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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） 本日は生活福祉部生活環境課から、バイオマス燃料化施設についての

ご説明をいただきたいと思います。  

それでは、白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） おはようございます。大変お忙しい中本日の貴重なお時間をいただ

きまして、本当にありがとうございます。バイオマス燃料化事業に伴う未整理の課題等につい

て、検証の報告をさせていただきます。事前に配付いたしました資料のレジメ１、３について

の資料は、本日配付いたしました資料編に資料２、資料７としてつづっておりますので、ご確

認願いたいと思います。  

それでは、私のほうからバイオマス燃料化施設整備事業に対する問題点の整理について、お

手元の検証報告書によりご説明させていただきます。まず、第１のはじめにということで、バ

イオマス燃料化施設は、平成 21 年４月から本格稼働し３年を経過するが、いまだ当初目標の固

形燃料生産量に達せず、そのことによる収入不足、余剰生成物の発生、保証期間等の責任、取

り扱いが問題提起されてきました。今回はそれらの課題整理のため、その原因、そして対応策

等その経緯を検証し、その結果をまとめましたので報告させていただきたいと思います。  

第２のバイオマス燃料化事業の目的ということでございますが、既にご案内のとおり一つに

は二酸化炭素の削減、二つにはリサイクル率の向上、三つには、一般廃棄物最終処分場の延命、

四つにはごみ処理経費の削減ということで、環境に優しく負担の少ない、資源環境型の一般廃

棄物処理施設として平成 19 年３月事業化を決定したものでございます。次に、２ページ、バイ

オマス燃料化施設建設工事の請負者につきましては、改めて説明させていただきますが、総合

評価落札方式（技術提案方式）により発注仕様書の条件に基づき、平成 19 年 10 月にクボタ環

境サービス（株）北海道支店（以下「受注者」という。）の技術提案を受け、白老町建設工事総

合評価審査委員会で選定され、同年 11 月に請負工事契約を締結し建設工事に着手いたしました。 

続きまして、第３の燃料化施設稼働後の生産状況等についてということで、一つには各年度

の施設運営状況について。二つには余剰生成物の発生量について。こちらにつきましては、別

添の資料２でございますけれども、後ほど担当者から内容について説明させていただきます。 

次に、第４、本格稼働後に発生した課題についてということでございます。目標生産量に達

しないことから下記の課題が発生し、その責任及び取り扱いを明確にするため、これまで受注

者との協議を進めてまいりました。この記載の問題につきましては、るるこれまでの議会等に

もご指摘をされておりまして、受注者と協議を進めてまいりましたが、見解の相違といいます

か、その理解、解釈といいますか、そういうものの食い違いに、なかなか合意に達しなかった

ということでございます。改めて課題事項につきまして、目標の固形燃料生産量に達しなかっ
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た原因とその責任、生産目標に達しないことから収入不足となった責任、余剰生成物の発生に

対する責任、保証期間の取り扱い、これらについて改めて検証し、結論を出すと、方向性を出

すというようなことで、今回検証をいたしました。 

第５ということで、燃料化施設建設から本格稼働までの検証ということで記載してございま

す。一つには、工事発注仕様書の問題でございます。本施設により生産される生成物の品質基

準値の塩素濃度を 0.3%以下とし、原料となる計画ごみ質の塩素濃度を 0.35％と仕様書で基準値

を設定しております。この数値の設定根拠でございます。これについては３ページになります

けれども、社団法人全国都市清掃会議発刊の文献を参考に分析値を 0.35％と設定したものであ

ります。この塩素問題については、運転開始直後から重要課題ともなったことから、結果とし

て計画ごみ質塩素濃度の設定に問題があるというふうに考えております。次に、２、受注者が

行った実証実験の経過についてということでございます。受注者が契約締結後の平成 19 年 12

月から翌年４月に、高温高圧処理及び固形燃料化の実証試験を実施しており、その結果から町

のごみ塩素濃度は平均で１％、最大で 1.88％以上という試験結果が判明し、試験結果が報告さ

れております。実証試験結果から、塩素濃度を下げる方法を検討しましたが、本施設の設計に

反映できる有効な手段を見つけることができなかったことから、町と協議のうえ副資材を配合

し塩素を希釈する方法で対応することとし、副資材の調達については町が行うこととしました。

次に、３、燃料化施設稼働後の状況についてですが、計画した副資材の調達が十分でないこと

や、生成物の塩素濃度が均一でないため余剰となった生成物が、平成 21 年度に 2,400 トン発生

する結果となったため、当初計画した副資材による希釈については成り立たないことなどから、

解決策を構築することとし、受注者は生成物の水洗浄のテストを開始し、改造計画の策定に着

手しております。改造計画については双方で協議を行い、平成 21 年 11 月に機能改善工事に関

する承認事項が受注者から提案され、工事が開始されております。４ページに記載の主な工事

の概要ということでございますが、選別設備一式（ふるい選別機・磁気選別機）、洗浄脱水設備

一式（スクリュープレス方式）、チップダスト乾燥設備一式（乾燥棟・空気圧送設備含む）、触

媒燃焼式脱臭装置一式でございます。 

続きまして、第６として、機能改善工事の経過と検証ということでございます。一つめに、

機能改善工事の経過については、受注者が実証実験結果でわかった塩素濃度引き下げに有効な

手段を提案できなかったため、受注者の方針として機能改善工事に着手しております。受注者

はその間に性能確認試験を行い、機器類の調整や改良を２年かけ、最終的には平成 24 年３月に

完了しております。性能確認試験結果としては、２に記載のとおり受注者は確認し、その結果

を資料５、６のとおり町に報告しております。また、受注者は維持管理の支援を強化する体制

をとり、整備手順書、安全対策リスト等の作成、教育等を行っております。二つめには受け渡

しということで、この機能改善工事の受け渡しについては、受注者が行った性能確認試験結果

に基づき平成 24 年３月に受け渡しを完了しております。今後は性能確認試験結果に基づき、変

更した一般廃棄物処理施設の性能を基本として管理運営していくこととなります。 

続きまして、第７、法的解釈についてということでございます。以上のこのような経緯をも
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って、平成 24 年５月に北海道町村会法務支援室及び顧問弁護士に見解を確認させていただきま

した。顧問弁護士の見解としては、一つには、受注者は町の発注仕様書に基づきその性能を有

するプラントを建設していると解する。二つには、性能が満たされていないのは、仕様書の条

件と搬入されるごみの塩素濃度に隔たりがあることが原因と解する。三つには、町が受注者と

の間で仕様書条件の変更について正式に覚書等書面で交わす必要があったが、何も交わされて

いない。以上のことから、受注者は仕様書に合わせたプラントを建設しており、その仕様書が

変更されていない以上、受注者に性能を発揮できないことについて責任を問うことができない

ものであり、町は受注者に責任を問うのは難しいと解する。ということでございました。 

それらを踏まえて、第８、検証結果でございます。再度言いますが、検証項目１、当初目標

の固形燃料生産量に達しなかった責任。検証項目２、収入不足となった責任。検証項目３、余

剰生成物の発生に対する責任でございます。まず、①、一般廃棄物の可燃ごみの塩素濃度を

0.35％と設定し、発注仕様書の塩素濃度基準値として発注したこと。②、実証実験において塩

素濃度の実測値が明らかになり、工程の改善が必要となったが、協議の中で副資材による希釈

する方法で対応することとし、副資材の調達は町が行うこととしたこと。③、稼働後、副資材

の調達環境が変わり、量・品質とも確保できない状況が続いたことから、受注者の提案で機能

改善工事を施工し安定稼働を目指したこと。④、受注者は当初の発生仕様書に基づきプラント

設計を行ったことから、発注仕様の条件が違った以上、これに起因する責任は問えないと判断

すること。⑤、余剰生成物の発生に関する責任についても同様と判断する。以上のことから、

検証項目１、２、３についての責任を受注者に問うのは難しい判断するところでございます。

次に、検証項目４、保証期間の取り扱いでございます。①、本体工事に対する保証期間の延長

については、当初の発注仕様書に相違がある以上、当初設置のプラント設備等について補償を

延長することはできないと判断する。②、ただし、機能改善工事の部分についてプラントメー

カーとしての姿勢を示すことから、当該設備に対し１年間の保証期間を設定することといたし

ました。 

次に、第９、検証考察ということで記載させていただきました。前段で言いました工程、あ

るいはそのときの条件等々を検証いたしましたが、その時点で考えられたことを記載させてい

ただきました。１、計画通りに進まなかった要因は何か。①、全国にも例のない取り組みであ

ることから、用意周到に計画を進めたとしても少なからず難題が生じたことと考えるが、結果

として事前に予測することができたはずの塩素濃度等の問題点について十分に検討がされなか

ったことが一番の原因ととらえている。②、発注仕様書の塩素濃度の条件について、変更が生

じた時点で受注者と書面等で責任の確認をしておく必要があったと考える。 

第 10、今後の方針でございますが、これにつきましては後ほど担当のほうより説明いたしま

すが、施設の安定稼働に向けて６月下旬に改善計画策定員会を設置し、年度内に改善案を取り

まとめ、コストの削減などに町の最優先課題として取り組み、また、改善計画の取りまとめに

つきましては、議会のご意見も伺いながら策定を進めていきたいと考えております。 

最後になりますが、バイオマス燃料化施設は、環境に優しく負荷の少ない資源循環型の廃棄
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物処理施設として、地球環境の保全、環境負荷低減型の地域社会形成を目指す取り組みとして

取り組んできたことは、大変意義があることと現在も考えております。しかし、塩素濃度をど

のような方法で下げていくか、あるは生産量をどう上げていくか、これらバイオマス燃料化事

業そのものにかかる懸案課題は山積しております。今後全力を挙げて課題等の解決に取り組ん

でいきたいと深く考えております。 

以上でございます。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課長。  

○生活環境課長（竹田敏雄君） 私のほうから、資料の関係のご説明をさせていただきます。

資料２のバイオマス燃料化施設の運営状況についてご説明したいと思います。ここの部分につ

きましては、前回２月 28 日に説明をさせていただいております。数字が確定した部分もありま

すので、今回改めてご説明をさせてください。最初に、①、ごみの受け入れ状況でございます。

平成 21 年から 23 年までの数値を記載させてもらっています。23 年度の数字を読み上げます。

小数点以下は省かせていただきたいというふうに思います。23 年度の家庭系のごみにつきまし

ては 3,500 トン、事業系につきましては 2,311 トン、それと食品加工残渣 634 トンを合わせま

して 6,446 トンのごみを受け入れ、処理しております。23 年度と前年度の対比では 193 トンの

減というふうになります。 

その次に、②、固形燃料の生産量についてです。23 年度につきましては、規格内製品が 6,152

トンになります。規格外品がゼロということで、生産量としましては 6,152 トンの生産ができ

ましたということになります。右側のほうに月平均と運転日数が書かれております。１日平均

しますと 20 トンほどの生産ということになります。23 年度と前年度の固形燃料生産の対比と

しましては 1,133 トンの増となります。ただ、予算に計上しておりました 9,700 トンとの対比

では 3,548 トンの減という結果になります。 

次に、③、経費と収支の内訳についてご説明いたします。最初に決算及び決算見込みの内訳

についてでございます。23 年度の数字を読み上げます。23 年度の見込みになりますけれども、

経費につきましては２億 3,220 万 5,000 円でございます。前年と対比しまして 3,606 万 3,000

円の増ということになります。内訳等につきましては記載のとおりでございます。右側のほう

へいきまして収入でございます。収入額は 4,221 万 3,000 円でございます。前年度と対比して

814 万 3,000 円の増という見込みになります。次に、一般財源の持ち出しにつきましては１億

8,999 万 2,000 円でございます。前年度対比 2,792 万円の増という結果になります。次のペー

ジお開きください。予算額と決算額の対比の表を載せております。歳入と歳出でございます。

23年度の見込みにつきましては、歳入につきましては 6,151万 7,000円、決算額が 4,221万 3,000

円なので 1,930 万 4,000 円の減でございます。ここの歳入につきましては、食品加工残渣と固

形燃料の売り払いを記載しているものであります。歳出につきましては、予算額が２億 911 万

2,000 円、歳出決算につきましては２億 3,220 万 5,000 円であります。差し引き 2,309 万 3,000

円の増ということになります。 

下のほうに④ということで３年間の運転状況について取りまとめてあります。固形燃料の生
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産の部分について記載をさせていただいております。23 年度の見込みにつきましては、当初の

生産計画につきましては 9,700 トン、売り払い収入にしまして 5,601 万 7,000 円です。実績と

しましては 6,152 トン、金額にしまして 3,578 万円です。生産量としましては 3,548 トンの減、

収入としまして 2,023 万 7,000 円の減という見込みでございます。最後に余剰生成物の発生量

（保管量）についてでございます。平成 21 が約 2,400 トン、22 年が 1,200 トン、23 年が 500

トン、合計で 4,100 トンを保管しております。 

以上で燃料化施設の運営状況の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。

○議長（山本浩平君） 須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 私のほうから資料７のバイオマス燃料化施設に関する計画策

定委員会設置の資料についてご説明させていただきます。施設の稼働につきましては、既に３

年経過してございますが、塩素対策として整備した設備の経費の増加、また環境衛生センター

に保管している 4,100 トンの余剰生成物の活用など、これらの課題を今後解決していくために

専門委員会を設置し、有識者による専門的なご意見、ご指導等いただいて改善計画を取りまと

めていき、施設の安定稼働を図ることを目的として委員会を設置するということでございます。 

二つめになりますが、委員会での検討事項、何を検討するのかということでございますが、

まず①は、施設で使用するエネルギー使用量の削減方法について検討をしたいと。例を挙げて

ございますが、平成 23 年度に設置した副資材の乾燥等を行うために温水ボイラーを設置してご

ざいますが、この温水を利用するということで、高圧ボイラー用の、いま蒸気をつくるために

水から立ち上げて蒸気に変えていると。これに温水を活用することによって、水と温水との間

でＡ重油の削減ができないかということなどを専門的な先生方のご意見、ご指導等をお聞きし

て実施可能なもの、このようなものを洗い出しして、それをどのように計画的に進めていくか

というようなことを改善計画の中でまとめていきたいというふうに考えてございます。そのほ

か、②、③に書いてございますが、現在センターにある余剰生成物、原料の効果的な処理、こ

れらを考えていきたいと。このほか、高温高圧処理に伴って、これの塩素問題等について、さ

らにごみの分別など効果的な方法がないかどうか、これらについても総合的に、いろいろ対策

を考えてまとめていきたいというふうに考えてございます。 

３の委員会の日程でございますが、委員会についてはこの後６月会議で先生方の報酬等の補

正予算を提案させていただきたいというふうに考えてございます。その後６月下旬に委員会を

設置し、進めていきたいというふうに考えてございます。なお、10 月ころをめどに中間的なま

とめを行っていきたいと。その中で早期に実施できることについては直ちに取り組んでいきた

いというふうに考えてございます。最終的には、早期に実施したことの進行管理等含めて、最

終的に年度末までには改善計画を取りまとめていきたいというふうに考えてございます。 

次に、最後になりますが、４の委員会の構成ということで、委員会につきましては学識経験

者２名程度ということで、現在、北海道大学及び室蘭工業大学の先生をお願いするということ

で進めてございます。また、胆振振興局の環境生活課の方にも１名お願いをしているところで

あります。廃棄物関係コンサルについては、白老町のごみ処理基本計画を委託策定したコンサ
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ルタントから、ある程度の知識に詳しい方などをお願いしたいというふうに考えてございます。

また、固形燃料購入先の日本製紙さんにもお願いをして、最終的には５名程度で委員会を立ち

上げて進めていきたいというふうに考えてございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） ただいま担当課のほうから順次説明がございました。この件につきま

して、特にお尋ねしておきたいことがある方はどうぞ。  

７番、西田祐子議員。  

○７番（西田祐子君） 今ほどバイオマス燃料化施設に関する説明をいただいたのですが、今

回いただいた中間報告、これで検証報告書ということなのですが、私たちの知らない事実とい

うものが何点かあったような気がいたします。まずは、２ページのところの本格稼働後に発生

した課題についてということで、受注者との協議を進めてきたとおっしゃっていましたが、副

町長が見解の相違があったと。また、３ページのところです。実証実験の結果、塩素濃度は平

均で１％、最大で 1.8％というこの結果が報告されたと言っていましたが、これは議会側に提

示されましたでしょうか。そのようなことを考えると、何か私たち議員は、再三にわたりまし

て提案してきたというか、意見を申し上げてきましたが、それがいつの間にか、一過性のもの

だったかなと、非常に今この報告を受けて残念に私は思っております。そのようなことをふま

えまして、このバイオマス施設に関しまして、私なりの考え方というのは、この全員協議会、

今回二度目なのですが、昨年 10 月に選挙がありまして、それ以来議会の構成メンバーもかわっ

たということもありまして、委員会協議会でというお話もあったのですが、全員協議会でやら

れたらどうかと議長に提案しましてこのような運びになったのですが、今後これに関しまして、

私たち議会としてもきちんとした検証、これから先どうなるかということも、全員協議会の場

ではなく別の場で考えていく必要があるのではないかと思ったのです。それが１点です。 

それと、今回新しく計画策定委員会を設置するということなのですが、委員会での検討事項

案というのが３点ほど並んでいますが、私は極端なことを言いまして、この施設自体を本当に

やっていけるのかどうなのか、予算面とか技術的な面も含めて検討するということはあり得な

いのかあり得るのか。そのようなことが必要になってくるのではないかと感じていたのです。

これから先どんどん町税を負担していくのか、そしてまたこの施設が機能改善をやることによ

り運営していけるのか。基本的なところはそこではないかと思うのです。その辺の検討も含め

て必要だと思うのですが、この２点について副町長はどのようにお考えになりますでしょうか。 

○議長（山本浩平君） 西田議員、１点目に関しましては、議会での検証をこれからどうやっ

ていくかということなので、これは議会のほうで考えることだというふうに思いますので、き

ょうの全員協議会の中での回答は、なかなか町側は難しいというふうに思います。  

白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） ２点ほどご質問がございました。ご質問の中で、10 月に議会側の議

員さんの構成もかわりましたということ。あわせて私のほうも３月の議会等々でお話ししたか

もしれませんが、理事者のほうも選挙後でかわったということで、３月会議でお話ししたとお
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り、改めてそのものの残されている課題については、早急に整理したいというような思いで、

私のほうも精力的にクボタの本社との協議、その前に担当から説明も受けたり、それまでの経

緯を含めて押さえたりした中で、クボタとも協議させていただきました。先ほどの説明のとお

り、なかなかそのものに対する解釈といいますか、考え方が受注者と合意点に達しなかったと

いうことで、言葉悪いですが、この問題についてずるずるずるずるしていたというのも事実な

のかというふうに思っています。そのようなことも含めて、議会のほうからも早急にどのよう

に考えるのかというご指摘もあった中で、改めて私のほうも、早急にお約束したとおり検証し

ようというようなことで、今回検証させていただきました。この中で、個々の部分について議

会に説明したかどうかというのは、自分でも押さえていない部分になりますので、明確には答

弁できないのですが、総括的なお話のとおり、塩素濃度はスタートの時点がなかなか整理され

ていない中でスタートしたなというような思いはしております。それと、途中の中で、やはり

両者、受注者との責任分担といいますか、責任の区分け、それについても発注者と受注者の関

係ということでいえば、整理していけたのではないかと思っております。ただし、その都度そ

の都度、担当者のほうも課題を整理しようということは精力的にやってきたというふうには理

解をしております。今回そのような中で、前にも言いましたとおり冷静に判断してといいます

か、客観的に判断してといいますか、そのような中で果たしてどちらのほうの筋が通るのかと

いうことを法的な解釈を含めてというようなお話も受けておりましたので、改めて町村会の顧

問弁護士等に相談をしまして、契約書あるいは仕様書の関係、それと今までの取り扱ったこと

含めて相談させていただきました。法的なということであれば、先ほどの報告書のとおりの見

解が示されたことから、非常に争うといいますか、そこの時点で今後これ以上争っても、相手

との合意を得るものではないというふうに判断したところでございます。また、このようなこ

とを含めて、議会としてどのようにするかというのは、私のほうからどうのこうのというお話

にはなりませんので、そこは控えさせていただきます。  

それと、２つ目の今後の計画策定委員会でございますが、結びの中で言いましたが、この事

業の根本的なものについての解決は、今回の中間報告では何も入れていません。私どものほう

も当初の計画とずれてきて、町の持ち出しがふえてくるというようなこと。それから、機械を

設置した目標の生産量に達しない。そのようなことによる負担増というようなことで、本当に

この事業が成り立つのかどうなのか。先ほど西田議員が言われたとおり、そのようなことも含

めて委員会の中でも当然、課題として取り上げて、この事業そのものをどのような方向で向か

ったらいいのか、この辺についても検討の一つだというふうに問題としては押さえています。  

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。  

○１３番（前田博之君） きょう全員協議会ですから、いいのか別としてここだけ聞いておき

たいのですが、非常に大きな問題なのです。私も 19 年からずっと質問してきていますから、個々

の問題であると思いますが、２点だけ伺います。特別委員会の話、これ議長が言われるとおり

だと思いますが、副町長も議会に任せると言っていますが、総合計画のときは町のほうから積

極的に特別委員会をつくって検討してくれと言っているのです。ですから町は、議会に預ける
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のではなくて町の姿勢もあるのかなと思います。なぜかというと、今この法的な問題、議会で

もずっと言ってきていますけれども、今の副町長の答弁で、この報告で終わってしまうような

言い方をしているのです。これ、私たちに施設建設工事の請負契約書とか、施設運営管理の委

託業務、このような中身を議会がまるきりわかっていないのです。それで、顧問弁護士が、町

村会の判断で、これでいいのだという話にならないと思うのです。あるいはこの説明の中で、

問題が起きても契約をしていないのだからだめなのだと言っていますが、その期間とか、町の

瑕疵だってあると思うのですが、本当にこのような問題、協議しなければならない。議会の責

任もあるのですが、これらは今言ったように協議会で報告して、ご存じだと思いますがやり取

りなど十分できませんから、議員がそれぞれの一般質問で整理されていく問題ととらえている

のかどうか。その辺だけ伺います。  

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 冒頭に言いますのは、議会の運営というようなことですから、町側

が、例えば今までの事例で、町と議会と一緒になってこのようなことを推進しましょうという

ことで、町側が議会に特別委員会の設置をお願いした事例もございます。それから、先ほど言

いました総合計画につきましては、先例として議会のほうも特別委員会をつくってきた経緯が

ございますので、それについては先例に準じて、従って特別委員会の設置をお願いしますとい

うようなことをお願いしたこともございます。そういうことの逆に、それではこれを特別委員

会はどうなのだというのは、先ほど言いましたとおり非常に議会の、検証するということの特

別委員会ですから、そのものについて、私どものほうでそれでは特別委員会をつくってくださ

い。とかなんとかということには、これは至らないだろうというふうに判断しております。私

どもは、これで全部整理したと、説明して全部が納得していただいたというようなことにはな

かなかならないということは、私もこの報告書だけでは、全部が全部資料に基づいて説明でき

たというふうにはとらえられない部分があるのかなというふうに思っております。そのような

ことでいえば、自分のほうの言葉じりをとられても困るのですが、中間報告書というような形

で、このような形で説明は済んだというようなことであれば、当然、受注者とも話した、協議

した中で、最終的にこのように収まったというのが最終報告書とさせてもらおうかと思ってお

りましたので、随時整理したものについては議会のほうへ報告しますというようなお話をさせ

ていただいておりましたので、ここまで整理したものを今回中間報告させていただいたと。  

先ほど西田議員のご質問にはありましたけれども、この報告書で、項目の中で、自分たちが

押さえていない部分があったり、議会に報告されていない部分があったりするのではないかと

いうようなことで、もう少し突っ込んだというようなことになれば、そのようなことも考えら

れるのかなというふうには思っております。これ以上突っ込んだ答弁にはならないと思ってい

ますので、ご了解願いたいというふうに思います。  

○議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。  

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。全員協議会でございますので、私も前回発言大分し

ましたけれども、余りどうかと思っているのですが、一つは、蒸し返すつもりは全然ありませ
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ん。そういうことがないということを前提にしながら、議会答弁と今回の中間報告書のそご、

差があるというふうに私は感じています。ここに対する町側の責任は、この検証、中間報告の

中から私は見つけ出すことができないのですが、そこについてはどのような見解なのか。まず

１点。これは、議会答弁というのは正式なものでございます。数字が言っているとか言ってい

ないとか、ちょっと違いますので、そこの点が一つ。実証実験きちんとやっているわけです。

そういう中で、どうして 0.35％になるのかというあたり、きちんとしていないとだめだと僕は

思うのです。そういう意味も含めて、細かいことは言いません。そこのところが一つ。 

それから、私も今回ずっと見ました。所管事務調査の中でやっている報告書の中にも、一貫

しているのは、状況をきちんと町は議会にも示しなさいと。示している部分もございます。同

時に町民の皆さんにこのことを報告してくださいということを何度か常任委員会の所管事務調

査の中でも町に提言をしておりますけれども、このことについては今後最終報告が出た段階で

町民に説明するという考えなのかどうか。この点。 

もう１点。法律的なことは今まで議論してきましたし、１点目の中で答えてくれればいいで

すけれど、クボタとの関係で、クボタが例えば斜里で今やっています。それは、現実問題とし

て白老のやり方と違うのかどうか。白老の経験をきちんと検証して、クボタは斜里で白老の３

分の１の施設なのだけれど、総額では 20 数億、本体は 10 数億くらいなのだけれども、３分の

１というふうに考えたときに、白老での中身をきちんとそこに生かしてつくっているのかどう

か。そのような検証はされていますか。その３点お尋ねしたいと思います。 

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 私のほうから、１点目のこれまでの議会答弁と今回報告した内容の

そごということでのお話がありました。先に言いますが、今回１字１句と言いますか、過去の

19 年、20 年、21 年とかというものの会議録を私のほうも要点だけ目を通させていただいて、

どこでどう違って、どこでどう答弁しているとか、そこまでは申しわけないですが全部が全部

押さえていません。ただ、議会の答弁とその責任というようなことでいうと、やはり議会の答

弁は重いというふうに思っています。そのような中で、考えなり、このようにやっています、

このように対応していますということが事実と反するのであれば、非常に問題があるというふ

うに思っています。その交渉をしていることが、こういう方向で私は交渉していますというこ

とが、それは、結果はどうあれ間違いではないというふうに思っています。したがって、今ま

でのこのようなところと、今まで言っていたところが違うのだという付け合わせはしておりま

せんが、総論的には、一つには、議会の答弁は重いということ。それから、それについて以前

に答弁した答弁と事実行為が違うのであれば、それは議場の中で訂正しなければならないとい

うふうに思っています。すべてが検証はしておりませんけれども、そういうことがあれば、私

のほうで検証する中で訂正をさせてもらいたいというふうに思っております。 

○議長（山本浩平君） 須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） ２点目のバイオマス燃料化施設の関係の住民の説明について

ということと、クボタが斜里町で白老町と同じやり方でやったのかどうかと。その検証をして
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いるのかどうかという２点、私のほうからご説明したいと思います。まず、住民の説明につき

ましては、やはり、現在の状況ですと検証が終わった段階で、今議会のほうにもご説明させて

いただいたような内容になろうかと思います。ただ、住民の皆様には、やはり改善計画を取り

まとめた時点で、私ども担当としても今後施設がどのように運転できて、経費もどのような形

でお金がかかって、または削減できてと、そのようなすべてのものが、改善計画を取りまとめ

た時点で明らかにできるのではというふうに考えてございますし、そこに全力を挙げていきた

いというふうにも考えてございます。したがいまして、住民にはそれらの改善計画をまとめて、

きちんと方向性もある程度見据えた中で説明はしていきたいと。その中で当然、住民に協力を

いただかなければならないものも、もしかしたらあるかもしれません。そういったことも含め

て行って、あくまでも改善計画をまとめた後にきちんとお話しさせていただきたいというふう

に考えてございます。  

また、斜里町の関係でございますが、白老町の今の問題が、斜里町に生かされて進められて

いるかという点については詳しくは確認してございません。ただ、斜里町と白老町の違いは、

白老町は生ごみとかそのようなものは高圧で処理してございますが、斜里町の場合生ごみは一

緒に処理していないということで、ここで塩素の問題については大きく差があろうかと思いま

す。ですから、白老町がかなり苦労しているよりは、斜里町さんのほうは少し違うのかなとい

う想像はしてございますが、その辺についても確認してございませんので、実際のところはわ

からない状況でございます。その辺についても今後改めて進めていく中で、同じものを基本に

は使ってございますので、情報を聞いてどのようにやっているか、同じ問題出てきているのか

どうかということも、さらに検証はさせていただきたいというふうに思います。  

以上でございます。  

○議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。  

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。考え方としては町の考え方はわかりました。そうい

うことでいくということは理解しました。ただ、議会の答弁というのは確かにニュアンスもあ

ります。検討するというのがやらない方向で検討するのかやる方向で検討するのか。検討する

と言ったら行ったり来たりですごい違いがあります。これ事実でございます。そのようなこと、

みんな議員も町側もわかって議論をしているわけです。ですからそのときの雰囲気の中で、そ

れは例えば性能保証は延長を私は望んでいますと。やるべきだと思っていますと。しかしそれ

は、方向性の中で考えますと言ったら、それは方向の中で考えているわけだから、結果として

は、私はそう思ったけれどもできなかったということでなってしまうのです。だけど、議会の

場というので、そこで答弁しているときはとらえ方というのはそのようなとらえ方でない場合

もたくさんあるわけです。現実的には。ですから、副町長の今の答弁は、答弁としてはよくわ

かります。それはそれで結構です。ただ、議会が指摘してきたことを、どう町側が真摯に受け

とめてやってきたかという問題なのです。このようになったら。そのことが、町民が理解する

かどうかの分水嶺なのです。それは、検討するとは言ったけれども、延ばすべきだと言ったけ

れども、最後に検討すると言ったから、それで答弁が正しかったというようになるのかどうか
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と。私はちょっと違うような気がしているのです。当時副町長という立場できちんと議論した

り、このようなことをやってはどうかということで議論をしている項目はたくさんありますか

ら、そのようなこと今言いませんけれども、ありますから、そこはやはりきちんと僕は検証し

てほしいと思うのです。その上に立って議会との対応をしないと、やはり違ってくるのではな

いかと思っています。ですから、答弁がいいとか悪いとか言っているのではなくて、そのよう

な姿勢であるべきだということです。町民に対する説明については、本来いろいろなことがあ

ったのでしょう。しかし町がそのような姿勢だと、方向だということであれば、それ以上議論

してもしようがありません。  

３点目のことをなぜ僕が言っているかといったら、クボタの姿勢の問題なのですこれは。で

すから、今部長言われたように、あそこは町立病院か何かに使っていますから塩素分は全然違

うと思うのです。今のバイオマスボイラーは違うわけだから。わかっています。ただ、クボタ

の姿勢がどのような姿勢なのかということが、この斜里の仕事の対応で僕はわかると思うので

す。日本で最初に白老町につくったわけです。それで今のような状況になっているのです。そ

れを斜里でやったわけです。クボタの姿勢はどのような姿勢なのか、僕はここをきちんと検証

することによって、結構理解できる部分があるのではないかと僕は思うのです。だから、条件

が違うということは十分わかっています。それなら逆に言うと、なぜ条件を違えたのかという

ことです。クボタは。そうでしょう。そういうことを問題意識として持って、そして斜里の調

査をしていただきたいというふうに僕は思うのです。向こうは条件が違う。当たり前なのです。

はっきり言えば、うまくいかなかったことは除いてやっているかもしれないでしょう。だから

そのような、企業の姿勢の問題も含めて調査したほうがいいのではないかと思うのです。私は

そのように思っていますが、どうでしょうか。  

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 私も今言われたことについてはそのように思います。12 月に就任以

来、受注した企業として、まして提案型できています。そのような中でクボタが取り組んだと

いうことについての企業としての姿勢、これについては前段としては高く評価しますし、やっ

ていただきたいというような、それと企業としても成功させるのだというような意気込みで今

回きていると押さえています。そのような気持ちの中で、私も 12 月以降、本社との、社長とも

話しています。今回４月１日から社長がかわりました。技術系の社長がきています。社長がか

わったからどうのこうのということではないですが、そういう中では本社、支社含めて、私の

ほうもクボタの姿勢、熱意というものを問うていきたいし、会社のプライドというようなこと

も問うていきたいというふうに思っています。 

斜里町の話も出ました。私自身は技術的なことは十分押さえていませんけれども、いわゆる

白老の事例を踏まえて、新しいところで事業展開しているというふうに思っています。当然、

その中で課題となったこと、そういうことを踏まえながら次にステップアップして事業展開し

ていると思いますので、そうであれば、スタートの白老の何が問題で、何をどう解決して、ど

うしていけばいいのかというのにクボタとも十分協議する中で、技術提案をしていただきたい
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と。そのような姿勢で私どももいきますし、向こうにも要求していきたいと思っています。 

１点目の議会、先ほどの答弁と重複する部分ありますけれども、当然、先ほど大渕議員が言

われたとおり、会議録として活字で出てくる部分と、議場の中でのやり取りのニュアンスの問

題、当然、みんな押さえ方というのがあるのかなというふうに思います。そのような中では、

先ほどの町の答弁の話ですけれども、前向きにやっていくのだという姿勢がある中で、きっと

その当時クボタとも協議は進めていたと思います。ただ、スピード感に欠けたのかなというよ

うな思いはしていますけれども、そのよう中では、議会の中で答弁として姿勢を示したことに

ついては、十分力を発揮した中で協議していくべきだというふうに思っています。決して議会

の、仮の検証をするということでは私のほうも思っています。どのような答弁をして、どのよ

うなところを今回訂正させてもらわなければだめなのかというようなことも十分押さえていか

なければ、前のときこのように言ったのではないだろうか、今回は違うのではないだろうかと

いうようなことがずっと積み重なって、不審なやり取りになるのかなというふうに思っていま

すので、その辺は、自分たちのほうもこのことについては、やはり検証した結果こうであった

というようなことも、自分たちも押さえていかなければだめだというふうに思っています。た

だ、一般論として言いますけれども、勘違いで、間違って言ったこと、そのようなこともあり

ますけれども、やはり、恣意的に数値なり、対応なりということは、議会の中ではあってはな

らないというふうに思っております。 

○議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。  

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。今の話なのですが、私はやはり、少し読んだ中でも、

例えば今スピード感の問題がございました。そのようなこと含めて、これは中間報告ですから、

そのように理解をした上で、スピード感がなかったというのはかなり大きな欠陥であったので

はないか。明らかに先延ばしというような姿勢が町の中にあったと、私は思っています。はっ

きり、先延ばしをしたと思っています。そのようなことも含めて、最終報告書の中では、それ

がいつになるか知らないけれども、議会もきちんと議論していきますけれども、最終報告の中

ではそのようなことも含めてきちんと検証され、責任の所在が明らかになるというような理解

でいいですか。  

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 先ほどの答弁の中で、私もスピード感というようなお話に触れさせ

ていただきました。自分が今の時点になって考えることなので、スピード感が少し足りなかっ

たかなというような表現をさせてもらいましたけれども、当時、多分、担当者といいますか、

理事者を含めて担当者ですが、成功させようというような思いの中でどのように対応したらい

いのかというようなことで、やはり、そのような気持ちの中で対応していったと。やはり、受

注業者との対応は主張の食い違いですから、そのものに対しての客観性といいますか、それよ

りも主張を認めてもらうということで来たのかなというふうに思っています。それが、先ほど

自分の口で、表現としては余りよくないと言いましたが、ずるずるという、そのような表現を

しましたけれども、確かに今このようになると、課題の部分ですが、このものを法的にどうな
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のだ。あるいは法的の前に行政を預かる者の担当者として筋が通るのかどうなのか。そのよう

なことを整理するという気持ちの中で相手とも協議すれば、もう少し早めにこのような問題に

ついては結論が出たのかなというふうには思っています。  

今後、そのような中では、課題については先延ばしすることなく、一つ一つ整理していきた

いと。先ほど報告にありましたけれども、このような課題が出たとき、いろいろな課題が出た

ときの処理の仕方なりその責任というのは明らかに相手ともしていかなければ、最後になって

これは誰の責任なのかといったときに、どちらも責任が取れないというような状況にならない

ように、それは進めていきたいというふうに思います。  

そのような最終報告ということ、今回このような話でこのような考えになりますよという中

間報告をさせていただきました。このようなことをもって受注者ともこの後協議させてもらい

たいというふうに思っています。それから、最終報告というのは、この課題に対する部分につ

いてはある程度方向性を、これで報告させてもらいましたけれども、先ほど言いましたとおり、

この事業そのものがどうあるべきか、というのも含めて、最終的にはそのような検討委員会の

中でも方向性の協議をしていかなければだめだというふうに思っています。この場で、この中

間報告に対する最終報告はどのような形でというのは、どの時点で、あるいはどういう内容で

というのは、まだ頭の中で整理されていないのですが、いずれにしてもこの課題を含めて、前

回も言いましたけれども、中間、中間の中では議会にもその経緯を含めて随時報告させてもら

いたいというふうに思っています。  

○議長（山本浩平君） ５番、松田謙吾議員。  

○５番（松田謙吾君） 松田です。今いろいろお話を聞いておりました。また、先ほど副町長

から中間報告をいただきました。この中間報告は、もう少しじっくり読まなければ解釈できま

せんから、このことについてはもっとじっくり勉強してから質問したいと思います。  

きょう協議会なのですが、一つ言っておきたいのですが、バイオマス事業、議事録を見たら

始めようかといった、計画の始まりは 17 年７月１日です。約７年になります。そして、稼働し

てから３年が経過しました。この事業をやるときは、コストが低いのだと。登別と広域処理を

しているのだけれど、白老の財政事情もあったし、そのようなことからいくとシフトすること

でコストが低く上がるのだと。それから機械が安易なのだ、簡単なのだと。簡単な機械なのだ

と。全国で初めての施設なのですが、それまで全国でやっている施設は爆発事故等をやってき

たのだと。しかし、この白老の事業は安易なのだ、簡単なのだと。ですから安全なのだと。も

う一つはこの効果は約８億円あるのだと。ここから始めたわけです。それから町民には、19 年

の８月号と 21 年の３月号かな、広報に、私からすると九つくらいの説明がありました。この施

設はこのようなよい施設なのだ、ご理解していただきたい。このような説明がありました。ち

ょっと読んでみますと、どのような約束をしていたかというと、19 年の８月号では、北海道の

縮図ともいえる産業構造、多様なバイオマス資源が豊富なのだと。だからこの事業は全国に例

のない技術で燃料を製造するのだと。これが２点目。それから、15 年間における収支、８億円

の削減効果があるのだと。21 年３月号の広報では、複雑な機械類がなく極めてシンプルなのだ
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と。簡単にできる機械なのだと。生産能力は１日当たり 37.6 トン、これだけ生産できるのだと。

それから、４直３交替制で 14 名で始めるのだと。クボタに運営業務を委託するのは、技術を持

っているのだと。とっさの場合に対応が利くのだと。ですから、４、５年間、安定稼働させる

ためにクボタに委託するのだと。このようなことがあった。５点目は、センター当初計画運営

は約２億円で済むのだと。このように町民に説明しております。23 年度は２億 3,000 数 100 万

円かかっています。６点目は、登別市との広域体制よりも大きな財政効果があるのだと。約８

億円の効果があるのだと。しかし、この効果もほとんどなくなった。先般の私の質問に説明を

しております。議会に先ほどの報告もいいけれど、このように町民に約束したことをきちんと

町が検証して町民に説明する責務があるし、議会としてももちろん検証して議会なりに町民に

報告する義務があるのです。そのようなことからいくと、考え直してみると、先ほど言った約

９点あるのですが、何一つまともに町民との約束守られたものないのです。 

ですから、このバイオマス問題大きな問題だと思うし、議会も、先ほど同僚議員のほうから

あったけれども、きちんとした議会なりの検証をし、報告しなければならないと思っているの

ですが、先ほどの報告書、私はまだ自分なりに報告書を検証していないのですが、これからも

クボタとの検証をやると思うのですが、我々議会としては、クボタにどうこう言うことは何も

ないのです。我々が言えるのは行政にだけなのです。ですから行政がもう少ししっかりしても

らわないと、我々議会議員として、町民に何と検証した結果を報告していいのか、ここのとこ

ろがきちんとされるには、もう少しきちんとした検証をして、きちんとした報告をしてほしい

とこのように思うのですが、どうですか。 

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 今中間報告書ということで、後で十分じっくり読むというようなこ

とで、いろいろな項目記載させていただきましたけれども、そのような中で町民への周知の件

ですけれども、これについては先ほどのとおり、対応あるいは対策、このようなものがある程

度の方向性が見えた時点で、町民には当然周知しなければだめだと思っていますし、説明も必

要なのかなというふうに思っています。  

それから、議会に対してもこれまでもそのつもりでいましたが、このように状況が少しずつ

変わる、あるいは結論が出たから報告するのではなくて、ある程度中間報告も含めて状況につ

いては、るるその都度その都度ご報告申し上げたいと思いますし、これが全員協議会という形

なのか、常任委員会という形になるのか、それは別にしても議会のほうには情報の提供という

のはもちろんのこと、これからもしていきたいというふうに思っております。  

それと、最後の締めでご質問された、きちんとした検証というような話がありましたけれど

も、当然議会に報告するということであれば、先ほどの質問にもありましたけれども、今まで

答弁してきた町の取り進め方といいますか、そのようなことと、今回このようなことだという

のがもし、そのようなことでの相違もあれば、そのようなことも含めた検証といいますか、そ

のようなことにもなりましょうし、先ほど言いましたけれども、事業そのものの検証が、これ

は当然やらなければならないだろうというふうに思っています。そのような中で、中間報告と
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いう言葉で、きょうは今まで積み残してきた課題を報告させていただきましたけれども、やは

り今後は、この事業をどのように進めたらいいのかということを検証していかなければだめだ

と。方向性を出していかなければだめだというふうに思っていますので、今言われたとおり、

議会にもその都度ご報告申し上げていきたいと思っております。  

○議長（山本浩平君） ５番、松田謙吾議員。  

○５番（松田謙吾君） 松田です。今回は協議会ですからきちんと私も質問したいと思うので

すが、保証期間の問題も云々あります。この保証期間は 21 年に稼働しました。飴谷前町長が

11 月何日かに、その結果、議会、町民に対して陳謝をいたした経緯があります。このあたりか

らずっと議会が言ってきたのは、この保証期間、２年間の保証期間、この延長をどのように協

議するのだと。再三言ってきました。一番大事ですから。ところが、今中間報告では、これが

全然やられていない。私はそのように思って見ました。言うなれば、議会が言っている保証期

間の延長、この問題は３年たって、24 年の５月になってから、今この保証期間の問題をこのよ

うに出された。とんでもない話だと私は思っています。町民をなめた、議会をなめたような、

全くそのような話にしか取れないですが、このクボタと町村会の弁護士さんの方々の見解と、

我々が言った保証期間の見解、２年の保証期間、これをきちんと延長すべきだと言ったことと

は全く違う話です。その辺をもう少し議会がきちんと理解できるようなお話できませんか。私

はこれでは全然理解できないのですが。 

○議長（山本浩平君） 須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 松田議員のご質問で、弁護士の関係で議会のほうに納得でき

る説明をできないのかということでございますが、この弁護士にご相談した件につきましては、

先ほどご説明した内容で、責任の所在について私どものほうで町村会に確認をした中で、基本

的にはすべていろいろと。ですから、お話の中では、基本的に仕様に基づいた性能が発揮して

いない場合については、当然プラント受注者側に責任を問うことはできるのだという仮定の中

でお聞きしながら、話の中で、基本的にはその仕様書の中に 0.35%が実証結果の中で１％に変

わったということは、仕様書に大きな変更が生じたということなので、基本的には当初仕様書

の 0.35 が変更されていない限り、基本的には 0.35％の仕様を基本的にプラント受注者は満た

していれば、契約上問題がないと。クボタにも責任を問うことはできないのですよということ

でお聞きしたということなのです。ですから、それらを含めてお聞きした中で、実際に 0.35％

というのは先ほども中間報告の中でご説明させていただいたとおり、文献を基に 0.35 という数

字としたと。ただし、実証結果の中では 1％ということになったということであれば、やはり

もう少し塩素濃度の問題について、当時もう少し十分に検討を重ねてその対策をきちんと取り

ながら進めるべきだったのかなというふうに、私も４月に来て中身を検証させていただいて、

弁護士さんのお話も聞いて感じているところでございます。 

そのようなことで、すべていろいろな問題は、その当初の仕様に基づいている。収入不足だ

とかいろいろな点、こういったものはすべて 0.35 と。すべてその仕様に戻っていくので、基本

的にこれら今まで問題となっていた点についてクボタのほうに責任を問うことはできないです
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と。保証期間についても基本的には同じ考え方になって、クボタさんでは機能改善工事、こう

いったものはクボタさんでやってくれたのですかと。基本的にはそれはよかったですねという

こともありまして、あと保証期間については、当初の仕様に基づいた本体工事についての２年

間。機能改善等についてはお話の中で延長は可能だという話も聞いてきた状況にあります。そ

ういった経過から、今回中間報告という形でまとめさせていただいたということでございます。 

○議長（山本浩平君） ここで暫時休憩をいたします。  

休憩 午前１１時１９分  

                                         

再開 午前１１時３０分  

○議長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

１番、氏家裕治議員。 

○１番（氏家裕治君） １番、氏家です。資料が送られてきて、ずっと見せていただいて、ち

ょっと疑問に思うところが何点かあります。それは、平成 23 年度にバイオマス温水ボイラーを

設置して、その後、稼働日数は 22 年、23 年でともに 304 日でありながら、例えば、燃料費、

Ａ重油が全体比約 600 万円、光熱水費電気として約 1,400 万円、これは確かにＣＯ２削減には

この温水ボイラーというのは効果的な影響があるのかもしれないけれども、この施設の運営に

とっては効果額的には全然ないような気がするのですけれども、その辺についての見解をお聞

きしたいと思います。これだけの経費がかかるのであれば、もっと別な、副資材も凍結防止等

にしか使われないような温水ボイラーです、それに対してこれだけの経費が本当に必要になっ

てくるのかどうなのか。もっと違う方向性というか、Ａ重油だとかそのようなものではなくて、

違う燃料で、例えば低圧の電気、そういったものに振りかえて。ということは、最終的に検討

委員会などに示されるのが、バイオマス温水ボイラーの熱源を使って高圧処理のボイラーの重

油の削減に努めたいみたいな例で出されていましたね。そうではなくて、僕はもっと違う方向

性が必要になってくるのではないかと思うのです。その辺についての考え方を聞きたいのです。

結局、それによる効果額はどれくらいになるのかはこれからの委員会の検証が出てくるから、

今ここでは言えることではないでしょうけれども、これだけの経費がこれから毎年加算でいく

ということになると、私たちが今まで説明を受けてきた、登別市に委託していたときの効果額

云々という、僕は効果額などなくていいと思っていたほうですが、ただそれは、それに上乗せ

して町民の負担になってくるような話でははっきり言って困るのです。今までの議会議論、そ

れから行政からの説明。そういったものを踏まえても私はどうしても納得できない。このバイ

オマス温水ボイラーの効果というのは果たしてあるのかないのか、このままこういった形の中

で温水ボイラーを使っていくのか。もっと違った考え方がないのかお伺いしておきたいのです。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課長。  

○生活環境課長（竹田敏雄君） 温水ボイラーの件についてご説明します。資料としてお渡し

した部分に出てきますエネルギーなのですが、設置しましたバイオマス温水ボイラーにつきま

しては、熱分は余剰生成物等を燃料としておりますので、お渡しした部分の経費には反映して



 18 

こないという部分がまず一つございます。温水ボイラーにつきましては、氏家議員言われたと

おり副資材の乾燥だとか、そういったものに主に使いたいということで稼働させるということ

になります。この分につきましては 23 年度後半だったので、23 年度の中では効果としてはは

っきりとあらわれてこないというのがあります。それと、温水ボイラーは化石燃料を使わない

ということなので、こちらの部分の収支には大きな影響を与えませんけれども、そもそもこち

らのほうの収支の上がってきている部分に対しての削減、対策等については取り組んで行かな

ければだめだというふうに考えております。 

○議長（山本浩平君） 須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 検討会議で検討していく事項の中で、ボイラーの利用の関係

なのですが、あくまでもそれは一つの考え方の中で委員会に振って、それはたくさんいろいろ

なことを提案していって、先生方の意見を聞いて、氏家議員おっしゃったようなことも含めて、

いろいろな観点から洗い出しをして、できることは何かというのをやって、すぐできることは

何なのか。これはいろいろ考えた中では、これから時間のかかるものもありますし、施設を整

備しなければならないようなものも出てくるかもしれません。そういったものは、基本的に本

来やる必要があるのであれば、年次計画をきちんと立てた中で改善計画をまとめるということ

になりますので、当然、その方法、エネルギー削減の方法も議論、いろいろな方法があります

ので、今太陽光で多少やっていますが、まだできないのかとかいろいろあると思うのです。  

産業廃棄物の関係、財源の確保等もそうなのですが、産業廃棄物を今は一般廃棄物で受けて

いますが、例えば産業廃棄物の処理事業というようなことも、実際に町はそのような許可をと

って、そういうウエイトでやった場合に、例えば産廃税を活用して何かできないかというよう

な財源も検討するだとか、基本的に委員会ではさまざまな観点から検討して改善計画をまとめ

たいと思っています。限られたことだけやるというのではなくいろいろなこと。進めていく中

で、当然議会のご意見も聞いた中で、多分いろいろな意見、このようなことはできないかとい

ったことも検討したいというふうに考えてございますので、今我々担当の中で、これはどうな

のかということで、今ペーパーでお渡しした中には、そのような一例として上げさせていただ

いていますが、たくさんのことが考えられますので、それを検討委員会の中でじっくりもんで

いただいて、実現可能なのかどうかということを判断しながら、改善計画をまとめていきたい

というふうに考えていますので、その辺ご理解をいただきたいというふうに考えてございます。 

○議長（山本浩平君） １番、氏家裕治議員。 

○１番（氏家裕治君） 確認だけさせていただきたいと思います。例えば、日平均この固形燃

料をつくる場合、21 年から 23 年度を見て、大体４トンずつふえていっていると。22 年度には

16.51、23 年度には 20．24 と。ですから、４トンふやすことによってこれだけの燃料費・維持

費がかかるということで判断していいのかどうかの確認だけさせていただきたい。 

○議長（山本浩平君） 竹田生活環境課長。  

○生活環境課長（竹田敏雄君） 生産量に対して使うエネルギーでございますけれども、23 年

度で 6,152 トンつくった中での使うエネルギーの部分になります。基本的には日 20 トンをつく
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った場合のエネルギーの使用量になってきます。使う量については、例えば、23 トン、24 トン、

25 トンとなれば使う量はふえてきます。できる量がふえることによってエネルギーを使うとい

うことと、それから単価が上がってきております。そういった状況の中で、23 年度こういった

ような金額なってきたということでございます。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） ２点ほどお聞きしますけれども、今まで議論していますけれども、

非常に重要な問題で、全員協議会だから皆さん具体的な質問していませんけれども、その質問

の機会の話なのですが、今副町長はずっとこれまでも情報提供していきますよと。問題検討し

ていく中でいろいろ情報公開していきますと。今部長のほうは議員の意見を聞いてきました。

こう言いました。これからどうなるかわかりません。特別委員会はできるのか、所管事務調査

で扱ってもらえるのか。そのようなことは別にしても、もしそれはないという仮定の中で、で

は、これまでも議員は所管事務調査の中でも提案したり提起したり、意見を言ってきた。だけ

れども、結果的にこのようになりました。これからこの問題を踏まえて、議会が、議員が、こ

う解決したほうがいいのではないかというような提案したり提起したり、改善を示したときに、

これはどこの部分で取り扱ってもらえるのか。公に一般質問の中で、真摯に受けとめて、この

検討委員会とか、その答弁の検討されたものをどのような形で議会にバックされてくるのか。

そのような手順の仕方をここではっきりさせてほしいのです。そうでなければ、今まで同僚議

員も言っていますが、町民に対する責任、議員の責務、議会の責務がうやむやになってしまう

ということなのです。きちんと整理をしておかないと。ただ全員協議会で報告だけで、皆さん

委員会の趣旨を踏まえて個々の突っ込んだ質問ができないわけです。その辺どうかということ

を、これだけきちんと議員がそのような提案、提起、いろいろなことを言える、当然、追及も

しなければいけませんから、チェックもしなければいけませんから、そのような場所が一般質

問しかないのかどうか。町としてどのような形でそのような場を設けていくのか。従来どおり

協議会だけで済ませるのか。その辺を伺います。 

それと次回に、資料に使いたいので２点だけ整理しておいてほしいのですが、全員協議会の

資料の１ページに３で経費の内訳ありますけれども、これできれば、21、22、23、決算の決算

額ありますけれども、これについて生成物ができるまでのコストとそこから固形燃料にします

ね。それ以後の経費を案分してほしいのです。それと、先ほど松田議員もお話ししていました

し、私もずっとこれまで質問して、３回にわたってごみの処理経費の全体の削減効果、８億 500

万円あったものが 7 億円になって２億円、そして１億円になってきましたけれども、先般、松

田議員もお話しして非常に削減がなくなったと言いましたけれども、それをマイナスの数字に

なると思いますが、前回の資料に基づいて提出してほしいと。その３件です。 

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） １点目のご質問です。言われている質問、趣旨、受け取れたかどう

か不安があるのですけれども、というのは、議員さんの質問はいろいろお話の中で、本会議等々

の中で提案あったり、提起があったりとすると。そういうものについて、その時点では十分検
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討するというようなことで、それも踏まえながら日常の業務の中で検討します。そうようなも

のをどのように取り扱ったのだということをどのようにフィードバックするのだという方法を

どのように考えているのかということでよろしいですか。少しくどいですが、当然、陳情・請

願の取り扱い等々については、議会との文章のやり取りの中で経過を含めて報告を出してくだ

さいと。このような本会議での事案のやり取りについては、口頭でのやり取りが主になるかと

思いますが、そのような中では、例えば常任委員会の所管事務調査は委員会のほうで議題を策

定しますので、町側としては委員会協議会なり、このような全員協議会、今の仕組みの中では

説明する機会はこのような機会だけなのかというふうには思っています。どのような形でやる

のかということになると、このような形でというような仕組みをイメージできないので即答は

できませんけれども、私どもの今のある議会と町側の説明する仕組みの中で、それは説明して

いきたいというふうに思っています。例えば、このような提案はどうだったのだ。ああだった

のだというようなことも含めれば、そのような機会にご質問あれば、検討した結果、ああだよ。

こうだよ。というのはそのような中でお示ししていきたいというふうには思っております。  

ご質問の２問目以降については、担当のほうよりお答えいたします。  

○議長（山本浩平君） 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、燃料化施設の生成物ができるまでの経費と生

産までの経費に案分してほしいということですが、この辺については案分化した資料、まとめ

ましてお出ししていきたいと思います。多分、一般ごみ処理の経費と燃料化事業の経費を明ら

かにするということだと思いますので、その辺については費用を案分して出したいと思います。 

また、効果額の関係でございますが、現在 23 年度の決算を踏まえまして整理してございます

ので、これも合わせて金額が出ればご説明させていただきたいと思います。  

○議長（山本浩平君） ２番、吉田和子議員。  

○２番（吉田和子君） 吉田です。今回の説明を聞きまして、バイオマス燃料化施設の事業が

できるときに、町民の方々というのは、この目的に沿って、本当にこのできることが地球環境、

それから自分たちの白老の環境を守るために大変重要なことだと。また、すごくすばらしい事

業をやるのだということで期待も大きかったのだと思います。そのようなもので、今回ずっと

説明を聞いていて、私たち議会もいろいろなことを勉強して質問したり、こうやったらいいの

ではないかとか、いろいろな提案をしたりしながらやってきました。その中で、先ほどから出

ていますように、数値的な問題だとかそういったことはこれから検証しますけれども、そうい

った問題で私たちがまだ聞いていないこともあったわけです。そういったことからいくと、議

会はいろいろなことを勉強して行政に問うていきます。行政は聞かれたことは答えますけれど

も、私この今回の検証を見て一番がっかりしたことは、議会も悪いかもしれませんけれども、

やはり町民の方々、町にとって、いろいろな環境問題にとってこれは基本的に大事なことだし、

すばらしいことだと思っていましたから、先ほど氏家議員が言ったように、経費が今までと同

じくらいかかって利益が出なくても、私は進めるべきだと思っていたほうなのです。ですから、

本当に成功したいと思っていましたし、町民の方々もごみの分別で町民が協力できること、ほ
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かにやることがあるのだったら雑紙でも何でも今みんな一生懸命出しています。そういったこ

とからいくと、私は１点、町と議会との信頼関係がなくなったような気がしたのです。この数

値を見たときに。どうしてもっときちんとした数字を示されなかったのか、それを問えなかっ

た議会も責任あるかもしれませんけれども、もう少しきちんと示すべきだったと思います。  

それともう１点、先ほど松田議員から、広報に載せたという話がありました。町民説明の話

もありましたが、町民の方々は今このように議会で議論し、新聞報道を見てこのバイオマス燃

料化施設どうなるのだとすごく不安に思っています。そのような点からいくと、先ほどある程

度の結果が出てから報告すると言っていましたけれども、私はとりあえず検証した結果、これ

をずっと見ていくとほとんどバイオマスの燃料化、クボタへの責任は追及することはできない

という、責任の所在は、そこは明確になっていますけれども、町の責任の所在はどうなるのか

というのがなっていません。そういったことも含めて、私は広報等できちんと町民に、結果が

出る前に、町の検証はこうであったと。町民の皆さん、今このような状況なので、こういった

ことでこうなのです。ということをきちんと中間報告すべきだというふうに思いますけれども、

その辺のお考えを伺いたいと思います。  

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） １点目の町と議会との信頼関係とのお話ございました。私もそのと

おりと思っておりますし、町と議会の論議もやはり同じテーブルで、そのような中で話すこと

がお互いの信頼関係を構築するスタートだというふうに思っていますので、なあなあというこ

とではなくて、町側の説明資料もそれなりに整理した中で、措置をお示ししてお話しすべきだ

と思っています。いずれにしても、議会とは十分、この問題に限らずお話しした中で、お互い

に信頼関係を十分構築できるようにこれからも自分たちも気をつけていきたいと思っています。 

２点目の広報ですけれども、前の本会議でもふれたと思いますが、町民説明会ということで

はいろいろな手法が考えられるのかなと思います。先ほど直接町民説明会を開いて、あるいは

広報で周知したいというような手法もとれますので、先ほど言われましたとおり、できる部分

についての広報周知というのは私どもも整理した中で考えていかなければならないというふう

に思っております。  

後段の質問で、町の責任の所在というような表現をされましたけれども、私ども実は報告書

を練っている段階で、こういう報告書で何か抜けていないだろうかと見たときに、これなら町

がどのように責任を取るのだろうというところが、この報告書では責任の所在はわかったと。

例えば、法務的な解釈にしても、このような方向性しか考えられないのかというような、見て

もらえると思うのですが、それではその責任をどうするのかというようなことが、これにはふ

れていないというふうに思っていますので、その責任はどのような形で責任を取るのか。これ

については今後そのようなことも含めて自分たちも考えていかなければだめだと思っています。 

○議長（山本浩平君） 14 番、及川保議員。  

○１４番（及川 保君） 及川です。副町長、本当に情けないというか、きょうのこの報告を

聞いて非常に残念な状況だなと。非常に情けない思いでおります。２点ほどお聞きしたいと思
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います。これから計画されている計画策定員会、10 月めどに結論を出すというような予定で進

められるようですが、この中身を見て３点ほど例として上げています。この例を羅列しておる

のですが、どうもこれ、真剣にこのバイオマス燃料化施設を、この運営をさらによくしていく

のだと、当初目標に少しでも近づけるというような意気込みが感じられないと私は思うのです。

この１点目、エネルギー使用量の削減方法の組み立てですね、これ例として上げています。Ａ

重油削減方法を検討するのだと。これ先ほど、同僚議員の質問にもありましたけれども、これ

が本当にバイオマス燃料の固形燃料に直接的に寄与するものではないですよね。トータル的に

は収支バランスからいったら当然大きくかかわってくることではありますけれども。  

 それからもう一つ、２点目です。ペレット燃料化を検討するのだと。これは余剰原料として

出たものをおいてあるわけですから、これを何とか燃料化に向けていきたいというのは、これ

はわかります。わかりますけれども、ここの部分についても、なんとなく後ろ向き、直接的に

固形燃料化にかかわるものではない。  

３点目は、確かに分別すれば、塩素濃度の基準をクリアするためには大事な部分であろうと

思っていますが、どうもそのあたりの、いまだ何かきちんとした、明確な改善、本当に改善、

燃料化施設を当初目標に近づけていくのだと、この意気込みが非常に感じられないということ

が、ここで私がどうしても思えてならないものですから、この点お伺いしたいと思います。  

それから、今までいろいろ同僚議員の質問、多岐にわたって出ております。出されています

けれども、議会や町民が非常に心配していた、当然当初の期待、私も期待しておりました一人

でありますから、今までの状況も何とか頑張ってクリアしてくれるだろうと、さらにクボタと

の関係もなんとか保証期間も含めて、きちんとした体制をもってきていただけるだろうと、同

僚議員も本会議の中でも、一般質問の中でも、代表質問の中でもやっておりますし、また、全

員協議会の中でもいろいろな議論がされてきております。そういった中で、真剣に取り組んで

きた状況が、どうもきょうの説明で愕然としたことは、ほとんど聞きっぱなしの状況で、真剣

な態度で取り組んできたという状況が、私はどうも見えない。この部分が２点。どのような対

応をしてきたのかということをお聞きしたいと思います。  

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） １点目の資料７で今後つくっていく改善の策定委員会での検討事項

ということで案ということでお示ししましたけれども、この部分については２月の全員協議会

に、策定委員会の検討すべき項目ということも示させてもらっています。いろいろな委員さん

が集まった中で、委員さんの視点で考えられる検討項目、当然そういうものも出てくると思わ

れますので、そういう案も踏まえて、ご質問の中で言葉としてありましたけれども、この事業

を成功させるのだという意気込みというお話でしたけれども、当然、伝わらないのは残念なの

ですが、そのような思いの中で策定委員会を立ち上げて検討していくというふうに思っていま

すので、何があいまいで何が課題なのか、今までもお話ししていますけれども、そのようなこ

とがどのように方向性をもっていけばいいのかということをこの中でも検討したい、日々その

中ではクボタとも協議する中で、今も協議していますけれども、また第三者の目で見た策定委
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員会の中でも、そのようなことの方向性を検討していきたいというふうに思っています。  

２点目の町民へということで、信頼関係というお話がありました。今までの取り扱いがどう

のこうのというお話もありましたけれども、事業をこのような形で試行の方向にもっていきた

いというようなことで受注業者と協議をやってきたというのは事実、行為として当然あります。

ただ、今回このような中間報告というか、検証した中で、やはり今この時点で検証をした結果

としてはスタートの時点での数値といいますか、そこら辺がもう少しシビアにきちんとやって

いればという思いはありますけれども、その中でいろいろクボタと交渉してきたことについて

は、それは職員もクボタのほうも一生懸命やってきたと私は思っております。今後についても、

この事業、先ほど最初の私の説明のまとめで言いましたとおり、そのような気持ちを持って今

後もいきたいと思っていますので、そのように取っていただければというふうに思います。  

○議長（山本浩平君） ほかになければ私のほうからも若干ありますので、質問したいと思い

ます。この検討委員会、今後の施設の改修等も含めて、この位置づけというのは非常に重たい

位置づけになるのかなというふうに思うわけですが、町としてはどのようなとらえ方、この委

員会の中で決定されたことをどんどんどんどんすべてお金がかかってもやっていくのだと。そ

れくらいの大きな位置づけなのかどうなのかというのが１点。  

それと、このメンバー構成についてなのですが、学識経験者、大学の先生、あとは道の環境

の方、コンサルタントと買っていただいている日本製紙さんということでありますけれども、

この中に、ではメーカー側の、今お願いしているクボタさんは委員会ではどういった扱いにな

るのか。発注者側の町はこの委員会とどういった対応をしていくのか。僕は逆にメーカー側も

町側もしっかり入った中で、予算の関係も出てきますから、やるのも一つかと思うのですが、

その考え方について伺いたいと思います。  

それと、委員会の日程の件なのですが、今この、もし民間で考えた場合、一つの工場の機械

が非常に大きく不具合を生じていると。そういったときは直ちに修理をしないと１日、１日経

営に響いていく。当然そのようなことになるわけでございます。この委員会の日程を見ると、

10 月まで改善計画を進めると書いてあります。来年の２月に改善計画の最終とりまとめという、

となるとほぼ１年間はこの改善計画のためだけの日程というようなことになると思うのです。

今このような大変な、非常事態なわけですから、もっとこの回数を、できる限り月に１回と書

いていますが、場合によっては２回、３回やるなりして、ひと月でもふた月でも早く改善計画

をまとめて、そして取り組んでいくと。その結果、町の財政の持ち出し等々にも関係してくる

はずですから、もっともっとスピーディーにやるべきではないかとこのように考えるわけでご

ざいますけれども、この３点について伺いたいと思います。  

須田生活福祉部長。  

○生活福祉部長（須田健一君） 今ご質問ありました、まず検討委員会の位置づけ、先にそこ

からご説明したいと思います。検討委員会の位置づけにつきましては、当然、もろもろの課題

の解決に向けて、その解決策を基本的には整理していく中で、そこを中心とした形、本当に事

業化できるのかどうかというようなことを判断しながら、これからのバイオマス燃料化事業を
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安定稼働に向けて進めることを考えていただく組織として考えてございます。  

また、メンバー構成の中での発注者と町側の関係でございますが、一応検討委員会の中で、

町側としては現在のところ事務局としてかかわると。受注者のクボタのほうにつきましては、

例えば収集に関することとなりますと、町の収集業者、これらも考えられますが、それらにつ

いては委員会の中で、検討項目の中で必要に応じてオブザーバーとして参加していただいて、

意見をまとめていきたいというふうに考えてございます。  

３点目の委員会の日程でございます。これについては、私どもとしてもできるだけ内容のあ

るものというふうな形で考えてございますので、回数は一応５、６回程度ということにしてご

ざいますが、必要に応じてやっていかなければならないということになろうかと思います。た

だ、有識者の先生方のご都合等もありますので、その辺も踏まえながらやっていきたいという

ふうに考えてございます。予算につきましては、基本的には６月に補正させていただきますが、

当初としては、今ご説明した５、６回程度の予算とさせていただきまして、会議の進行上必要

性が出てきて回数をふやす場合については、再度また補正をさせていただきながら進めていき

たいというふうに考えてございます。  

○議長（山本浩平君） ３番、斎藤征信議員。  

○３番（斎藤征信君） 私もこの事業に期待していただけに、本当にこの事態というのはショ

ックを受けているのですが、最後に一つだけ、今の検証委員会の中でいろいろこれから検証し

ていく。今事業ができるかどうかも検証するという意味でした。最終的に、この事業が中止に

なるという、辞めるということも、そのようなこともありうるのかどうなのか。その辺、あと

は金がかかっても町がやってくれよと。町はやりますというふうにしかならないのかどうなの

か。その点だけ伺います。  

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） 検証委員会ではなくて、改善検討委員会ということでございます。

ということは、この事業を当初の目的に沿う形にどのようにもっていくかということを検討し

てもらうというふうに思っています。したがって、最後、一番最初の説明のまとめで私が言い

ましたとおり、いろいろな山積する課題ありますけれども、このことをどのような形で改善し

ていくというようなことを話し合っていただいて、その課題の解決策を見出した中でこの事業

を進めていきたいというふうに思っております。  

以上です。  

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。  

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（山本浩平君） 以上をもって、本日の全員協議会を閉会といたします。  

（午後 ０時０８分）  


