っています。 

以上です。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） 以上で本日の建設厚生常任委員会をこれで終了いたします。  

（午後 ０時２３分）  


