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◎開会の宣告 

○議長（山本浩平君） ただいまより全員協議会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○議長（山本浩平君） まず初めに、担当課の説明をいただく前に、白崎副町長のほうからご

あいさつがあるということでございます。白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） おはようございます。大変お忙しいなか本日全員協議会を開催いた

だいております。本当にありがとうございます。ご案内のとおり、きょうはバイオマス燃料化

施設の運営状況と現状の課題、それらを説明させていただきたいというふうに思います。 

きょう資料をお配りしておりますので、その資料については後ほど担当のほうから説明をさ

せていただきます。私のほうからは、その前段として総括的に状況を説明させてもらいます。

バイオマス燃料化施設の運営状況についてでございますけれども、この本来の目的であります

ごみ処理という一般廃棄物処理施設としての役割は計画通り進めている状況ではございます。

しかし、もう一つの目的でございます固形燃料の生産につきましては、今年度は昨年 22 年度よ

り 1,300 トンほど多い生産量とはなりますが、当初計画した生産量には達しない状況見込みで

ございます。また、施設の運営経費につきましては、12 月会議において予算の補正を議決いた

だきましたが、エネルギーの単価のアップなどから年々増加している現状でございます。また、

現状として機能改善工事の実施により一定の条件が整えば計画した固形燃料の生産ができると

ころまできておりますが、副資材の確保などの要因で生産量に達しない状況が続いており、経

費的に課題を抱えているという状況であります。この施設を安定的に運営するには、現在の課

題を解決していかなければならないものであります。このため、一定の時間をいただきながら、

本施設だけにとどまらず一般廃棄物処理全体の総点検を行って対策を検討し、持続的に地域の

処理を安定的に進めていきたいというふうに考えております。 

この後きょうお配りした資料にもとづきまして担当のほうから説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（山本浩平君） それでは、バイオマス燃料化施設について担当課からの説明を求めま

す。竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） それでは、私のほうからバイオマス燃料化施設についてご

説明したいと思います。資料としましては、全部で６部ある資料でございます。１番上を入れ

ると７枚ということになります。順次、まず１点目としまして、各年度の施設運営状況につい

て。①、ごみの受入量、②、固形燃料生産量、③、経費と収入の内訳、この３点をご説明して

いきたいと思います。続きまして、２、施設運営の課題についてご説明したいと思います。ペ

ージにつきましては２ページになります。続きまして３点目、課題解決に向けての案について

ご説明したいと思います。ページにつきましては２ページになります。４つ目としまして、主

な検討すべき項目（案）についてです。これにつきましては３ページに記載されております。
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その中身につきましては、１）、エネルギー削減対策の検討、２）、余剰生成物の有効活用の

検討、６ページになりますけれども、こういった内容でご説明をしていきたいと思います。な

お、３と４につきましては、（案）としてご説明させていただきたいと思います。 

それでは、次のページをお開きください。最初に、１、各年度の施設の運営状況についてで

あります。各表とも 21 年から 23 年度の見込みの数字を載せております。最初に、①、ごみの

受入量です。平成 23 年度の見込みにつきましては表の下になりますけれども、家庭系のごみに

つきましては 3,540 トンの受け入れ予定でございます。事業系につきましては 2,320 トン、食

品加工残渣につきましては 625 トン、合わせますと 6,485 トンが 23 年度のごみ受入量見込みと

なっております。平成 21 年度から大きな変動はないという状況でございます。平成 23 年度の

見込みと、それから 22 年度の実績の対比をしますと、約 160 トンの減になる見込みでございま

す。なお、ペットボトルにつきましては 23 年度の見込みとして 70 トンの受け入れという予定

でございます。 

続きまして、②、固形燃料生産量です。平成 23 年の見込みにつきましては下のほうに記載さ

れております。規格内製品 6,300 トンの見込みでございます。平成 23 年度の見込みと平成 22

年度の実績の対比では 1,280 トンの増となる見込みでございます。なお、運転日数につきまし

ては、表の右側のほうに記載されている 304 日となります。次に、平成 23 年度の生産量 9,700

トンの予算を計上しておりますけれども、予定の 6,300 トンと対比しますと 3,400 トンの減と

なる見込みでございます。 

続きまして、③、経費と収入の内訳でございます。平成 23 年度の見込みにつきましては、表

の下のほうに記載されております。経費につきましては左側の表、それから経費の次に収入額

という欄を設けております。経費から収入額を差し引いた所要一般財源額を１番右側の表に記

載しております。平成 23 年度の経費の見込みです。決算見込額です。これにつきましては２億

3,231 万 7,000 円の見込みでございます。主な内訳は、右側のほうに記載させていただいてお

ります。まず、主なものだけ読み上げます。まずに、Ａ重油の関係です。見込額 3,280 万 2,000

円、22 年度と対比しますと約 800 万円の増ということになります。それから隣の右側にいきま

して光熱水費、電気・蒸気でございます。見込額 5,754 万 1,000 円でございます。22 年度と対

比しまして約 1,490 万円の増ということになります。続きまして、施設運営、管理委託料でご

ざいます。見込額が１億 1,853 万 5,000 円です。22 年度と対比しますと約 880 万円の増という

ことになっております。トータルした数字が先ほど言いました２億 3,231 万 7,000 円、22 年度

と対比しますと約 3,610 万円の増ということになります。対しまして収入のほうですけれども、

収入額の見込額は 4,263 万 5,000 円です。うち、固形燃料の売り払い収入が 3,638 万 5,000 円、

22 年度と対比しますと 871 万円ほど増ということになります。先ほど言いましたように、経費

から収入額を差し引いた一般財源の額が１億 8,968 万 2,000 円でございます。22 年度と対比し

ますと約 2,760 万円の増ということになります。 

次、１）にいきます。平成 23 年度当初の収入予定額につきましては 6,151 万 7,000 円であり

ますので、見込額（Ｃ）との対比では 1,888 万 2,000 円の減となる見込みでございます。 
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次のページをお開きください。２）、収入額 1,888 万 2,000 円の減額の内訳についてご説明

いたします。３月の補正に提案する予定でございます。まず１つ目です。食品加工残渣の処分

手数料であります。当初 550 トン、見込みでは 625 トンの処理量になる予定でございます。75

トンの増、金額にしまして 75 万円の増額補正となる予定でございます。２つ目です。固形燃料

販売収入、当初が 9,700 トン、見込み 6,300 トンなので 3,400 トンの減、金額にしまして 1,963

万 2,000 円の減額補正の予定でございます。 

続きまして、３）です。施設運営管理業務委託の配置人員の動きについてでございます。正

社員の分です。平成 21 年のスタート時が 14 名、平成 23 年度につきましては 16 名という状況

になっております。22 年度と対比しまして１名の増という形で業務委託を行っている状況でご

ざいます。 

次に、２、施設運営の課題についてであります。①、平成 21 年４月から稼動を開始したバイ

オマス燃料化施設の運営につきましては、機能改善工事の調整がほぼ完了し、一定の稼動を行

っております。しかしながら、固形燃料の生産量は機能改善後の目標、年間 8,800 トンには達

しない状況でございます。塩素対策として行った生成物の洗浄による水分の上昇と、副資材が

持つ水分を希釈するため、水分を持たない紙類の調達の確保が必要となっております。また、

洗浄後の生成物と副資材（廃プラ・木質・紙類）の配合調整や成形機までの搬送ラインがござ

いますけれども、そこの改善がまだ必要でございます。 

②、洗浄脱水や乾燥工程などに使用するエネルギー単価の上昇や使用量の増加、それから運

営管理に必要な人員や整備に必要な経費の増加によって、経費が増大している状況となってお

ります。エネルギー使用量の削減と効果的なごみ処理、それから生産工程の組み立て、これら

が必要になる課題でございます。 

③、余剰生成物の有効活用の確立が必要であります。平成 23 年度末の余剰生成物の保管量に

つきましては、約 4,300 トンになる見込みでございます。 

次に、３、課題解決に向けての（案）についてでございます。施設運営の課題を整理し、現

施設の運営効率化に取り組むとともに、期間を定め一般廃棄物の処理全体について総点検を行

い、施設の安定稼動に結びつけたいというふうに考えております。①の点検の目的につきまし

ては、今述べたとおりでございます。②の点検の範囲につきましては、一般廃棄物処理全般と

いうふうに考えております。③の点検の体制につきましては、１つ目としまして、庁舎内に検

討委員会、プロジェクトチームを設置して点検改善対策等を取りまとめていきたいというふう

に考えております。２つ目としまして、課題解決に必要となる意見や見解、これらを外部の有

識者から意見聴取するため、専門委員会を設置していきたいというふうに考えております。４

点目、点検のスケジュールにつきましては、平成 24 年、ことし 10 月をめどに改善計画を取り

まとめることとし、途中中間報告を実施していきたいというふうに考えております。 

次のページをお開きください。４、主な検討すべき項目（案）についてです。主なもの２つ

の検討項目を記載させていただいております。まず、１）、エネルギー削減対策の検討につい

てであります。２つありまして、最初に、（１）、ごみ分別方法の再検討についてでございま
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す。家庭系・事業系につきまして、下記の４つの項目を検討していきたいというふうに考えて

おります。まず、①、家庭系可燃ごみを厨芥類、生ごみと、それから、それ以外のごみに分別

して処理した場合の利点、これを検証していきたいというふうに考えております。②としまし

て、現在行っています雑がみ回収に良質な廃プラを加えて、副資材を増量することを検討して

いきたいというふうに考えております。それから、③としまして、高温高圧処理できないごみ

がございますけれども、これらの処理方法を検討していきたいというふうに思います。それか

ら、④、事業系ごみの分別・収集方法を検討していきたいというふうに考えております。これ

らの詳細につきましては、分別検討の１、４ページのほうにもう少し詳しく記載しております。 

次、（２）、運営管理体制の検討についてであります。３つの項目を検討していきたいとい

うふうに考えております。①、エネルギー使用量の削減方法を検討していきたいというふうに

考えております。ここの部分につきましては、外部診断を受けることを検討していきたいとい

うふうに考えております。それから、②、運営管理業務委託の組織体制の効率化を再度検討し

ていきたいというふうに考えております。それから、③、固形燃料生産の効率的な工程を再度

検討したいということです。詳細につきましては、５ページの運営検討１のほうにもう少し詳

しく記載しております。 

次に、２）、余剰生成物の有効活用の検討であります。４つの項目を検討したいというふう

に考えております。①、固形燃料としての活用、ペレット製品として有効価値をつけることが

できないか検討していきたいというふうに考えております。②、肥料・飼料としての活用を検

討したいというふうに考えております。③、助燃剤としての活用を検討したいというふうに考

えております。④、副資材の安定確保と品質向上に取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。塩素・水分の少ないもの、それから不適物などの混入の少ないもの、これらの製品に

ついて継続的に取り組んでいきたいというふうに考えております。ここの部分につきましては、

余剰検討１ということで、６ページのほうに詳しく書いております。 

次のページをお開きください。ここの４ページから６ページにつきましては、今お話ししま

したところの細部について記載させていただいております。運営改善対策ということで、シー

トごとに記載しております。最初に、ごみ分別方法の再検討ということでシートをつくってお

ります。まず、現状と目的についてですけれども、白老町のごみの分別につきましては、現在

５分別でございます。燃料化施設の安定稼動を確立するために、より効果的な分別方法を検討

してみたいというふうに考えております。それから、関連する課題につきましては、記載され

ている３点が関連してくるということになると思います。 

次に、下の表のほうに、１、分別変更によって得られる効果ということで記載しております。

まず、１）、家庭系・事業系からの資源ごみ、燃料生産に有効となるものを直接、成形ライン

で使用すること。固形燃料をつくる工程で使用することによって高温高圧処理ラインのエネル

ギー削減を考えていきたいというふうに考えております。２）、効果的な分別によって、洗浄

脱水ラインで処理する生成物の量の削減が可能になるかどうか、これを検討していきたいとい

うふうに思います。排水処理設備の負荷を軽減する、あるいは、その排水処理設備にろ過膜と
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いう消耗品がございますけれども、これらの交換頻度を延命させるとか、それから汚泥の引き

抜きの量を軽減する。こういったものに反映させることができるか検討していきたいというふ

うに考えております。 

２、改善対策の検討事項につきましては、下のところに３項目記載しております。ここの部

分につきましては、先ほどご説明したところでございますので、省略させていただきたいと思

います。 

次のページをお開きください。次のページのシートは、施設の運営体制の検討についてでご

ざいます。状況と目的についてでございますが、平成 23 年度の所要一般財源額につきましては

１億 8,968 万 2,000 円でございます。前年度との対比では、先ほどもお話ししましたけれども、

2,761 万円の増となる見込みでございます。また、新年度予算においても経費の増が見込まれ

ますので、徹底した削減対策を検討していきたいということでございます。関連する課題につ

きましては、ごみ処理経費の効果額の見直しをしていきたいというふうに考えております。 

１、改善対策の検討項目につきましては、下のところに３点記載させていただいております。 

次のページをお開きください。最後のページにつきましては、余剰生成物の有効活用の検討

でございます。現状と目的につきましては、稼動開始から現在まで発生した余剰生成物の再利

用、これを検討していきたいというふうに考えております。収支の改善と一時保管場所の整理

などを進めたいというふうに考えております。関連する課題につきましては、３点ほど記載さ

せてもらっています。それから、改善検討対策としましては、記載されてあります４項目につ

いて検討していきたいというふうに考えております。最初は１、燃料としての活用、それから

先ほどもお話をしました２、肥料・飼料としての活用、３、助燃剤としての活用、４、副資材

の安定確保と品質向上ということを検討していきたいというふうに考えております。 

以上でバイオマス燃料化施設についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を

お願いいたします。 

○議長（山本浩平君） ただいま担当課のほうから説明がございました。この件について、特

にお尋ねしておくことがあるという方はどうぞ。３番、斎藤征信議員。 

○３番（斎藤征信君） 今まで何回も話をされていたことだと思うのですが、数字の上でちょ

っと何点か確認だけしておきたいと思うのですが、ごみ処理が 23 年で 6,485 トンだということ

でいうと、これは固形燃料をつくったのが 6,300 トンですね。実際には 6,500 トンのごみの中

で 6,300 トンのごみができたと、97％ぐらいになっているのですね。これはごみ処理の中で精

一杯やってこれだけの生産ができているのだというふうにとらえるのですけれども、目標が

9,700 トンなっているのです。これは、前に 8,800 トンと私は覚えていたのだけれども、9,700

トンと書いてある。そうすると、どう頑張っても逆立ちしても 9,700 トンにはならないですね。

このごみの量では、これだけのものができるわけがないわけです。そうすると、これはごみの

量の見込み違いなのかという、そのあたりの目標を立てている意味はどうなるのかと。そのあ

たりはどういうふうに考えればいいのですか。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課参事。 
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○生活環境課参事（竹田敏雄君） ごみから固形燃料をつくる過程なのですけれども、ごみ

6,485 トンを使いまして高温高圧処理という機械に入れてごみを分解させると、約半分ぐらい

の生成物になります。それにチップダストだとか、廃プラだとか、紙だとか、こういったもの

を加えて固形燃料をつくりますので、トータルして 3,000 トンにチップダスト 4,000 トンだと

か、廃プラ 1,000 だとか、紙 1,200 だとか、こういうものを加えて 9,700 トンを目標としてつ

くりますという形で予算を計上しております。9,700 トンの内訳は、固形燃料をつくるという

過程が 8,800 トンで、あと 900 トンについては余剰生成物を使って燃料をつくるという、この

組み立てで 9,700トンという予算を計上させてもらったのですけれども、結果としまして 9,700

トン、または基本生産量という 8,800 トンには現在届かないといった状況になっています。 

○議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 若干補足いたします。資料のごみの見込量約 6,500 トン、そ

れとか固形燃料の生産量 6,300 トン、実はこれは水分を含んだ量でございます。ごみの水分量

というのは約 6,500 トンなのですけど、これは想定として約４割、生ごみなども入っています

から、実は水分を含んでいるということでございます。これに、今竹田生活環境課参事が説明

したように高温高圧処理をすると約半分ぐらいに、重さ的には減ってくると。これに副資材と

してチップダストという日本製紙のほうから供給を受ける木質資源、これは計画では約 4,000

トンということでありますけれども、これもかなり水分を含んでいるものでございます。これ

も約半分近い水分を含んでいると。それは乾燥機にかけて乾燥させながら、あと廃プラと紙と、

あと、この先ほど言った半分になった生成物を混ぜて固形燃料をつくると。この 6,300 トンの

水分の含有率というのは、一応日本製紙の受け入れ基準は 10％以内ということになっています

ので、ここの部分はかなり水分の少ないものと。ですから、ちょっと水分の部分があるもので

すから、単純に見かけ上ごみと同じ量の固形燃料ができるように表で見てしまいますけど、水

分の問題、それとあとそれに加わる副資材があって、こういうような数字に現実になっている

ということでご理解をお願いいたします。 

○議長（山本浩平君） ３番、斎藤征信議員。 

○３番（斎藤征信君） わかりました。そこのところはわかったのですけれども、ごみの量の

水分と、それから収縮する部分を入れても、あと副資材を入れるということ。その副資材がご

みの量と同じようなものが必要になってくるような気がするのですけど、そうすると、基本的

にごみの量が不足している、足りないということになるのでしょうか。そのあたりを聞きたい

のですけど。どうしてもこれだけつくるのにはごみの量はこのぐらいで十分だと考えていいの

かどうか。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） ごみの量についてでございますけれども、9,700 トンをつ

くるための、ごみの量から先ほど言いましたチップダスト 4,000 トンとか、それから廃プラが

1,200 トン、それから紙が 1,400 トンとか、こういったものを全部合わせると 9,700 トンはつ

くれますということになります。ただ、集めて副資材の質が、例えば水分を持っているために
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全量使えないとか、それから水分を持たない副資材を必要量集められないとかいった状況で

9,700 トンには達していないという状況です。 

○議長（山本浩平君） ３番、斎藤征信議員。 

○３番（斎藤征信君） この 23 年度の固形燃料の売り上げ収入のうち、これを計算しますと１

トン当たりの計算というのは 5,775 円、これは今でもその価格でやっていると、そしてできた

生産物は全部消化できているのだと。こんなふうに考えてよろしいのでしょうか。 

○議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） でき上がった固形燃料に関しての質問ですけれども、価格的

には当初の 5,775 円の買い入れ価格は変わってございません。それと、ここに載せている、一

応 12 月末現在での 4,780.65 と、これは全量日本製紙のほうで受け取りしていただいておりま

す。でも、基本的に 6,300 トン見込量についても、そのように考えております。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 前田です。１点だけ確認しておきます。今いろいろ説明がありまし

て、改善対策を見たら、悪いのだけど先祖がえりしているのかと思うのですけれども、これは

いろいろ外部評価とか、いろいろ調査といっていますけれども、これの今説明があった改善対

策にかかわる別途経費というものは要するのかどうか。これは一切説明がありませんけれども、

どういう形の中でどう処理されていくのかだけお聞きしておきます。 

○議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず、エネルギー診断といいますか、そういう部分につきま

しては、国の施策として、国のエネルギー関係の外郭団体が無料で診断していただけると、そ

ういう制度がございますので、そこの部分は経費がかからないというふうになっております。

ただ、外部の方の専門委員会的なお知恵を借りる部分、ここまで細かな部分の組み立て等はま

だ今ちょっと検討中ということでございます。ここについては、外部の有識者のお力を借りる

となると、ここの部分については専門家の謝礼金等が発生するかと思いますけれども、ちょっ

とまだそこの人数的なもの、どういう方という、そこについてはまだつめていないので、ちょ

っと経費的にはまだ把握していないと、ここの部分は別途補正予算等で議会のほうに計上をお

願いするという形になろうかと思います。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 今また別途補正予算と言うけど、そういう安易に補正予算ではなく

て、こんな大きな問題を抱えているのならちゃんと当初でやらないと審議が途中で消えてしま

うのです。そういう安易なことを言わないでください。これだけ大きな問題なのだから、やは

り補正予算できちんと十分内部で議論した中で出てこないと、その後はまた別な形でと言うけ

ど、私はちょっと３年、４年と言ってきたとおりになってきているでしょう。もう少し真剣に、

ただ経費が上がれば補正予算で、そういう補正予算が全体の補正予算の中でその部分がつくと

議論しても反対をしたり、あるいは突出して議論ということができなくなってしまうのです。

そういうふうに考えて、そういう形でやっているのかどうかわからないけれども、そうではな



 9 

くて、やはり当初予算とかそういう形の中で担保できるようにしていかないとだめです。これ

だけ言っておきます。 

○議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ご指摘は真摯に受けとめたいと思いますけれども、予算を組

むと同時に一応今後の検討事項、同時並行の中での検討を進めてきたということで、そこはま

だつまっていない部分がございます。ここの部分については大変申しわけないのですけれども、

内容がはっきりした段階でまた議会のほうに協議させていただきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 辻生活福祉部長、そういう言葉本会議でも何回も言っているのです。

だからこういう結果になっているのです。もう少し責任を持って答弁して、言った以上は責任

を取るようにしないとだめです。以上です。 

○議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。 

○４番（大渕紀夫君） 私もこの問題についてはかなり長い間、できるずっと前から何度も何

度も何度も何度も何度も取り上げてきたつもりです。当然、この主旨等々については私は理解

をしていますし、今まで言ってきたことを翻す気はさらさらありません。ただ、町の姿勢の問

題が今は問われると思います。実際、有識者の意見を聞けとずっと私は言ってきたのです。１

回、２回ではなく本会議で、私は今協議会だから協議会の中身で聞きますけれども、ずっと言

ってきているのです。担当者が悪いとかそんなことは言いません。だけど、紙の収集方法だっ

て何度も何度も提起する。幾ら提起しても一つも変化がない。困ったときだけ最後になったら

出してくる。本当に私は真剣に考えているのかと言いたくなります。私のお金ではないからい

いというふうにしか受けとめられないです、はっきりいえば。これは、どうやって責任を取る

のかということになります。言ってきたことの努力をして、言えばまだまだたくさんあります。

クボタとの関係だって、当時の副町長が本会議で責任を取らせるとちゃんと言ったのです。そ

ういうことをどう町として考えているのかというあたりが私はわかりません。だから、金銭は

もちろんあるけれども、本当にこれは役人のやり方なのですか。民間企業でこんなことできま

すか。首が幾らあっても足りません。今回の町長は民間目線でやるそうです。何をどうやって

やるのですか。本当にそういうことをここにいる方みんな私の質問を聞いています。副町長だ

って教育長という立場で聞いていたはずです。一度や二度ではないです。だから、協議会で言

う話ではないとしたらもちろんやめますけれども、こんなことが、失敗することもあるし、経

費がかかることもあります。そんなことを私はだめだと言っているのではないです。だけど、

これは役場としての姿勢の問題なのです。今出てきているのは。そこでのこういうことが原因

でこうなりましたということがきちんとなかったらだめです。原因は何だったのかと。なぜ有

識者を今まで入れられなかったのか。入れられないのだったらずっと入れないのです。何回入

れてと言っても今まで入れてなかったら、ここまできたら入れるのですか。だから、そんな姿

勢がおかしくないと考えているのですか。そこら辺だけちょっと聞いておきたいのです。それ

で、少なくてもきょうは協議会だから協議会の範疇でしか聞けないのです。考え方を聞いても
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仕方ないとわかるのですけど、わかった上でそこでの見解があったら言ってみてください。 

○議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） これまで、大渕議員から外部の識者のご意見を聞くという部

分については何度かそういうご提言、ご意見を承っています。今回こういう形で、このタイミ

ングで、こういう内容についてご説明するという結果について若干関係しますので経過もお話

しさせていただきますけれども、私どもの取り組む施設としては、基本的にはもともとのこの

施設の工事の内容、さらにその後の改善する部分の機能改善工事、それを組み合わせることに

よって基本的にはその中で解決していこうと、そういう姿勢の中でこれまで取り組んできたと。

その経過の中で学識経験者のお話というのはございましたけれども、まずは実施主体であるク

ボタ環境サービスに機能改善工事を、かなり遅れている部分がありましたけれども、しっかり

やってもらった中で、それを解決することによってこの問題が解決すると、そういうような考

え方をしてございました。確かに、ご指摘のとおり経過の中でそういう検証が必要ではなかっ

たのかと、そういうご指摘だとすると、そのようにそんな部分がございますけれども、ただ、

今回機能改善工事をやっていく中で、実は昨年テストを何回かやっています。その機能改善の

性能を確認するためのテストをやって、昨年 12 月には１週間のテストをやり、そしてまたその

前に１日 24 時間の中での生産量テスト等をやってきています。その中では一定の条件、副資材

がかなりの量が確保されれば当初予定している 8,800 トン、そういうものには生産できると、

そういうところまでは現実にきているというところでございます。ただ、大きな部分として副

資材の調達という部分が、特に紙を中心とする部分がなかなかやはり現実には難しいと、そう

いう壁にぶつかって、今回先ほど竹田生活環境課参事のほうからご説明する内容になったと。

そういうことです。原因の部分については、副資材という部分がかなりやはりこれまでの経過

の中にもあるし、現在抱えているものにもあると、そういう部分でそういう問題、あと余剰の

問題等がございますけれども、そこの部分について今後、また実際ある程度機能改善工事が終

わった施設の今後の運営について考えていくと、そういう部分においてやはり非常にちょっと、

大渕議員の提案をいただきながら、遅れた結果になっておりますけれども、外部の意見を聞こ

うと、そういうようなことになったと、そういう経過でございます。この部分について、ご提

言があった時点で検討できたかというさかのぼりの部分については、動いている部分もあった

と。そういう中での判断が遅れてきたと。そういう部分で大変申しわけなく思っております。 

○議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。 

○４番（大渕紀夫君） もう一つちょっと言わせてもらえば、もしそうだとしたら、ではクボ

タは、町はクボタにどういうことを言って、クボタは全責任を負うと。議事録を見てください。

私はクボタに分別能力がどれぐらいあるかということも１番最初に聞いています。ごみの分別

の能力がどれぐらいあるかということも、私は１番最初つくる前に聞いています。試験のとき

に。そういう中で、もう２年間の保証期間も過ぎた、何度も何度も町はクボタが責任を負うの

だと言ってきた。だけど、どんどんお金がふえていく。クボタに対して町はどんな姿勢でどん

な形で交渉してきたのですか。問題になりませんか。今の答弁だったらクボタの側に立つ答弁
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ではないですか。本当に町の側の答弁なのですか。動いているからと言っていますが、今だっ

て動いているのです。クボタとの関係でどういう態度で町がクボタと交渉してきたかというこ

とが問われているのではないですか。全面的に信用したのか、言うことをみんな聞いてきたの

か知らないけど、そういう指摘は何度も何度も何度も何度もクボタに対してあったはずでしょ

う。責任を取れるのか、労賃もみんな向こうにみてもらえるのか。というところまでいったで

しょう、議会の中で。クボタは何の責任を取るのですか。クボタの側で物事を話してもだめで

す。町民の側でものを話さなければ。動いているからできなかった、今だって動いているのに

できています。意見を聞くのでしょう。おかしくないですか。本当に真摯に物事を考えたとき

に、そういうことになりますか。謝ればいいというものでもないのです。一般質問ではないで

すからやめますけど、そこは協議会だけど、私は協議会ではほとんど意見を言わないのです。

今までも言わないです。だけど、ここで今言わなかったらどうにもならないぐらいの気持ちに

なったということです。そこだけ本当にきちんとクボタとの関係も含めて整理をしてきちんと

しなさい。答弁はいりません。 

○議長（山本浩平君） 全員協議会の今回の主旨といたしましては、この６ページまで書かれ

ている内容の中でわからないことがあればお尋ねしていただきたいというのが主旨でございま

すので、その辺のところはよろしくお願いしたいと存じます。今の大渕紀夫議員の気持ちはよ

く理解はできます。２番、吉田和子議員。 

○２番（吉田和子君） ２番、吉田です。ちょっと確認というか、生産予定の 23 年 9,700 トン

でしたね。この中で、先ほどから説明がありましたように副資材の不足ということをかなり大

きく上げられておりました。これは今まで議会の中で、町民目線で町民に向かって町民に協力

する体制ができているということで何回もお話ししてきたつもりなのですが、この目標、生産

予定量に達するための副資材、雑がみは今はどれぐらいの量が集まっていて、今後どれぐらい

の量が必要で、それは町内だけでまかなえるのかどうなのか。資源として新聞紙とかダンボー

ル、町内でやっているものには手をつけないでやっていくというお話もしていましたけど、そ

の辺どんなふうに考えているのか、ちょっと量的なことを教えていただきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 雑がみの関係についてご説明したいと思います。現在不足

している量につきましては、約 500 トンです。今予定なのですけれども 900 トンぐらい、現在

23 年度で雑がみ類が集まってきます。ですから、トータルすれば 1,400 トンぐらいあれば 9,700

トンはいくという計算にはなります。それで、500 トンの足りない部分を町内から出てくる雑

がみで全部カバーできるかというと、それはちょっと無理というふうに考えています。今年間

130トンか 140トンぐらい、町民の方から出していただく雑がみがそれぐらいの量になります。

まだふえる、まだあるということは確かだと思うのですけれども、それをどういうふうに量を

ふやしていくかということも今後取り組んでいかなければだめだというふうに考えています。 

○議長（山本浩平君） ２番、吉田和子議員。 

○２番（吉田和子君） もう１つ、今分別のことも今後考える。それから、雑がみの回収につ
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いてもやはりまだまだ十分行きわたっていないし、町民の中から出てくるものがまだあるとい

うふうには考えるのですが、この点検のスケジュールを見ると、専門委員の外部の有識者から

意見をいただき、いろいろ考えて 10 月をめどに改善計画を取りまとめるということなのですが、

今実際に、先ほど言いましたように機械が動いている中で町民に向かってやっていかなければ

ならないことがたくさん出てくると思うのです。そういった中で、10 月に計画できてから町民

に訴えていたら、まだ２年ぐらい先になってしまうのではないかと、そんな気がするのですけ

ど。同時並行でこのことを町民側に訴えられるようなことがないか。すぐするというものは考

えられていないのかどうなのか、その辺だけ伺っておきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 分別をお願いしたい事項のたたき台的なものは、きょう幾つ

か提示しております。ここの部分については収集方法にも関係してくると。単純に今の収集体

制、台数の中でそれですぐできるかというとちょっとできない部分がございます。そういうこ

とも含めて検討していこうということですけど、一応 10 月は全体のいろいろなスケジュールで

ございますので、途中に中間の取りまとめ等も行う考え方でございます。その中でできるもの

については、それをまとめた中で取り組めるものは取り組んでいきたいと。ただ、年度途中で

の収集体制の変更ということになると、経費的なものもございますので、そこの部分はちょっ

と考え方としてはなるべく早く取り組みたいという考え方はございますけれども、姿勢として

は、今の時点ではいつからという部分はこの中で検討していきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 何点か単純なことをお伺いしたいと思います。まず、生ごみの中とか、

それ以外に分別するといういろいろ、エネルギーの削減に対してのごみの分別方法のところで、

良質な廃プラというのはどういうものなのか。 

そして２つ目に、分解できないゴム類というのは一体どういうものなのか。その辺余りよく

わからないというか、具体的にどういうものなのでしょうか。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） まず１点目の良質なプラについてですけれども、例えばレ

ジ袋とか、汚れていない、それから水分を持っていないとか、塩素がないといったもので、こ

れとこれとこれというふうに品物の指定をして分けられるというか、抜き出すことができるも

のがないかという検討をしていきたいというふうに考えています。ごみなのだけど使い勝手の

いいプラというのですか、そういったものを町民の方にお願いをして、そこの部分だけを分別

してもらって、それを雑がみと一緒に収集するということをちょっと検討したいというふうに、

まず一つ目はそういうふうに思っています。それから、ゴム類についての処理ができないとい

うことなのですけれども、これにつきましては高温高圧処理をしたときにそっくりそのまま分

解しないで出てきます。これはゴム類ですから、長靴だとか、例えば運動靴の底だとか、そう

いったものになります。それから、皮も分解しませんので、革靴だとか、皮ジャンパーだとか、

そういったものについては高温高圧では分解しないと。こういったものをもし、別に処理がで
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きるようになるのであれば、それも検討できればというふうに考えています。以上です。 

○議長（山本浩平君） ７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 優良な廃プラというのは、これから検討していくというふうに理解い

たしました。そして、このゴム類というのは、以前はきちんと細かく切ればできるということ

で町民の方は随分出していたと思うのですけれども、それは違いましたか。運動靴なんかは特

に、今はほとんどの人たちが履いていますから、かなりの量だと思うのです。そうすると、こ

れは燃えないごみとしても運動靴全体をというのですか、革靴と同じようにやはり燃えないご

みとして完全に処理していくという、今までもそうされてきたのですか。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 運動靴につきましては、高温高圧処理をすると上の部分は

分解するのです。底だけ残ります。なので、それをどういうふうに処理していくかということ

なのです。それと、細かく切るということは、切ることによって分解するだろうということな

のですけれども、例えばこれぐらいの大きさであれば分解する可能性とか、そういうものは確

かにあります。ただ、その出てくるごみはそのままで出てきてしまいますので、結果として分

解できないということです。それで、ゴム類につきましては燃えるごみの中で最初から処理を

していますので、そのまま燃えるごみとして燃料化施設に入ってくるということになります。

ですから、例えばそれをどういうふうにしていくという検討する一つの案としては、例えば燃

えないごみとした中で広域処理の中でお願いするということも、検討としてはありだというふ

うには思っています。 

○議長（山本浩平君） ７番、西田祐子議員。 

○７番（西田祐子君） 大体、今の２つの点については、私たちの知らなかったことが結構あ

ったのだとちょっと思いました。それと、今回この検討委員会をつくることになりましたけど、

役場の中で外部団体の方からもいろいろ意見を聞くということになっていますけれども、先ほ

どほかの委員さんからも議会が今までごみの分別のことから有識者を入れたほうがいいのでは

ないかとか、いろいろ議会から意見出ましたね。議会のほうから、これから先 10 月までに意見

を取りまとめると書いていますけれども、議会からの意見は受け入れていただけるのでしょう

か。どうなのでしょうか。その辺だけお伺いしてみたいと思います。 

○議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 本当にまとめの中では中間的なものをまとめていきたいと考

えてございます。議会のほうにお示しするとすれば、最終のものではなくて途中で、ある程度

検討事項が整理ついたもの、それをお示しした中で委員会になるか、その辺はちょっと議会側

のほうに検討いただきますけれども、そういう中で議会のご意見もいただきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。６番、坂下利明議員。 

○６番（坂下利明君） ちょっと素人目で恥ずかしい質問になるかもしれないのですけれども、

肥料・飼料としての活用とありますね。肥料はわかるのですけれども、ごみから飼料はできる

のですか。その実例的なもの、もしあったらそれを教えていただきたいのと。 
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もう一つは、もし飼料をつくるということになれば、穀類も相当入ってくるのではないかと、

そういうふうに思っているのですけどどうでしょうか。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 飼料のほうについてご説明したいと思います。まず、前段

として検討するということで、ごみそのものを、今ある燃えるごみをそのまま飼料ということ

には、これはなりません。なので、分別を変えるということによって、例えば生ごみとそれ以

外に分けたとしたときに、生ごみ側を飼料、高温高圧した後の飼料に使えないかということを

検討していきたいというふうに思っています。ただ、それについて全国でどこか事例があるか

というと、全部詳しく探していませんけれども、余りごみというとらえ方からすると難しいと

ころがあるのかとは思っていますけれども、検討はしていきたいというふうに考えております。 

○議長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

担当課からの説明は終了いたします。 

それでは、最後に白崎副町長のほうからお願いいたします。 

○副町長（白崎浩司君） 大変貴重な時間いただきまして、本当にありがとうございます。ご

質問の何点か、資料の説明、それから技術的なことがありました。私も日が浅い中で技術的な

ことのお話は自分のほうはできませんけれども、問われている部分、非常に厳しいお話の指摘

の部分、やはり町としての姿勢の部分だと思います。私も違う立場で、このバイオマス燃料化

施設の話は聞いております。その議会の中で、先ほど来ありました、ご提言なり、改善方法な

り、そういうような考え方も述べられておりましたので、そういうことも含めて町がどう持っ

ていく、どうこの施設を何が課題でそれを解決するには何をしないとだめなのかということを

ちゃんと整理して私のほうも勉強させてもらいます。今後、同じ指摘を再度されないように私

のほうも含めて取り組んでいきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

きょうは、ありがとうございました。  

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（山本浩平君） 以上をもちまして、本日の全員協議会を終了いたします。  

（午前１１時００分）  


