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（午前 10 時 00 分  開会） 

○事務局長（中野 泰雄君）  おはようございます。本日は何かとご多忙の中を北河

内４市リサイクル施設組合議会の臨時会にお集まりいただきありがとうございます。 

  今日は組合成立後、 初の議会でございます。地方自治法では、議長が選挙される

までの間は年長の議員が議長の職務を行うと定められています。つきましては、本日

の出席議員中、年長の議員は北野議員ですので、北野議員に臨時に議長の職務を行っ

ていただきます。北野議員、議長席にお願いします。 

○臨時議長（北野 志郎君）  おはようございます。ただいまご紹介をいただきまし

た北野でございます。議長が選出されるまでの間、私が臨時に議長の職務に就かせて

いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  開会に先立ち、事務局職員に議員の出席状況を報告させます。端野係長。 

○事務局（端野 敦夫君）  本日の会議のただいまの出席議員は 13 名、全員です。

以上で報告を終わります。 

○臨時議長（北野 志郎君）  ただいま報告させましたとおり、出席議員は定足数に

達しておりますので、これから平成 16 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会

臨時会を開会します。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  開会に先立ち、管理者からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受

けします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  管理者を仰せつかっております寝屋川市長の馬場でござ

います。開会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

  本日、北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会を召集申し上げましたところ、議

員各位におかれましては何かとご多忙の折にもかかわりませず、全員のご出席をいた

だき、厚くお礼を申し上げます。 

  念願でありました北河内４市リサイクル施設組合が、去る６月１日に設立できまし

たことにつきまして、この場をおかりいたしまして謹んで厚くお礼を申し上げます。 

  今後は、容器包装リサイクル法に基づき、プラスチック類の選別及び圧縮梱包処理

を行うための施設の設置、管理及び運営について共同処理を行ってまいりますので、

皆様方の温かいご支援とご協力を賜りますよう切にお願いを申し上げます。 

  さて、本臨時会におきましてご審議をいただきます案件は、議会の構成に関するも

の及び北河内４市リサイクル施設組合の組織にかかわる数多くの条例、予算等でござ
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います。いずれも当組合の根幹を成す重要な案件でございますので、議員各位におか

れましては慎重ご審議をいただき、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

  以上、誠に簡単でございますが、開会にあたりましてのごあいさつとさせていただ

きます。本日は誠にありがとうございます。 

○臨時議長（北野 志郎君）  次に本臨時会の会議録署名議員の指名を行います。会

議録署名議員は小野裕行議員、榎本桂子議員の２名を指名いたします。 

  日程第１ 仮議席の指定を行います。議長が議席の指定を行うまでの間、ただいま

皆さんが着席されている議席を仮議席として指定します。 

  日程第２ 会期の決定を議題といたします。お諮りします。本臨時会の会期は、本

日１日としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（北野 志郎君）  ご異議なしと認めます。よって本臨時会の会期は、本

日１日と決定しました。 

  日程第３、選挙第１号 議長の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法につい

ては、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（北野 志郎君）  ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推

選によることに決しました。 

  これより指名推選を行います。お諮りします。指名推選の指名者は、臨時議長にし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（北野 志郎君）  ご異議なしと認めます。よって指名推選の指名者は、

臨時議長にすることに決しました。 

  議長の指名を行います。議長に津上敏広議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時議長において指名しました津上敏広議員を議長の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（北野 志郎君）  ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました

津上敏広議員が議長に当選されました。ただいま議長に当選されました津上敏広議員

が議場におられますので、本席から当選の告知をいたします。 

  議長から就任に際し、あいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受けし
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ます。津上議長。 

○議長（津上 敏広君）  議長就任にあたりまして一言御礼のごあいさつを申し上げ

ます。 

  このたびの議長選挙にあたりましては、皆様方のご推挙をいただきまして、不肖私

が初代議長の要職を仰せつかることになりました。まさに身の引き締まる思いをして

いるところでございます。私自身はもとより未熟者でございますが、組合議会の円滑

な運営に全力を尽くす決意でございます。 

  今日、環境保護やごみ問題等、市民意識の高まりの中で、当組合の運営にも必ずし

も順調とは言えないものを感じますが、皆様の温かいご理解とご協力をいただきまし

て、この１年間の重責を全うしてまいりたいと考えております。 

  何とぞよろしくお願い申し上げまして、簡単粗辞ではございますが、就任に際して

の御礼のごあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○臨時議長（北野 志郎君）  津上議長の就任のあいさつは終わりました。 

  それでは津上議長と交代をいたします。津上議長、議長席にお着きください。 

（議長交代） 

○議長（津上 敏広君）  それでは引き続き議事を行います。 

  日程第４ 議席の指定を行います。議席は、お手元に配布をしております議席表の

とおりに指定します。 

  日程第５、選挙第２号 副議長の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法につ

いては、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選に

よることに決しました。 

  これから指名推選を行います。お諮りします。指名推選の指名者は、議長にしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって指名推選の指名者は、議長

にすることに決しました。 

  副議長の指名を行います。副議長に松尾信次議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長において指名しました松尾信次議員を副議長の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました松尾

信次議員が副議長に当選をされました。ただいま副議長に当選されました松尾信次議

員が議場におられますので、本席から当選の告知をします。 

  松尾副議長から就任に際し、あいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお

受けします。松尾副議長。 

○副議長（松尾 信次君）  ただいま皆様方のご推挙をいただきまして副議長に当選

させていただきまして誠にありがとうございます。 

  もとより未熟ではございますが、本施設組合議会の公正かつ民主的な運営のために

努力したいと考えております。皆さんのお力添えを賜りますようお願い申し上げまし

て、誠に簡単でございますけれども、ごあいさつとさせていただきます。ありがとう

ございました。 

○議長（津上 敏広君）  ただいま管理者から、このたびの正副議長の就任に際し、

あいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受けします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  ご就任されました正副議長に一言お祝いのごあいさつを

申し上げます。 

  このたび、津上敏広議員におかれましては北河内４市リサイクル施設組合議会初代

議長に、また松尾信次議員におかれましても初代副議長にご就任されました。心から

お慶びを申し上げます。 

  北河内４市リサイクル施設組合設立の一番重要な時期におきまして大変ご苦労をお

かけいたしますが、当組合の円滑な運営と発展のために、ご指導、ご鞭撻を賜ります

ようお願いを申し上げます。 

  極めて簡単粗辞でございますが、お祝いとお願いのごあいさつといたします。あり

がとうございます。 

○議長（津上 敏広君）  日程第６、選任同意第１号 監査委員の選任についてを議

題とします。 

  なお、本件は地方自治法第 117 条の規定により、扇谷昭議員が除斥となります。 

（10 番  扇谷昭議員 除斥） 

○議長（津上 敏広君）  管理者から提案理由の説明を求めます。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  選任同意第１号 監査委員の選任について、提案理由の

ご説明を申し上げます。お手元の議案書１ページをご覧いただきたいと存じます。 
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  北河内４市リサイクル施設組合監査委員に、議員選出といたしまして扇谷昭氏、識

見を有する者といたしまして亀岡勝敏氏の２名を選任いたしたくご提案申し上げる次

第でございます。 

  なお、ご提案申し上げております識見を有する者の亀岡勝敏氏は現在、寝屋川市監

査委員にご就任いただいております方でございます。 

  以上、誠に簡単でございますが、選任同意第１号の提案理由の説明とさせていただ

きます。何とぞよろしくご同意を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）  本件については、質疑、討論を行わず、直ちに採決に入り

ます。本件は原案に対し同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案に対し同意する

ことに決しました。 

  扇谷昭議員の除斥を解きます。 

（10 番  扇谷昭議員 入場） 

○議長（津上 敏広君）  日程第７、議員提出議案第１号 北河内４市リサイクル施

設組合議会会議規則についてを議題とします。提出者から提案理由の説明を求めます。

千葉議員。 

○２番（千葉 清司君）  それでは提出者４名を代表いたしまして、議員提出議案第

１号  北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則についての提案理由のご説明を

申し上げます。なお、時間の関係で、特にご留意いただくべき個所のみといたします

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

  それでは議案書の６ページをお開きください。６ページの第 14 条の議案提出の要件

でございますが、賛成者は提出者を含む解釈でございますので、議員２名によって可

能となります。 

  次に７ページの第 16 条は動議についての規定でございます。動議提出者１名と賛成

者２名が提出の要件となる旨の規定でございます。なお、会議規則上は第 16 条のとお

りでございますが、議会運営に関する事項については、動議によることなく議長の議

事整理権に委ねる運営を行っていただきたくお願いを申し上げます。 

  次に第 17 条の修正の動議についても議員２名を要件とさせていただきたく定めて

ございます。 

  次に 11 ページの第４９条は質疑の回数に関する規定でございます。同一議題につい
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ては３回まででございます。 

  なお、この会議規則は、標準会議規則並びに枚方市議会会議規則に基づいたもので

ありまして、特段の変更を加えてはおりません。 

  つきましては、原案どおり満場一致でご可決賜りますようにお願いを申し上げまし

て、大変簡単ではございますが、提案理由の説明に代えさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  ただいま提案のありました議員提出議案につきまして、

本日の議事運営を円滑に進める立場から賛成をさせてはいただきますが、一言だけご

意見申し上げることをお許しいただきたいと思います。 

  先日、寝屋川市民の皆さんでお作りになっている「廃プラ処理による公害から健康

と環境を守る会」のご代表より、組合議員に就任をした議員あてにたくさんの資料が

届けられました。短期間に８万人もの署名を集められ、同会が主催し、７月 17 日に開

催をされたシンポジウムには 700 名を超える方々がお集まりになられたとのことで、

４市のリサイクル施設建設に関して、寝屋川市民の皆さん中心に不安と、また反対の

声が広がっている。こうした中で開かれる本日の議会において、この原案を慎重に取

り計られるようにとのご要望が添えられておりました。こうした声をお聞きし、組合

議会の果たすべき役割を、非常に重く受け止めているところでございます。また、こ

うした声に応えるためにも議会においては十分な議論が保証されなければなりません。

ただいま提案のありました議員提出議案によりますと、第 49 条では質疑の回数が３回

と定められていると。しかし、こうした制限を行わずに、こうした議場ですし、一問

一答方式で行う方がはるかに分かりやすいし、論議もしやすいというふうに思います。  

私のような意見があることも踏まえていただきまして、今後、質疑のあり方について

はご協議いただきますよう要望し、討論とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（津上 敏広君）  ほかございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

 6



○議長（津上 敏広君）  これをもって討論を終結します。 

  これから議員提出議案第１号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第８、議員提出議案第２号 北河内４市リサイクル施設組合管理者の専決処分

事項の指定についてを議題とします。提出者から提案理由の説明を求めます。北野議

員。 

○７番（北野 志郎君）  それでは提出者４名を代表し、北河内４市リサイクル施設

組合管理者の専決処分事項の指定についての提案理由のご説明を申し上げます。議案

書の 19 ページをご覧ください。 

  議会の権限に属する軽易の事項を指定し、北河内４市リサイクル施設組合管理者に

おいて専決処分ができるようにするというものでございます。目的物の価格が１件

100 万円以下である事件について行う和解及び調停に関すること。１件 100 万円以下

において法律上組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。１件 10 万円以下にお

いて地方自治法第 243 条の２第８項の規定による職員の賠償責任を免除することを定

めております。 

  つきましては、原案どおりご可決賜りますようお願いを申し上げまして、簡単では

ございますが、提案理由の説明に代えさせていただきます。ご賛同賜りますようお願

い申し上げまして、終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議員提出議案第２号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第９、報告第 1 号 専決事項の報告についてを議題とします。理事者から提案

理由の説明を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました報告第１号 専決事項

の報告について、提案理由の説明を申し上げます。議案書の 20 ページをお開き願い

たいと存じます。 

  本案につきましては、北河内 4 市リサイクル施設組合の設立に伴い、急施を要しま

したので、地方自治法第 179 条第１項の規定により、管理者において専決いたしまし

た。同条第３項の規定により、ご報告し承認を求めるものであります。 

  条文の朗読を省略させていただきまして、要点のみご説明をいたします。 

  まず、専決第１号 北河内 4 市リサイクル施設組合公告式条例の制定についてご説

明申し上げます。議案書 22 ページから 24 ページをお願いいたします。 

  本条例は、組合が定めた条例等を公布または公表するにあたり、その要式行為や掲

示場など、必要な手続事項を定めたものでございます。 

  次に専決第２号 北河内 4 市リサイクル施設組合の休日に関する条例の制定につい

てご説明申し上げます。議案書 25 ページから 26 ページをお願いいたします。 

  本条例は、組合の休日を定め、あわせて組合の機関に対する申請等の期限の特例を

定めたものでございます。 

  次に専決第３号 北河内 4 市リサイクル施設組合事務局の内部組織に関する条例の

制定についてご説明申し上げます。議案書 27 ページから 28 ページをお願いいたしま

す。 

  本条例は、組合の内部組織といたしまして、事務局を置くことを定めたものでござ

います。 

  次に専決第４号 北河内 4 市リサイクル施設組合職員定数条例の制定についてご説

明申し上げます。議案書 29 ページから 30 ページをお願いいたします。 

  本条例は、組合に勤務する職員で一般職に属するもの（臨時的に任用される職員及

び非常勤職員を除く。）の職員の定数を定めたものでございます。その職員の定数は８

名といたしております。 

  次に専決第５号 北河内４市リサイクル施設組合職員の勤務時間等に関する条例の

制定についてご説明申し上げます。議案書 31 ページから 35 ページをお願いいたしま
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す。 

  本条例は、組合職員の勤務時間、休日及び休暇等について定めるものでございます。 

  第２条は１週間当たりの勤務時間について、第３条及び第４条は週休日及び勤務時

間の割り振りについて、第５条は週休日の振り替え等について定めております。 

  第６条及び第７条は１日の勤務時間内に置く休憩時間及び休息時間について定めて

おります。 

  第８条は正規の勤務時間以外の時間における勤務命令について、第９条及び第 10

条は職員の休日及び休日に勤務した場合における当該休日の代休日について定めてお

ります。 

  第 11 条は職員の休暇について、第 12 条は非常勤職員の勤務時間等を定めておりま

す。 

  次に専決第６号 北河内４市リサイクル施設組合議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書 36 ページか

ら 54 ページをお願いいたします。 

  一般職の職員の公務災害につきましては、地方公務員災害補償法による定めがござ

いますが、議員その他非常勤の職員の公務災害につきましてはその定めがないところ

から、地方公務員災害補償法第 69 条及び第 70 条の規定に基づきまして本条例を制定

いたしたものでございます。 

  第２条は本条例の対象職員について定めております。 

  第３条は対象となる通勤の範囲について定めております。 

  第４条は補償の事務を取り扱う実施機関を定めております。 

  第５条は公務災害等認定委員会設置及びその組織等を定めております。 

  第６条から第８条までは補償基礎額を定めております。 

  第９条は災害補償の種類について定めております。 

  第 10 条から第 21 条はその補償の給付要件、内容等を定めております。 

  第 22 条は条例に定めがない補償に関し必要な事項についての法の例による旨の規

定でございます。 

  第 23 条は被災職員及び遺族の方に対する福祉事業の内容等を定めております。 

  第 24 条及び第 25 条は災害の認定、その他補償の実施について不服がある場合の申

し立て機関、すなわち公務災害補償等審査会の設置及び当該審査会の組織及び運営等

について定めております。 
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  第 26 条から第 29 条までは実施機関または審査会が補償の実施または不服の審査の

ために必要がある場合にその関係人に対しての対応及び措置を定めております。 

  第 31 条は第 26 条第１項に反した者の罰則規定を定めております。 

  次に附則といたしまして、第２条から第７条は脳死した者の身体に対する療養補償

から障害補償年金等の一時金の算定方法、遺族補償年金の受給資格年齢の特例につい

て、第８条は他の法令による給付との調整について定めております。 

  次に専決第 7 号 北河内 4 市リサイクル施設組合議会の議員の報酬及び費用弁償に

関する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書 55 ページから 56 ページをお

願いいたします。 

  本条例は、組合議会議員に対する報酬の額及びその支給方法並びに費用弁償につい

て定めたものでございます。 

  第２条は報酬の額について、第３条は報酬の支給方法について、第４条は費用弁償

について定めております。 

  次に専決第８号 北河内 4 市リサイクル施設組合特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書 57 ページか

ら 59 ページをお願いいたします。 

  本条例は、組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償について定めた

ものでございます。 

  第２条は報酬の額について、第３条及び第４条は月及び年の中途で就職・離職等を

した非常勤職員の報酬について、第５条は費用弁償について、第６条は報酬の支払方

法について定めております。 

  次に専決第９号 北河内 4 市リサイクル施設組合証人等の実費弁償に関する条例の

制定についてご説明申し上げます。議案書 60 ページから 61 ページをお願いいたしま

す。 

  本条例は、地方自治法等の規定に基づき、組合の機関の求めにより出頭した証人、

関係人等に対する実費弁償及び支給方法について定めたものでございます。 

  次に専決第 10 号  北河内 4 市リサイクル施設組合職員等の旅費に関する条例の制定

についてご説明申し上げます。議案書 62 ページから 70 ページをお願いいたします。 

  本条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費について必要な事項を

定めたものでございます。 

  第２条は用語の定義について、第３条は旅費の支払範囲について定めております。 
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  第４条及び第５条は出張命令について定めております。 

  第６条は旅費の種類を、第７条から第 13 条は旅費の計算方法を定めております。 

  第 14 条から第 17 条は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃等の運賃の内容及び支給要件に

ついて定めております。 

  第 18 条から第 20 条は日当、宿泊料、食卓料について 70 ページの別表のとおり定め

ております。 

  第 21 条及び第 22 条は組合構成市の区域内及び区域以外の同一地域内出張の旅費に

ついて定めております。 

  第 23 条は退職者等の旅費について、第 24 条は遺族の旅費について、第 25 条は外国

出張にかかる旅費について、第 26 条は旅費の調整について定めております。 

  次に専決第 11 号  平成 16 年度北河内 4 市リサイクル施設組合暫定予算についてご

説明を申し上げます。 

  本暫定予算につきましては、地方自治法施行令第２条の規定に基づき、予算が議会

の議決を経て成立するまでの間に 低限必要となります支払いの収支につきまして予 

算を調製したものでございます。 

  それでは議案書 71 ページをお願いいたします。 

  平成 16 年度北河内 4 市リサイクル施設組合の暫定予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ 663 万 7000 円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの 高額は

663 万 7000 円と定める。 

  それでは歳出からご説明をさせていただきます。80 ページをお願いいたします。 

  １款 議会費、１項 議会費、１目 議会費 43 万 3000 円、これは議員 13 人分の報

酬 23 万 2000 円等でございます。 

  続きまして、２款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費 364 万 8000 円、

主な内容といたしましては、特別職の報酬 10 万 3000 円、電話の設置等に要する経費

80 万円、組合設立に伴う備品購入に要する経費 250 万円でございます。 

  次に、２目 公平委員会費２万 4000 円及び監査委員費１万 2000 円につきましては、
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その他諸経費でございます。 

  次に、３款 衛生費、１項 清掃費、１目 リサイクル施設費 250 万円、これは環

境測定に要する経費でございます。 

  本日、議長の許可を得ましてご配布させていただいております参考資料「大阪府立

産業技術総合研究所における廃プラの圧縮試験」について、ここでご説明申し上げた

いと存じます。これは参考資料としてご配布させていただいておりますので、ご参照

をお願い申し上げます。 

  このプラスチックを圧縮梱包する試験につきましては、プラスチックを圧縮するこ

とにより有害なガスが発生するという市民の方からのご指摘がございますので、計画

しております圧縮梱包処理施設が公害発生源となり得るのか検証するために大阪府立

産業技術総合研究所において廃プラの圧縮試験を行うものであります。この予算につ

きまして先ほどご説明しました 250 万円をまず充当いたしておりますので、ご説明を

申し上げます。 

  配布しております資料から手順等を資料に従いご説明をいたします。まず、容器包

装プラスチック圧縮試験資料の作成についてということで１ページでございます。試

料採取の全体的な考え方としまして、信頼性を確保するために試料採取手順を明確に

する。妥当性を確保するために調査地点、調査対象物、採取量、運搬方法を設定いた

しております。試料の採取手順でございますが、寝屋川市内約 3000 カ所ございますご

みステーションから 12 ステーションを選びまして７月の 15、 16 日の両日に廃プラス

チック 148 ㎏の収集をいたしております。この 148 ㎏収集したものを２ページの分類

項目に従いまして 1000ｇずつ 100 検体を分類いたしております。この分類は７月 17

日と 21 日に行っております。３ページでございます。３ページに調査目的としまして、

廃プラスチックを圧縮することにより発生するガスを採取し、これら発生ガスの分析

を行い、その性状を把握する。調査の方法でございますが、大阪府立産業技術総合研

究所の密閉プレス機で見かけ比重約 0.25 と約 0.5 に圧縮する。圧縮時から専門業者に

よりガスのサンプリングを行い、採取後、ラボに持ち帰り、分析する。なお、プレス

の圧縮時間は約５分間といたしております。７月 22 日に３分の２を実施いたしまして、

次に８月２日に残り３分の１を実施する予定でおります。分析試験は３回繰り返して

おります。４ページの表でございますが、測定項目とガスの分析方法ということでご

ざいます。ベンゼン以下この２8 項目の分析項目を定めておりますが、長野市の例と

専門委員予定者の教示により選別したものでございます。なお、分析の方法につきま
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しては、ＪＩＳ規格等で定められた方法で※印に６項目記載をいたしておりますので、

ご参照いただきたいと存じます。 後に分析結果については８月 10 日前後にまとまる

予定でございます。 

  以上で圧縮試験の内容についてはご説明を終わらせていただきまして、次に４款 

公債費、１項 公債費、１目 利子２万円につきましては、一時借入金の利子でござ

います。 

  以上が歳出でございます。 

  次に歳入でございます。78 ページをお願いいたします。 

  今回の暫定予算の財源につきましては、各市負担金のみでございます。負担金 663

万 7000 円の内訳といたしましては、枚方市負担金が 230 万 5000 円、寝屋川市負担金

が 184 万 5000 円、四條畷市負担金が 121 万 7000 円、交野市負担金が 127 万円でござ

います。 

  各市の負担金につきましては、議会関係経費については議員選出区分数割 100 分の

100、施設建設経費については均等割 100 分の 10、人口割 100 分の 45、世帯割 100 分

の 45、共通経費については均等割 100 分の 100 の負担割合になっております。 

  大変簡単ではございますが、暫定予算の説明とさせていただきます。 

  以上、誠に簡単な説明ではございますが、報告第１号 専決事項の報告についての

提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  専決第４号ですね。29 ページから 30 ページの職員定数条

例、これにつきまして幾つかお聞きしたいんですが、職員定数が８名ということで提

案といいますか、専決報告がされていますけども、先般、寝屋川市議会で聞きました

ときには６人という、こういうご答弁がありました。恐らく出納員、会計員が兼任と

いうことだと思うんですが、これが定数内に入って８人になるのかどうかですね。そ

の点をまずお聞きしたい。 

  それとこの８人というのは、数の根拠ですけども、具体的にどのようなものでなる

のか、あるいは今後の見通しはどう考えておられるかですね。その辺もお聞きしたい。 

  それと関連して申し上げたいんですが、８人中７名が寝屋川市の職員なんですね。

出納員、会計員は専任ではありませんから、専任は６名ですから、６名中５名が寝屋
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川市の職員であると。これで４市が共同してやると言いながら、あまりにも寝屋川市

の職員が多過ぎるんじゃないかと。負担金については一定基準がありますけども、こ

れ職員配置についての基準はどう考えているのか。この辺につきましてお聞きします。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  職員の定数条例についてのご質問でございます。ご指

摘のとおり職員定数は８人となっておりますが、出納員２名が併任をいたしておりま

すので、出納員の人数も含めて８人ということになります。現在、事務局に直接勤務

いたしておりますのは６人でございます。 

  この数の根拠でございますが、現在、寝屋川市が中心となって打上の地区を候補地

として事業を、いわゆる圧縮梱包処理施設の建設について事業を進めておりますので、

基本的には寝屋川市を中心に職員の配置をいただいております。将来の問題につきま

しては、当然施設が出来上がれば各市が応分の人数の配置ということになろうかと承

知いたしております。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  いずれにしても４市が共同してやるということですから、

寝屋川市の単独事業ではないんですよね。地元の調整ということを言われますけれど

も、やはりそれぞれの市がそれに応じた責任を果たしていくということが私は必要だ

と思いますね。実際にこの６人、寝屋川の方５人ですけど、部長級が１名、次長級が

１名、課長級が１名、係長級が１名という、そういう人材を寝屋川市が派遣をしてい

るわけですけども、他の市から、枚方市が一番大きいわけですから職員を派遣すると

いうのは当然私はやるべきだというふうに思うんです。だから６人であれば 低各市

から１名は出すと、それに各市の比率に応じてやるとか、そういうことを考えないと 

私はいかんと思いますので、その点をぜひ指摘をしておきたいと思います。 

  その点では私はあえて申し上げますけども、01 年３月にこの事業の立ち上げという

のが始まってきたわけですけど、寝屋川市が準備室を作って、推進室を作って５名の

職員を張り付けてきたわけです。３年間で１億 5000 万円ぐらい人件費を使ってきたわ

けですよ。そんなことはね、他の市はやってない。それほど寝屋川市は特別にお金を

出してやっているわけです。やっぱりこれは職員配置の問題も含めてそういう偏った

対応じゃなくて、それぞれの４市が共同して対等、平等にやっていくということ、ぜ

ひこのことを強く申し上げておきます。 

  それともう１点、今説明があったので、これはあとの予算でお聞きしてもいいのか
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もしれませんが、簡単にちょっとお聞きしておきたいのは調査の問題ですね。産業技

術総合研究所における廃プラの圧縮試験ということで出てますので、この点について

少しだけ聞いておきたいと思うのですが、１つは産業廃棄物研究所の方で模擬実験と

いいますか、そういうのをやるということなんですけど、私はできれば今、寝屋川市

のクリーンセンターで圧縮梱包やっているわけですから、そこの分でそれを参考にし

て調査をする、分析をすると、この方が実際に起こっていることについては分かりや

すいんじゃないかというのを感じるんです。その点はどうなのかということと、今、

専門委員の意見を聞いてという話がちょっと出ましたんですけど、その専門委員会と

いうのはできているのかどうかですね。どういうふうになっているか。その点も含め

てお聞きいたします。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  まず１点目の寝屋川市の圧縮梱包処理施設でいわゆる

大気測定を行ったらどうかというご質問でございますが、これは寝屋川市の問題とし

て寝屋川市の方でなされるというふうにお伺いをいたしております。 

  ２点目に専門委員会の設置でございますが、現在、専門委員会の設置をするべく具

体的に皆様方の協議をさせていただいております。専門委員の候補者の協議にあたっ

ております。この議会終わりましたら直ちに具体的な人名等公表できるように用意し

てまいります。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  寝屋川市でもやるというふうに聞いていると言うけども、

私はそう聞いてませんのでね。寝屋川市に聞くと４市でやってもらうように要請しま

すとかいうのがよくあるんですよね、議会で言いますと。今聞いたら寝屋川市でやる

予定ですということなんで、その辺は使い分けにならんようにきちっと連携してやっ

ていただくように、これは強く申し上げておきます。 

  それと専門委員についてもまだ決まってないけども、個別にもう意見は聞いてると、

事実上発足しているというふうに見てもいいのかね。その辺はどうなんですか。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  先日来、大阪大学なり専門委員に就任をいただく方々

に依頼に回っております。その中で一部この測定物質についてのご意見もお伺いいた

しております。 終的には委員会を開いて確認をさせていただくということになりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（津上 敏広君）  ほかございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  これをもって質疑を終結します。これから討論に入るので

ありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから報告第１号を採決します。本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は承認されました。 

  日程第 10、議案第１号 北河内 4 市リサイクル施設組合議会定例会の回数に関する

条例の制定についてを議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。中野事

務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第１号 北河内 4

市リサイクル施設組合議会定例会の回数に関する条例の制定について、提案理由のご

説明を申し上げます。議案書 89 ページをお願いいたします。 

  組合の定例会の開催回数は、年２回といたしております。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  また、定例会の開催につきましては、11 月と２月を予定いたしております。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  この定例会の問題につきましても幾つかお聞きしたいんで

すが、１つは一般の市議会では通常定例会４回やっています。今回２回という提案が

されてますが、この辺の根拠をお教え願いたい。 

  それともう１つは、11 月と２月ということで今ありました。11 月は決算、２月は予

算と、こういうことだろうと思うんですけどね。ただ、11 月から２月というのは３カ

月間しかありませんけど、２月から 11 月というのは９カ月もこれ空くわけですね、実

際言って。この間、定例会がないと。これではあまりにも間が空き過ぎるんではない

かというのを私、率直に感じるんですがね。この辺はどういうふうに感じられるかと。 

  それともう１つは、他の組合議会で、例えば枚方寝屋川消防組合議会なんかは定例
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会３回やっています。この辺との均衡をどう考えてられるのか。この３点につきまし

てお聞きいたします。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  まず定例会の回数の問題でございます。定例会は２回

と予定をさせていただいております。その根拠は、この北河内 4 市リサイクル施設組

合の取り扱う事務がごみのうち、容器包装プラスチックという極めて限定されたもの

であるということから２回とさせていただいております。 

  次に 11 月と２月の間、年２回で、２月から 11 月まで非常に長い期間が空くという

ご質問でございますが、その間に当然臨時会ということで行う必要があろうかという

ふうには思っております。 

  続きまして他の組合との関連でございます。北河内７市の中に現在、広域連合を含

めまして７つの事務組合がございます。その７つの事務組合のうち３つが、枚方寝屋

川消防組合、淀川左岸流域下水道組合、四條畷市交野市清掃施設組合が年３回でござ

います。その他にくすのき広域連合が年２回、淀川左岸水防事務組合が年２回、淀川

左岸用排水管理組合が年２回ということになっております。私どもも年２回というこ

とで設定をさせていただいておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。以上

でございます。 

○議長（津上 敏広君）  松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  この点では私は一部事務組合とか組合議会のあり方自体を

全般的に考えなあかんというふうに今思ってます。これは一部事務組合といっても通

常なかなか市民からも非常に遠い存在であると。その言葉もよく分からないし、仕組

みもよく分かりにくいと。あること自体もご存じない方が非常に多いんですよ、実際

言って。市のように広報があるわけでありませんし、議会だより、議会報告もないと、

何をしているか分からないと、まずこれがありますね。しかも議会の場合も議員の数

が非常に少ないと、今回 13 名ですけど、４市の議員は 100 名ぐらいおりますね。13

名だけでここでこうしてやってるわけですけど、そういう議員の数も少ないし、会議

も少ない。そういう意味では本当に議会の果たすべきチェック機能とか市民の意見を

反映する機能が十分できるかどうかという点では、私はもっともっと改善すべきでは

ないかと思います。情報公開とか住民参加とか議会の役割ですね、これを強めていく

ということが大事だと思っているんですね。そういう意味ではせっかく新しく組合を

作るわけですから、これを機会に従来型ではなしに、さらに前向きに議会のあり方に
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ついても考えるべきじゃないかというふうに私思うんですね。そういう意味ではとり

わけ今回は、それぞれの議員がおっしゃっられておりますように住民から強い懸念、

意見、異論が出てます。ぜひ十分慎重に審議してほしいという意見がある中で、議題

が少ないから定例会は２回だというけども、これはあまりにも理事者の都合の話であ

って、住民から見ればせっかく議会があるんならばできるだけ回数を増やして議論し

てほしいというのは当然の私は声だと思うんですね。そういう点から考えますと、や

っぱり年２回は少ないと。せめてこれ回数を増やすべきじゃないかというふうに思い

ますが、改めてどうですか。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  先ほど来ご説明申し上げておりますように、この一部

事務組合の事務につきましては、容器包装廃プラスチックという極めて限定されたご

みの処理について施設組合として施設の整備及び管理運営を行う組合でございます。

そのような意味におきまして非常に事務が限られているということにおきまして年

２回の開催を考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

○議長（津上 敏広君）  松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  いずれにしても、それはそちらの言い分ですけど、仮に仕

事が限定されておってもそれが非常に大きな問題があれば、それはまた別の問題です

よ、問題は、中身の問題ですよ。中身が重大であればやっぱり十分議論しなければい

かんわけですよ。そんな形で簡単に済ますわけにいかないというふうに私は思います

ね。しかもこれは臨時会もあるけども、臨時会は一般質問できないというふうになっ

てますからね。だから、ぜひともこれはそういう意見を述べる機会を保証するという

ことは大事だと私は思います。会議規則でも 10 時から４時という時間帯でしたけど

も、これ先般の申し合わせでは今後は２時からやると、会議をね。次の定例会以降午

後２時からやると。４時に終わるとなれば２時間以内で済ますという、もちろん時間

延長はありますから一概に言えませんけどね。定例会２回ということは、年間４時間

以内でやるんだと、こんなことでいいのかなというふうに率直に私思います。せっか

く住民からいろんな意見が出ている中で、それに応えるためには、私はぜひこの見直

しをするべきであるというふうに考えます。 

○議長（津上 敏広君）  他にございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  これをもって質疑を終結します。これから討論に入るので
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ありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  質疑で申し上げました趣旨から年２回の定例会では議会と

しての機能や役割を果たすというのは不十分でありますので、私は回数を増やすべき

であるというふうに考えます。そういう立場から本議案には反対いたします。 

○議長（津上 敏広君）  他にございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  これをもって討論を終結します。 

  これから議案第１号を起立により採決します。本件は原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（津上 敏広君）  起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決され

ました。 

  日程第 11 議案第２号 北河内４市リサイクル施設組合監査委員条例の制定につい

てを議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第２号 北河内４

市リサイクル施設組合監査委員条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。

議案書 91 ページから 92 ページをお願いいたします。 

  条文の朗読を省略させていただきまして、要点のみご説明いたします。 

  本案につきましては、監査委員について必要な事項を定めるものでございます。内

容といたしましては、例月出納検査の期日、公表の方法について定めるものでござい

ます。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  以上、大変簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 
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  これから議案第２号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第 12、議案第３号 北河内４市リサイクル施設組合公平委員会設置条例の制定

についてを議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第３号 北河内４

市リサイクル施設組合公平委員会設置条例の制定について、提案理由のご説明を申し

上げます。議案書の 93 ページをお願いいたします。 

  本案につきましては、地方公務員法第７条の規定に基づき、北河内４市リサイクル

施設組合公平委員会を設置するために定めるものでございます。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  以上、大変簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第３号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第 13、選任同意第２号 公平委員会委員の選任についてを議題とします。理事

者から提案理由の説明を求めます。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  選任同意第２号 公平委員会委員の選任についての提案

理由のご説明を申し上げます。お手元の議案書９５ページをお開きいただきたいと存
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じます。 

  北河内４市リサイクル施設組合公平委員会委員に、好川照一氏、高田晃男氏、松本

勉氏の３名を選任いたしたくご提案申し上げる次第でございます。 

  なお、ご提案申し上げております３名の方々は現在、寝屋川市公平委員会委員にご

就任をいただいております方々でございます。 

  以上、誠に簡単でありますけれども、選任同意第２号の提案理由の説明とさせてい

ただきます。何とぞご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）  本件については質疑、討論を行わず、直ちに採決に入りま

す。本件は原案に対し同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案に対し同意する

ことに決しました。 

  日程第 14、議案第４号 北河内４市リサイクル施設組合公平委員会の委員の服務の

宣誓に関する条例の制定についてを議題とします。理事者から提案理由の説明を求め

ます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第４号 北河内４

市リサイクル施設組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の制定について、

提案理由のご説明を申し上げます。議案書 102 ページをお願いいたします。 

  条文の朗読を省略させていただきまして、要点のみご説明をいたします。 

  本案につきましては、地方公務員法第９条の規定に基づき、公平委員会の委員の服

務の宣誓について必要な事項を定めるものでございます。 

  内容といたしましては、宣誓の方法等について定めるものでございます。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  以上、大変簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第４号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第 15、議案第５号 北河内４市リサイクル施設組合職員の分限に関する条例の

制定について、日程第 16、議案第６号 北河内４市リサイクル施設組合職員の懲戒の

手続及び効果に関する条例の制定について、日程第 17、議案第７号 北河内４市リサ

イクル施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について及び日

程第 18、議案第８号 北河内４市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例

の制定についてを一括議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。中野事

務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいま一括ご上程いただきました議案第５号 北河

内４市リサイクル施設組合職員の分限に関する条例の制定についてから議案第８号 

北河内４市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例の制定についてまで

の４議案につきまして、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

  条文の朗読を省略させていただきまして、要点のみご説明をいたします。 

  まず、議案第５号 北河内４市リサイクル施設組合職員の分限に関する条例の制定

についてご説明を申し上げます。議案書 104 ページをお願いいたします。 

  本案につきましては、地方公務員法の規定に基づき、職員の分限について必要な事

項を定めるものでございます。 

  第２条は職員の降任もしくは免職または求職についての手続を定めております。 

  第３条は職員の休職の効果について、第４条は休職者の身分について定めておりま

す。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  次に議案第６号 北河内４市リサイクル施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例の制定についてご説明を申し上げます。議案書 107 ページをお願いいたします。 

  本案につきましては、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に

ついて必要な事項を定めるものでございます。 

  第２条は懲戒の手続について、第３条は停職の効果について定めております。 
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  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  次に議案第７号 北河内４市リサイクル施設組合職員の職務に専念する義務の特例

に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。議案書 109 ページをお願いいた

します。 

  本案につきましては、地方公務員法の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の

免除について定めるものでございます。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  次に議案第８号 北河内４市リサイクル施設組合職員の育児休業等に関する条例の

制定についてご説明を申し上げます。議案書 111 ページをお願い申し上げます。 

  本案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき、職員

の育児休業について必要な事項を定めるものでございます。 

  第２条は育児休業をすることができない職員を定めております。 

  第３条は育児休業の承認効力の失効した職員の再承認をすることができる特別の事

情について定めております。 

  第４条は育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情について、第５条は育児

休業の承認の取消事由について定めております。 

  第６条から第８条は部分休業に関する事項を定めております。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、いずれもご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第５号から議案第８号までの４件を一括して採決します。本４件は原

案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本４件は原案のとおり可決
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されました。 

  日程第 19、議案第９号 北河内４市リサイクル施設組合議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例の制定についてを議題とします。理事者から提

案理由の説明を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第９号 北河内４

市リサイクル施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書 115 ページをお願い

いたします。 

  条文の朗読は省略させていただきまして、要点のみご説明いたします。 

  本案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について

必要な事項を定めるものでございます。 

  内容につきましては、議会の議決に付すべき契約といたしましては、予定価格１億

5000 万円以上の工事、または製造の請負といたしております。財産の取得または処分

については、予定価格 2000 万円以上の不動産、もしくは動産の買い入れ、もしくは売

り払い、（土地については１件 5000 ㎡以上のものにかかるものに限るとさせていただ

いております。）または不動産の信託の受益権の買い入れ、もしくは売り払いといたし

ております。 

  なお、本条例は公布の日から施行することとしております。 

  以上、大変簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第９号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ
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れました。 

  日程第 20、議案第 10 号  北河内４市リサイクル施設組合財政状況の公表に関する

条例の制定についてを議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。中野事

務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第 10 号  北河内

４市リサイクル施設組合財政状況の公表に関する条例の制定について、提案理由のご

説明を申し上げます。議案書 117 ページをお願いいたします。 

  条文の朗読は省略させていただきまして、要点のみご説明をいたします。 

  本案につきましては、地方自治法の規定に基づき、組合の財政状況の公表について

必要な事項を定めるものでございます。 

  第２条は財政状況の公表を毎年６月及び 12 月に行うことを定めております。 

  第３条は、６月に行う財政状況の公表については前年 10 月１日から当年の３月 31

日までの期間におけるものを、12 月に行う財政状況の公表については４月１日から９

月 30 日までの期間におけるものを公表することといたしております。 

  第４条は公表の方法を定めております。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  これは６月と 12 月に財政状況を公表するということです

けども、これは各市役所、そして組合の掲示板にこれを張っておくということですけ

ども、これではなかなか市民から分かりにくいんではないかというふうに思うんです

が、その辺どう考えてますか。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ご指摘のとおり公告式条例の例によるということにな

りますので、各市役所及び組合事務所の掲示板に掲示をするということになります。

私どもは現在の段階では広報等、いわゆるホームページ等の予定もございませんので、

発表する方法はほかに現在のところ手段として持っておりません。今後、各市の広報

等と協議をさせていただきたいというふうには考えておりますけども、これは今後の

問題ということでご理解をいただきたいと思います。 
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○議長（津上 敏広君）  松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  これはぜひ、一部事務組合の問題は先ほど私申しましたよ

うに市民からなかなか分かりにくいと、こういうことが以前から言われています。せ

っかくこれ新しい組合を作るわけですから、従来型ではなしに、やっぱり市民に情報

提供するとか、あるいは市民の意見を聞くとか、そういうシステムをぜひ検討すべき

だというふうに思いますので、これは強く指摘しておきます。 

○議長（津上 敏広君）  ほかございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  これをもって質疑を終結します。これから討論に入るので

ありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第 10 号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第 21、議案第 11 号  北河内４市リサイクル施設組合行政手続条例の制定につ

いて、日程第 22、議案第 12 号  北河内４市リサイクル施設組合情報公開条例の制定

について及び日程第 23、議案第 13 号  北河内４市リサイクル施設組合個人情報保護

条例の制定についてを一括議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。中

野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいま一括ご上程いただきました議案第 11 号  北

河内４市リサイクル施設組合行政手続条例の制定についてから議案第 13 号  北河内

４市リサイクル施設組合個人情報保護条例の制定についてまでの３議案につきまし

て、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

  条文の朗読を省略させていただきまして、要点のみご説明いたします。 

  まず、議案第 11 号  北河内４市リサイクル施設組合行政手続条例の制定についてご

説明を申し上げます。議案書の 120 ページをお願いいたします。 

  本案につきましては、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって

市民の権利利益の保護に資することを目的として、組合の条例等に基づく処分及び届
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出並びに組合が行う行政指導に関する手続についての共通事項を定めるものでござい

ます。 

  第２条は用語の定義を定めております。 

  第３条及び第４条は適用除外について定めております。 

  第５条は審査基準について、第６条は標準処理期間について定めております。 

  第７条は申請に対する審査及び応答について、第８条は申請を拒否する場合の理由

の提示について、第９条は申請に必要な情報の提供について定めております。 

  第 10 条は公聴会の開催等について、第 11 条は複数の行政庁が関与する処分につい

て定めております。 

  第 12 条は不利益処分の基準の定めについて、第 13 条は不利益処分をする場合の手

続について、第 14 条は不利益処分をする場合の理由の提示について定めております。 

  第 15 条は聴聞の通知の方法について、第 16 条は代理人の選任について、第 17 条は

不利益処分に利害関係を有する者を参加人として聴聞に参加を認めること等を定めて

おります。 

  第 18 条は文書等の閲覧を被処分者に認めることを定めております。 

  第 19 条は聴聞の主宰者について、第 20 条は聴聞の期日における審理の方式につい

て、第 21 条は陳述書等の提出について、第 22 条は聴聞を続行する場合の期間の指定

について定めております。 

  第 23 条は当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結について、第 24 条は聴聞の

主宰者の聴聞調書及び報告書の作成等について定めております。 

  第 25 条は聴聞の再開について、第 26 条は聴聞を経てされる不利益処分の決定につ

いて定めております。 

  第 27 条は弁明の機会の付与の方式について、第 28 条は弁明の機会の付与の通知の

方式について、第 29 条は聴聞に関する手続の規定を弁明の機会の付与において準用す

る旨を定めております。 

  第 30 条は行政指導の一般原則について、第 31 条は申請に関連する行政指導につい

て、第 32 条は許認可等の権限に関連する行政指導について、第 33 条は行政指導の方

式について、第 3４条は複数の者を対象とする行政指導について定めております。 

  第 35 条は届出について、第 36 条は写しの交付について定めております。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  次に議案第 12 号  北河内４市リサイクル施設組合情報公開条例の制定についてご

 27



説明を申し上げます。議案書の 135 ページをお願いいたします。 

  本案につきましては、公文書の開示を請求する権利を保障し、よって市民の組合行

政への参加の促進を図ること等により、地方自治の本旨に即した組合の発展に資する

ために定めるものでございます。 

  第２条は用語の定義を定めております。 

  第３条及び第４条は実施機関及び利用者の責務について定めております。 

  第５条は開示を請求できる者等について、第６条は不開示情報等について、第７条

は部分開示について定めております。 

  第８条は開示請求された公文書の存否を明らかにせずに拒否できる場合について定

めております。 

  第９条及び第 10 条は開示請求の方法及び開示請求に対する決定等実施機関の手続

について定めております。 

  第 11 条は著しく大量な公文書の開示請求にかかる開示等決定の期限の特例を定め

ております。 

  第 12 条は他の実施機関に事案を移送できる場合について定めております。 

  第 13 条は第三者保護に関する手続について、第 14 条は公文書の開示方法について、

第 15 条は公文書の写しの交付等にかかる費用の負担について定めております。 

  第 16 条は不服申し立てに関する手続について、第 17 条は北河内４市リサイクル施

設組合情報公開審査会に諮問をした旨を不服申立人等に通知することについて定めて 

おります。 

  第 18 条は情報公開審査会の設置及び調査権限について、第 19 条は審査会の答申書

の送付等について定めております。 

  第 20 条は本条例の運用状況の公表について、第 21 条は情報公開の総合的な推進に

ついて、第 22 条は他の制度との調整等について定めております。 

  附則といたしまして、第１項は施行期日について、第２項は経過措置について定め

ております。 

  次に議案第 13 号  北河内４市リサイクル施設組合個人情報保護条例の制定につい

てご説明を申し上げます。議案書 145 ページをお願いいたします。 

  本案につきましては、個人情報の適正な取り扱いについて必要な事項を定めるとと

もに、実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、

個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護に資するために定める
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ものでございます。 

  第２条は用語の定義を定めております。 

  第３条及び第４条並びに第５条は実施機関及び事業者並びに市民の責務について定

めております。 

  第６条は個人情報取扱事務の届出について、第７条は個人情報の収集、保管及び利

用するにあたっての制限について、第８条は個人情報を利用、提供するにあたっての

制限について定めております。 

  第９条は個人情報の正確性と安全性を確保することについて、第 10 条は個人情報の

取扱事務を外部委託する場合の取り扱いについて、第 11 条は個人情報を取り扱う職員

等の責務を定めております。 

  第 12 条は個人の自己に関する個人情報の開示請求について、第 13 条は不開示個人

情報の範囲について、第 14 条は部分開示について定めております。 

  第 15 条は開示請求の方法について、第 16 条は開示請求に対する決定等実施機関の

手続等について定めております。 

  第 17 条は第三者に関する情報が記録されている公文書の取り扱いについて、第 18

条は具体的な個人情報の開示方法について、第 19 条は個人情報を記録した公文書の写

しの交付等にかかる費用の負担について定めております。 

  以下、20 条から 28 条までにつきましては、個人情報の訂正、削除、利用中止の請

求並びにその方法及び決定等についての事項を定めております。 

  第 29 条は不服申し立てに関する手続について、第 30 条は北河内４市リサイクル施

設組合個人情報保護審査会の設置について定めております。 

  第 31 条は本条例の運用状況の公表について、第 32 条は組合の出資法人について、

第 33 条は他の制度との調整等について定めております。 

  附則といたしまして、第１項は施行期日について、第２項は経過措置について定め

ております。 

  以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご

審議をいただき、いずれもご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  ただいま提案のありました議案第 12 号  情報公開条例

の制定についてお伺いさせていただきます。条例の制定そのものは評価をさせていた
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だきたいと思うんですけれども、２点だけお聞かせください。 

  まず第 5 条です。開示を請求できる者に制限を設けておられるわけですが、新たに

こうした条例を作られているところでは何人も請求をできるというふうにされている

ところが多数であると理解しております。なぜわざわざ開示請求に制限を設けている

のか。その理由をお聞かせください。 

  次に第 18 条で定められている情報公開審査会の設置についてですが、これは暫定予

算でも本予算でも予算の措置がされていないように思いますが、どのようにお考えな

のか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  請求権者の制限についてのお尋ねでございます。地方

自治の住民参加制度の観点、また公正な行政の執行という観点から判断をしたもので

ございます。自治体の事務の範囲や経費の負担が納税者にあることから住民感情を考

慮いたしますと、一定限定せざるを得ないと考えております。第５条第２項におきま

して、制限された方たちの公文書の開示の申し出についても開示に努めると規定して

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。なお、４市の情報公開条例にも同様の

規定があることを申し添えさせていただきます。 

  それから審査会の設置のご質問でございますが、本組合におきましては現在の段階

で非開示とするような情報は持っておらないところでございます。必要が生じた折に

速やかに審査会を設置してまいります。また、必要な情報についても予備費等で賄っ

てまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）  広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  やはり、開示請求者にご答弁をお聞きしていても制限を

設ける必要はないのではないかと思います。公の情報というのはやはり国民の財産で

すし、まして環境問題というのは国民みんなが考え合わなければならない課題である

と思います。専門家を含めて関心のある方々に積極的に情報を開示し、情報を共有し、

課題解決に役立てていくべきですし、また今答弁があったように財政負担を伴うよう

なものでもないというふうに理解をいたしております。これはご意見として申し上げ

ておきますし、審査会についてもそうした資料はないということですが、やはりこれ

きちんと事前に準備をしておくということでお願いをしておきたいと思います。以上

です。 

○議長（津上 敏広君）  他にございませんか。 
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（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  これをもって質疑を終結します。これから討論に入るので

ありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第 11 号から議案第 13 号までの３件を一括して採決します。本３件は

原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本３件は原案のとおり可決

されました。 

  日程第 24、議案第 14 号  北河内４市リサイクル施設組合が設置する一般廃棄物処

理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の制定についてを議

題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第 14 号  北河内

４市リサイクル施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結

果の縦覧等の手続に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。

議案書の 159 ページをお願いいたします。 

  条文の朗読を省略させていただきまして、要点のみご説明をいたします。 

  本案につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の規定に基づき、

一般廃棄物処理施設の設置または変更について、利害関係を有する者に生活環境保全

上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的として、一般廃棄物処理

施設の設置及び変更にかかる届出に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及

ぼす影響についての調査の結果、法第８条第２項第２号から第９号までに掲げる事項、

すなわち施設の設置の場所、施設の種類、施設において処理する一般廃棄物の種類、

施設の処理能力、施設の位置・構造等の設置に関する計画、施設の維持管理に関する

計画、 終処分場である場合にあっては災害防止のための計画、その他環境省令で定

める事項を記載した書類の縦覧の手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書の

提出方法を定めるものでございます。 

  第２条は対象となる施設の種類について、第３条は縦覧の告示について定めたもの

でございます。 

  第４条は縦覧の場所及び期間について、第５条は意見書の提出先等の告示について、
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第６条は意見書の提出先及び提出期限について、第７条は他の市町村との協議につい

て定めております。 

  なお、本条例は公布の日から施行することといたしております。 

  以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審

議の上、ご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  ただいま提案のありました議案第 14 号について何点か

お伺いをさせていただきたいと思います。 

  まず、これ廃掃法の規定によってこの条例を制定していかなければならないと。そ

の制定というのは、大阪府の知事への届出に際してこの手続を踏んでいくことが法的

に定められているということなんですけれども、この大阪府の知事への届出というの

はいつの時点で必要となってくるものなのか、まずお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。 

  それから生活環境影響調査は管理者が実施したものというふうに書かれているわけ

ですけれども、５市で生活環境影響調査というのは事前にやられているわけです。改

めてこの調査やられるということなのかどうか確認をさせていただきたいと思います

し、またこの条例、また廃掃法の規定から見ると、本来、生活環境影響調査というも

のは管理者が実施すべきものではないかというふうに思うわけです。であるとするな

らば、なぜこの５市で生活環境影響調査行ってきたのか。その根拠は何であったのか、

教えていただきたいと思います。 

  これ法に基づいてこうした条例の提案がされているわけなんですけれども、これだ

けやはり住民の皆さんの関心がこの問題について高まっているときに、単にこうした

手続条例を定めるだけではなくて、法に根拠がなくても本来、組合としてアセス条例

など制定して行っていく。こうしたことをやるべきではないかと私は思いますけれど

も、この違いをどのように認識をされているのか。また、その住民の意見どのように

反映していこうと決意をされているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ご指摘いただいてます届出の時期ということでござい

ますが、これは市町村の設置にかかる一般廃棄物処理施設の届出で、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律第９条の３第２項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆
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の縦覧手続に関して決めたものでございます。補助申請の折に添付をされるというこ

とでございます。 

  次に５市で行ったアセスについてのご質問でございますが、平成 13 年７月と 11 月

に基本構想がほぼまとまった段階で５市のアセスを実施しております。これは候補地

が決まり、この施設が付近の生活環境にどのような影響を与えるか否かを事前に調査

を行ったものでございます。この処理施設の位置、能力、能力が増加しないこと等に

変更がなければこのアセスを使用することは可能でございますので、組合に承継でき

ると認識いたしております。今後は４市のアセスデータとして活用をしてまいります。 

  それから本来、廃掃法第８条第４項及び第６項に規定される告示、縦覧、利害関係

を有する者の意見書の手続をしなければならない対象処理施設ということではござい

ませんので、今回の一般廃棄物処理施設は該当いたしません。この環境影響調査につ

きましては平成 10 年 10 月厚生省が作成いたしました廃棄物処理生活環境影響調査指

針及び平成 10 年 10 月大阪府環境農林水産部が策定いたしました大阪府廃棄物処理施

設の設置に係る生活環境影響調査技術指針に基づいて実施をし、今後も行うものでご

ざいます。 

  本来のアセス条例に基づかないという認識の違いでございますが、このアセスはい

わゆるミニアセスでございまして、事前、予備、事後の調査をするものではございま

せん。 

  ５市で行った理由については、当初この計画は守口市を含め５市で進めてきたため

行ったものでございます。今後は４市の環境アセスのデータとして使用してまいりま

す。 

  次に環境測定委託についてアセスに準じて行うべきではないかというご質問がござ

いましたけども、今回の施設は先ほどもご説明いたしましたが、環境アセスの対象で

ある焼却施設及び 終処分場ではございませんので、対象外でございます。対象施設

であれば環境アセスメントの調査､予測、評価を行う前に、方法書の作成、方法書の縦

覧等の手続が必要であるが、今回の施設については既に環境影響調査を実施完了をい

たしております。 

  今回、先ほど暫定予算の折にご説明を申し上げました大阪府の産業技術総合研究所

における廃プラの圧縮試験の結果を発表いたしますので、その結果によって次の行動

について私どもも考えてまいりたい、さように思っておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 
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○議長（津上 敏広君）  広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  それぞれご答弁いただきましてありがとうございます。

補助申請の時期についてなんですけれども、国庫補助の申請に、補助申請の際に届出

をやっていくというご答弁であったというふうに思うんですけれども、日程で言いま

すと大体この９月から 11 月の時期ということでよろしいのでしょうか。その確認を

させていただきたいと思います。 

  アセス条例との違いについてもご説明をいただいたわけなんですけど、もちろん先

ほど言いましたように法は別にアセス条例を求めているわけではないというのは私も

認識をさせていただいているところなんですが、ですが、今これだけ住民の皆さんが

いろいろとご意見をいただいている。この手続条例によれば、住民の皆さんは一度き

り意見を言うことができますよと。だけど、それに対して行政が、組合がですけれど

も、どう返していくのかというとこら辺については別段求められていないわけなんで

すね。ですから改めてここでアセス条例の制定をというわけにもいかないのであろう

というふうに思うんですけれども、その手続においてはそれほどの丁寧さを今後住民

とのやりとりにおいては行っていただきたいということだけ申し述べておきたいとい

うふうに思うんです。 

  ですから先ほどの時期の問題だけもう一度、再度ご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  国庫補助の申請の時期でございますが、例年毎年若干

の国会の状況等によって時期が変わるんでございますが、ご指摘のとおり９月から 11

月、昨年の場合は 12 月を回ったというふうに記憶はいたしております。以上でござ

います。 

○議長（津上 敏広君）  ほかございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  これをもって質疑を終結します。これから討論に入るので

ありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第 14 号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  日程第 25、議案第 15 号  平成 16 年度北河内 4 市リサイクル施設組合予算を議題と

します。理事者から提案理由の説明を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第 15 号  平成 16

年度北河内 4 市リサイクル施設組合予算について、提案理由のご説明を申し上げます。

別冊予算書の１ページをお開き願います。 

  平成 16 年度北河内 4 市リサイクル施設組合の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億 2358 万 7000 円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの 高額は

５億円と定める。 

  それでは以下、内容についてご説明を申し上げます。 

  まず歳出からご説明をさせていただきます。14 ページをお開き願いたいと存じます。 

  １款 議会費、１項 議会費、１目 議会費 273 万 8000 円、主な内容といたしまし

ては、議員 13 人分の報酬 161 万 9000 円、行政視察旅費 75 万 4000 円、会議録の印刷

に要する経費 27 万 3000 円でございます。 

  次に２款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費 5959 万 1000 円、主な内

容としましては、特別職の報酬 71 万 5000 円、車両管理に要する経費 174 万 1000 円、

組合設立に伴う備品購入に要する経費 250 万円、各種負担金 5265 万 4000 円、うち派

遣職員人件費（６人分）は 5262 万 4000 円でございます。 

  次に２目 公平委員会費６万 3000 円につきましては、公平委員３人分の報酬２万

4000 円、その他諸経費３万 9000 円を計上させていただいております。 

  ２項 監査委員費、１目 監査委員費 18 万円につきましては、監査委員２人分の報

酬 15 万 3000 円、その他諸経費２万 7000 円を計上させていただいております。 
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  次に３款 衛生費、１項 清掃費、１目 リサイクル施設費５億 5512 万 5000 円、

主な内容といたしましては、市民啓発等に要する経費 22 万 1000 円、用地購入に要す

る経費４億 9590 万 4000 円、これにつきましては土地鑑定手数料 190 万 4000 円、建設

予定地 4500 ㎡の用地購入費４億 9400 万円でございます。各種委託料 5900 万円、これ

につきましては環境測定委託 250 万円、測量・地質調査委託 750 万円、施設整備計画

策定委託 4900 万円でございます。 

  続きまして４款 公債費、１項 公債費、１目 利子 389 万円につきましては、一

時借入金の利子でございまして、用地購入にかかる起債の借り入れまでの資金として

借り入れるものでございます。 

  次に５款 予備費、１項 予備費、１目 予備費につきましては 200 万円を計上さ

せていただいております。 

  以上が歳出でございます。 

  恐れ入りますが、10 ページにお戻り願いたいと存じます。それでは歳入についてご

説明を申し上げます。 

  １款 分担金及び負担金、１項 負担金、１目 負担金１億 2956 万 7000 円につき

ましては、各市負担金でございます。内訳といたしましては、枚方市負担金が 4802

万 6000 円、寝屋川市負担金が 3676 万 6000 円、四條畷市負担金が 2170 万円、交野市

負担金が 2307 万 5000 円となっております。 

  次に２款 諸収入、１項 組合預金利子、１目 組合預金利子１万円につきまして

は、歳計現金の預金に伴います利子でございます。 

 ２項 雑入、１目 雑入１万円につきましては、科目設定でございます。 

 ３款 組合債、１項 組合債、１目 組合債４億 9400 万円につきましては、用地購入

費にかかる一般廃棄物処理事業債でございます。 

 以上が歳入でございます。 

  続きまして３ページにお戻り願いたいと存じます。 

  「第２表 地方債」についてでございます。一般廃棄物処理事業債４億 9400 万円を

限度といたしております。なお、借入先、借入の方法、利率、償還の方法はそれぞれ

記載のとおりでございますので、ご了承賜りたいと存じます。 

  以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審

議の上、ご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通
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告はありません。質疑はありませんか。広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  議案第 15 号  施設組合予算についてお伺いをさせてい

ただきたいと思います。この予算には土地取得の予算が計上されているわけなんです

けれども、まずこの件についてお伺いさせていただきたいと思うんです。候補地につ

きましては、基本構想の策定時から打上の土地でということで私どもはお聞きをして

いるわけなんですけれども、他にも候補地があったというふうに伺っております。そ

の中から絞られて打上の土地にということで決められてきたというふうに経過を伺

っているわけなんですけれども、他の候補地の場所というのは大体どういった場所で

あったのか、この際お聞かせをいただきたいというふうに思います。まずそれが第１

点です。 

  第２点目に、土地の取得が可能なところが 有力候補地であるというふうに伺って

まいりましたが、他の土地についても地権者との話し合いをされてきたのかどうか、

お伺いをしておきたいと思います。 

  次に 有力候補地の地権者、つまり打上の土地なんですけれども、何名おられて、

地権者合意というのはいつの時点で得られたものなのか、お伺いをさせていただきた

いと思います。 

  次に国庫補助申請のスケジュールについてなんですけども、先ほどもちょっとお伺

いをさせていただいたんですが、次の１１月の定例会で国庫補助申請にかかわる書類

についてご説明をいただけるというふうに伺っているわけなんですけども、申請につ

いては土地取得前でも可能で、あと内示をいただく条件ですね。内示をいただく条件

というのは土地取得後となっているのかどうか。この点について確認をさせていただ

きたいと思います。 

  次に住民合意の形成状況についてなんですけども、土地の取得の予算が上げられて

いるわけですから、この候補地での住民合意が図られているのかどうか。これが問題

となってくるわけです。しかし、組合の設立の同意が行われるまでは一回も住民の皆

さんにはご説明がなかったと聞いておりまして、大変その点については驚いているわ

けなんですね。既にこのお話、ここを候補地にというお話なんですけれども、３年も

前から明らかにされてきているわけです。にもかかわらず説明が行われずに、今大変

大きな反対運動が起こっているのは一体なぜなのか。このような事態になぜなったの

かというのが、私から見ればすごく理解しがたい問題なんですね。対応されている様

子から伺うところによりますと、住民に対する説明責任というのはこの組合にあって、
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寝屋川市が行うものではないかのようにうかがえるんですけれども、この点について

のご説明をぜひしていただきたいというふうに思います。 

  圧縮梱包をするだけの施設ですよと、ですので特段問題のない施設の建設であるの

で、その住民に対する説明というのをそう大事に考えてきておられなかったのかなと

も思うんですけれども、しかし今、住民の皆さんというのはプラスチックの圧縮梱包

によって杉並病のような問題が起こるんじゃないかと。杉並病のような問題だけでな

くても、第二京阪との複合によっていろんな問題が起こってくるんじゃないかと、健

康被害が生じるんじゃないかというふうに不安の声が高まってきているわけなんです

よね。そういう声に応えて、今回予算でも環境測定の委託費、先ほど説明をしていた

だいたわけなんですけれども、そうした予算が新たに組まれているわけなんですね。 

 そこでこの点についても２点伺っておきたいというふうに思うんですけども、現在、

組合としては廃プラの圧縮処理に際して、プラスチックを機械的、熱的に取り扱った

ときに化学物質が発生するという学術、これをどのように考えておられるのかという

点と、それから杉並病の原因裁定の内容ですね。これをお認めになっているのかどう

か、ご見解を伺っておきたいと思います。以上です。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  まず用地の取得の問題についてご質問ございますので、

お答えを申し上げたいと思います。寝屋川市内で何カ所かの用地について検討をした

のかということでございますが、これは事務レベルで議論をしたというふうにご理解

をいただきたいと存じます。地主との折衝等については至っておりません。 

  次に将来の土地利用の構想あるいは第二京阪の建設の状況の予定から現在の候補地

が 適地というふうに私どもは判断したものでございますが、地権者との協議は平成

14 年度に地権者に対し説明を行い、口頭ではございますが、ご協力をいただける旨の

ご返事をいただいたものでございます。ちなみに用地は、４筆で地主は 3 人でござい

ます。 

 共有名義になっておりますので、３世帯というふうにご理解いただきたいと思いま

す。 

 次に用地取得前の補助申請はというご質問でございますが、用地取得前に大阪府に

補助申請をしますと、大阪府は預かりということが予測をされます。国の内示は当然

用地取得後でなければ出ないというふうに考えております。 

  次に住民合意の形成状況ということでご質問がございます。本候補地の地元自治会
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でございます打上自治会については、役員会を含めて何回か説明を行いまして理解を

求めたものでございます。この自治会においては基本的に賛成の意見をいただいてお

ります。予定地から豊野浄水場をはさんで、いわゆる準工業地域でございますが、準

工業地域をはさんで西側の方々、第一種低層ということになろうかと思いますけど、

西側 450ｍ以上離れた自治会の方々から健康被害の恐れがあるとご指摘があり、不安

視をされております。この方々の不安や懸念を払拭するために私どもはこのたびの予

算に大気測定費用を計上いたしまして、先ほどご説明をさせていただきました大阪府

立産業技術総合研究所の試験結果などのデータをお示ししながらさらにご説明をさせ

ていただきたいと、さように考えております。 

  次に組合が化学物質についてどういうふうに考えているのかというご指摘でござい

ますが、現在私どもが圧縮梱包を行う施設は見かけ比重が 0.25 になるように圧縮をす

るものでございます。ご承知のとおりプラスチックの比重は 0.9 から 1.2 ぐらいまで

の間でございます。それを圧縮します関係上、当然 0.25 ということであれば空隙率、

いわゆる直接プラスチックに圧力がかかる以前に相当数、七十数％ぐらいの間に空気

が入っているということになります。こういう空隙率がある限り、おっしゃるような

ガスは発生しないというふうに認識はいたしております。そのことの実証のために現

在、大阪府立産業技術総合研究所において実証試験をさせていただいておるものでご

ざいます。 

  次に杉並病の裁定についての見解ということでございます。中央公害審議会が裁定

をしたものは、杉並病というのはいわゆる杉並中継所が稼動した後に具体的に出てま

いった、平成８年稼動の後に出てきた、いわゆる杉並中継所を原因とする化学物質に

よる公害、いわゆる病気であるという認定がされたという認識をいたしております。

以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  それぞれご答弁いただきましてありがとうございました。

まず候補地なんですけれども、事務レベルで協議をしてきた中でということであると

いうことなんですけれども、大体のその場所というのは３カ所ほどあるというふうに

私どもお聞かせをいただいているわけなんですけども、その３カ所の大体の場所とい

うのはこの時点に立って言えないのかどうかということで再度ご答弁をいただきた

いと思います。 

  住民合意の形成状況につきましては、打上の皆さんにはきちんと説明をこれまでも
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してきているんですよということでのお話だったんですね。であるならば、これだけ

不安の声が高まって、説明会も開いてくれてないじゃないかというふうにご意見が上

がってきているのは一体なぜなのかというのが、今のご説明を聞いてても今ひとつ理

解ができないんですね。打上の皆さんに対してこれまでもきちんと説明を行ってこら

れたのであれば、今こうしていろいろと心配の声を上げられている皆さんに対しても

きちんと説明を繰り返し繰り返し行ってくることができたのではないのかと、この違

いは一体何なのかというところが理解しがたいわけなんです。この点についてもう一

度ご説明をいただきたいというふうに思うんですね。 

  それから先ほどプラスチックの圧縮処理にかかわっての化学物質の発生ということ

についていろいろとご説明をいただいたわけなんですけれども、非常に私には理解、

内容がですよ。おっしゃっていただいていることの内容が私の知識では非常に理解が

難しいわけなんですけれども、一定の条件のもとではということですよね。一定の条

件のもとでは大丈夫なんだと。その大丈夫だということを証明するために今、調査に

かけているんだよということなんですけれども、その一定の条件がいつだってどこだ

ってきちんと保たれるのかどうかというその確証というのは、これなかなか難しいと

思うんですね。プラスチックというのはいろんな廃プラというのが混ざって、それが

圧縮されるということですから、今度の調査みたいに分類をきちんとして、そして化

学物質がその中からどれだけ出てくるのかということが分かるような問題ではなくて、

いろんなものが混ざり合った中で圧縮したときに、じゃあどういうふうに問題が発生

してくるのかということが今問われているんじゃないかなというふうに思うんですね。

そうしたふうに考えた際に、その学術的にはプラスチックの圧縮によって分子が壊れ

て化学物質というのは生じるんだよということは、これはもう否定のできないもので

あるんではないかというふうに思うんですよね。 

  ですから今、寝屋川市の方では広報なんかもお使いになられて、この施設というの

は安全なんですよというキャンペーンを行っておられるようなんですけれども、不安

だと言っていることに対して、ハナから安全だという立場に立ってその証明を行って

いこうとするのか、それとも住民の皆さんと同じ目線に立って、安全だと言っている

けれども、しかしその状況によっては本当に安全な状況をきちんと確保できるかどう

かというのは本当に注意深くしていかないと分からないじゃないかと、そういう観点

に立ってこの問題に対して調査を行っていくのか。こういう立場というか、対応によ

ってやっぱり住民の皆さんがこの組合に対して信頼をしていただけるかどうかという
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ことにも関わってくる問題ではないかというふうに思うわけなんですけども、この点

について再度ご見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  暫時休憩をします。 

（午前 11 時 55 分  休憩） 

（午前 11 時 57 分  再開） 

○議長（津上 敏広君） 再開します。 

 中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ご質問いただいております、まず３カ所の地域という

か場所というか、私どもが現在ここに至るまでに検討をさせていただいたのは寝屋川

市楠根と寝屋川市小路という場所を設定して考えてはおりました。しかしながら、現

在の第二京阪国道の状況、それからその他の状況から考えて、打上という地域が一番

ベストであるというふうに認識をいたしておりますので、ご了解を賜りたいと存じま

す。 

  次に説明会についてのご質問でございますが、打上の地域、自治会等について、い

わゆる施設の予定地の東側の自治会なり自治連合会については、当然西側についても

しておりますけども、東側については一定のご了解をいただいております。また、西

側については各自治会に個別に説明をさせていただいている部分もあれば、まとまっ

てご説明をさせていただいた部分もございます。そういうことで、いずれにしても今

回の産技研のデータ、それから具体的なデータをお示しをしながら今後ご理解を求め

る努力をしてまいります。 

  次に圧縮により常時、今回の産業技術総合研究所の試験データが常時同じデータが

出るのかというご質問でございますが、私どもは今回圧縮試験を過去 3 回ずつ 90 回実

施を行っております。さらに予備データとして 10 サンプルほど残して再現できるとい

うことで実施をしておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

  次にご質問いただいているのは、リスクマネジメントの問題ではなかろうかという

ふうに思っておりますけども、いわゆるリスクがあるのであれば、その管理をいかに

していくかということで、私どもは今回の施設については当然バグフィルターなり活

性炭フィルター等十分な対応策をとってまいりたいというふうに考えておりますので、

ご理解をいただきたいと存じます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  私が申し上げているのとは少し違うと思うんですね。私
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が申し上げているのは、ハナから安全なものなんだよというふうに理解をしてこの取

り組みを進めていくのか、それともやりようによってはＲＤＦの問題でもそうでした

が、結局安全だよというふうに言われていたけども、その取り扱いの状況によっては

いろんな問題だって生じてくるよというのが、新しい技術投入していくときにいろい

ろ起こって、生じてくる問題だというふうに思うんですね。そのことをきちんと踏ま

えた上で住民の皆さんとともに安全な施設を目指していくという対応をとられてい

くのかどうかということをお聞きしたかったわけなんですよね。ですから時間もあり

ませんので、この辺でおいておきたいというふうに思うんですけれども、やはり今一

番問題なのはそういう住民の皆さんの１つ１つの不安に対して本当に責任を持って

この組合が応えていけるのかどうかというところにかかってると思います。先ほど西

側についても自治会に対しては説明会行ってきたんだよということを今ご説明いた

だいたんですけれども、そうしたことを私ども聞くのは初めてですし、本当にその説

明の内容がどういう内容であって、それに対して住民の皆さんどんなふうに言われて

いるのかということも分からないことですので、この点については本当に住民の不安

を解消していく。不安を解消するというのは、一方的に安全だよということで不安を

解消するということではなくて、住民と一緒に共同の作業を積み重ねていくことによ

って、住民の皆さんが合意を得られるような調査のあり方、住民の皆さんに参加して

いただけるような調査のあり方、そういったものをぜひともご検討いただきたいと申

し上げておきたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  ほかございませんか。松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  幾つかお聞きしたいんですけども、今、杉並病のことにつ

いても答弁で若干触れられましたけども、もともと今回の施設に対して市民の皆さん

から環境に与える影響ですね、非常に心配されていると。この契機になったのが、こ

の杉並区の中継所での圧縮梱包による化学物質の発生による健康被害というふうに

なると思うんですが、杉並病とは違うんだと言われるわけですね。しかしプラスチッ

クが原因でこういう健康被害が起こっているということについては、これは私は同じ

ことだと思うんですよね。しかも寝屋川市を含めて４市の今回の施設につきましては、

プラスチック単独で、しかも圧縮の度合いが非常に強いと、杉並に比べましてね。そ

の方がむしろ有害な化学物質が出る可能性が強いというふうに私は専門家から聞い

ています。もっとそういう点では十分な調査・研究が必要ではないかというふうに考

えますが、その点をお聞きしたい。 
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  それと杉並区ではもう沈静化しているんだということもよく言われます。確かに杉

並区役所とか東京都に聞きますと、そういうふうに返事してます。しかし住民に聞き

ますと、そうではないと。もちろん住民の方々もあってもなかなか言いにくいという

方もおられます。しかし住民団体の調査を聞きますと、むしろ 近の例で言いますと、

転入者の方の中で被害発生が起こってると、よそから引っ越してきた方ですね。ある

いは 30 代ぐらいの方、若い方の中でそういう被害が起こっているということが言われ

ています。また、この杉並病についてはいわゆる化学物質過敏症という我々にも一般

にある症状ですけども、この中には女性の場合の乳房のしこりとか、あるいはあごひ

げとか鼻ひげとか、こういう特有の症状も現れているということも 近の調査でも言

われているんですね。そういう実態を十分に私は調査をして、これはきちっと教訓化

するということが大事だということを申し上げたいと思います。 

  それともう１つ、類似施設ではないから大丈夫だということもよく言われますけれ

ども、私も類似施設は１カ所行かせてもらいましたけども、もともとハナから何もそ

んなん起こりませんと、調査もしてませんということなんですね。だから調査もなし

に、その症状があるとか害があるとか、何の検証もできないんですよ、実際言って。

だからそれはきちっと調査をするということが大事だということですね。この辺を指

摘をして見解をお聞きしたいと思います。 

  それと環境調査につきましては、特に私ども申し上げているのは疫学的調査ですね。

これをぜひやる必要があると。さっき言いましたように化学物質過敏症というか、頭

が痛いとか体がだるいとか手足がだるいとか目が痛いとか、一般にある症状なんです

ね。だからこれは健康調査をきちっとやらないと、それが原因かどうかは特定できな

いという、この辺があると思うんですよ。だからそれをきちっとやるべきじゃないか

ということを改めて申し上げておきたいと思います。 

  それと場所の問題については、住民合意のこと先ほども申されましたけども、そん

な住民合意ができているんであれば８万人の方々の署名集まるはずないんですよ、そ

もそもね。できてないからこそ住民の方々は強い異論の声を出しているわけですね。

環境の問題もそうやし、説明も聞いてないと。その中でこんなふうなこと起こってい

るのが事実なわけですね。だから行政が頭からここしかないというふうなことで住民

にやっていくのじゃなくて、十分な話し合いをする中で予定地の問題もこの変更も含

めて対応を考えるというふうに私はすべきだと思います。この点も見解をお聞きした

いと思います。 
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  それと予定地の問題につきましては、公正な事業者選定という面からも私は見直し

を求めたい。これは、本事業については 2001 年３月に当時は５市ですけども、５市の

市政運営方針で明らかにされたわけですけども、寝屋川市議会では３月議会でこの事

業については寝屋川資源再生業協同組合、解放同盟の下部組織であるそういう組織を

事業参画させたいという気持ちだというふうに答弁されました。これは我々が追及し

て撤回されましたけども、もともとはそういう同和事業をやめるということの時期と

新たな事業立ち上げが同じ時期に重なったという、こういう経過があります。しかも

私が非常に残念というか、懸念に感じるのは、４市の施設のすぐ目の前に再商品化す

る民間施設がもう工事が始まっておると。しかも今言いました再生資源業組合が名前

変えてそういう組合も入った、関わった施設がつくられていると。あまりにも出来す

ぎた話じゃないかと、目の前にできるということになればですね。本当に公正な事業

者選択ができるんかと、競争入札できるんかということを非常に疑問に感じます。こ

の点につきましてもお聞きしたいと思います。 

  それとさっきちょっと聞き漏らして申し訳なかったんですが、市民啓発で今回 22

万 1000 円というのが出てますけども、これは先ほどホームページ等、広報等について

は考えてないということが言われましたけども、せめてホームページぐらいは立ち上

げて、情報提供と市民からの意見交換、意見を反映するというんですか、双方向で意

見をやりとりするということが 低限、これは個人でもホームページ今作っている時

代ですからね。この組合自体ができないはずはないと思うんですよ。それぐらいはす

べきだということを、これもお聞きしたいと思います。 

  後に交際費の問題、これは議長及び議会、管理者及び組合ということで５万円ず

つ 10 万円の交際費が計上されています。私は、これは従来こういう交際費というのは

慶弔費、いわゆる香典とかしきびとかいう費用が主ですから、見直すべきだというふ

うに申し上げてきましたけれども、この点についてもぜひ見直しをして、こういうこ

とについては執行はぜひ考えるべきじゃないかというふうに考えます。これらの点に

つきましてお聞きいたします。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  まず調査の手法ということでご質問があったと思いま

す。私どもは大阪府立産業技術総合研究所におきまして 100 検体で 0.25 の圧縮率と

0.5 の圧縮ということで３回ずつの圧縮をしてどのようなものが出るかを調査いたし

ております。そのような調査の結果を踏まえて次の具体的な行動というか、必要な類
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似施設あるいは大気測定等についてモニタリング等の手法についても考えてまいり

たいというふうに考えております。 

  次に疫学調査の必要性のご指摘でございますが、この疫学調査というのはご承知の

とおり既に発生した公害の原因追求等のために行う調査でございまして、あまり計画

段階での調査については効力が薄いというふうにお伺いをしております。この辺につ

いても今後具体的に調べていきたいというふうに思っております。 

  次に予定地に関する見解でございますが、私どもが先ほど来申し上げてますように、

寝屋川市内で打上の地域が第二京阪道路のいわゆるインパクトを利用してここでの産

業振興という意味合いで行われたものと、いわゆる今回のごみ処理施設が一緒の場所

になったということでの公正な入札が確保できるのかというお話でございますが、今

回の施設につきましては私どもで公正な入札を行ってまいります。 

  それから市民啓発についてのホームページの検討をというご指摘でございます。私

どもは現段階では寝屋川市のパーソナルコンピューター、いわゆるパソコンを使わせ

ていただいておりますが、これはこの予算がいただければ直ちに私どもの一部事務組

合としてのパソコンの購入、導入に踏み切ってまいります。その中でホームページが

ほんまに維持管理がきちんとできるのかを含めて検討をさせていただきたいと存じま

す。 

  次にご指摘いただいています交際費の執行でございますが、交際費の執行の段階で

必要があれば十分調査をして、執行について遺憾なきようにしてまいりたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  杉並病のことについてはご答弁がなかったんですけど、こ

れはいずれにしても予防原則といいますか、こういう被害を起こす恐れがある場合、

これは 少のものにしていくとか、予防的な活動を進めていくという、これが 低限

必要だし、要するに被害が起こってからどうするという話では遅いわけですよ。だか

らそれはその前にきちっと十分な調査、対策をするということを、これを改めて私は

はっきりすべきだということをまず申し上げたいと思います。 

  それと疫学的調査の問題については、これは被害起こってからの話やということで

すけど、そうやなくて実際に今、寝屋川市のクリーンセンターの中で圧縮梱包処理を

やっているわけですね。それが一体どういうふうな影響が現れているのかという調査

はできるわけですよ。先般これ寝屋川市議会の厚生常任委員会でお聞きしましたら、
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環境部長の方からは、疫学的調査を当然視野に入れてあらゆる方策を今後一部事務組

合の方で一番効果的な方策を協議していただきまして実施していただくように我々も

要請していきたいと、組合の方でもそういった対応を既に視野に入れて構想されてお

るというふうにも伺っておりますと、そういうふうなことを言われているんですよね。

だからこれは現に今やっているところがあるわけですから、そこできちっと健康調査

をして、どうなっているかということ、これはさっきから住民参加ということも言わ

れてますけども、行政が決めた調査方法だけじゃなくて、こういうことも含めた多様

な形で住民が納得いくような調査をするということ、これを改めてお聞きしておきた

いと思います。 

  それと予定地の問題につきましては住民合意ができてないということと、たまたま

この民間施設がここに来たんだというふうなことも言われましたけども、たまたまじ

ゃないですね。これはエコエリア構想の中で寝屋川市の中野局長も部長として入られ

て、そこで検討してこの場所に民間施設が来たわけですよ。たまたまじゃないです、

これは。寝屋川市が誘導したと言っても差し支えないと思うんです。だからそういう

点では住民から見たって、目の前にあるそんな施設やったら、こういう意見もありま

すよ。そんあん圧縮梱包要らんじゃないかと、すぐにそこに持っていったらいいんじ

ゃないかと、この施設無駄じゃないかという意見もありますよね。あるいはそんなも

の目の前にあるんやったら、どうしてもそこを抜きに事業者選定できないやないかと、

どう考えてもね。そういう点ではなんか一般的な話で済まされたんでは困る。このこ

とも改めてお聞きしたいと思います。 

  それとせっかく４市の市長さんがお越しですのでちょっとお聞きしておきたいんで

すが、寝屋川市長はあとでまたお聞きしますけど、枚方市長さん、交野市長さん、四

條畷市長さんおられますので、こういう施設の周辺の地元の皆さんから強い異論の声

が出ているということはご承知やと思うんですが、その辺に関して各市の市長さんは

どういうふうに考えておられるか、どういう対応を考えておられるか。その辺個別に

で結構ですので、お聞きしたいんですが、それもあわせてお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  まず杉並病の問題でございますが、杉並病がいわゆる

杉並中継所から排出されるガス、有毒なガスによって起こったというふうに認定され

たというのは私どもも承知いたしております。しかしながら私どもが実施をする施設

と今回の杉並病の施設とは明らかに違うものは、いわゆるプラスチックのみを圧縮梱
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包する、いわゆる見かけ比重を 0.25 に固めるということでの差異は非常に大きなも

のがあるというふうに認識をいたしております。 

  次に疫学調査に関して寝屋川市の環境部と十分連携をとって私どもも進めてまいり

たいというふうに思っております。 

  次にエコエリア構想で、ご指摘のように今回のいわゆる民間の施設についてはエコ

エリア構想の中で私どもの平成 13 年度に発表いたしました、いわゆる５市の圧縮梱包

処理施設ができるということに着目されて、大阪エコエリア構想に応募されていった

ことは事実でございます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  各市の市長に見解ということでありますけれども、私、

管理者を仰せつかっておる関係で私からご答弁を申し上げたいと存じます。 

  なんと言いましても今、循環型社会を大きく求められております。今まで焼却ごみ、

焼却という形でごみ処分をいたしておりましたけど、やはりダイオキシンの発生、あ

るいは大気汚染、地域環境悪化等々いろいろな問題が発生いたしております。そんな

中に容器包装リサイクル法に基づいて４市共同で実施いたします事業でございます。

場所の選定につきましては、４市本当に慎重に慎重に検討した結果この場所に決定い

たしたものでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

○議長（津上 敏広君）  松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  私、なぜわざわざ副管理者の３市の市長さんにお聞きした

いかと言ったのは、寝屋川市が地元の施設なんですよね。ほかの３市の方は直接まあ

言ったら地元対策やらんでいいわけですよ。寝屋川市に任すというわけではないです

けども、今回の本市の構成から見ましてもね。だからそれは地元の皆さんがこれほど

心配されている、そして住民合意を求められているということに対して、寝屋川市長

はもちろん寝屋川市が名乗り上げてやったわけやから当然責任ありますけども、ほか

の市長さんもそのことを十分踏まえて考えていただきたいということを私申し上げ

てますので、そういう立場からのご意見をお聞きしたいと思います。 

  それと、いずれにしても今回の施設建設について一番問題なのは、住民合意を欠い

ているということですよ。これが一番問題だと思うんですね。今まで寝屋川市が今年

４月に１回説明会やりましたけども、それ以後されてませんね。しかもさっきも若干

ありましたけども、事業化されたのが 2001 年３月、３年前です。３年前に事業を始め

て、場所も決めておった。しかし住民の皆さんに十分説明されなかったと、３年間ず

 47



れがあるわけですよ。それをこの組合議会ができて、早速これでいきましょうという

だけでは、住民合意を得られないですよ。だからその点はきちっとやる必要があると

思うわけです。 

  都市計画決定が今後されるということで言われていますけども、都市計画の場合は

縦覧とか公聴会とか確かにありますけど、従来のやり方は大体は言いっ放し、聞きっ

放しですわ。従来はですよ。今回はどうかは別にして。それではやっぱりあかんので

ね。だからこそ私は周辺の皆さんからこれだけ強い異論が出ているわけですから、十

分これは意見を聞く、話し合いをするということを徹底的にやるべきだと思う。そう

いう意味では各市の市長さんどう思っておられるか。馬場市長についてはもう市民の

中に飛び込んででも話し合いするんだというぐらいのことをぜひやってほしいと思う

んです。この点あわせてお聞きします。 

○議長（津上 敏広君）  馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  再度答弁をさせていただきます。地域の皆さん方には本

当に随分とご心配をおかけいたしておること十分承知もいたしておりますし、多くの

署名を集めていろいろな要望もいただいております。安全対策につきましては４市市

長絶えず寄りまして一緒になってやってもらうように、あるいはやろうやないか、協

力してやろう、常々申し上げております。この施設設置にあたりましては万全を期し

てまいりたいと、このように考えております。当然４市共同の事業であります。組合

施行であります。そういう意味で万全を期してまいりたい、このように考えておりま

す。 

○議長（津上 敏広君）  中司副管理者。 

○副管理者（中司 宏君）  この北河内 4 市リサイクルの施設につきましては、法に

基づいた処理をするために４市で検討して設置をするということで決定してきたも

のでございます。この周辺の状況につきましては先ほどからも担当の方からも、ある

いは馬場市長さんの方からもお話ありましたように、今後も理解を求めて対応すると

答弁されておりましたので、努力されるものを考えておりますし、また必要な問題に

つきましては４市でお互いに協力しながら検討してまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（津上 敏広君）  田中副管理者。 

○副管理者（田中 夏木君）  ただいま中司市長から答弁されましたように私も全く

同意見でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○議長（津上 敏広君）  中田副管理者。 

○副管理者（中田 仁公君）  交野の中田でございます。戦後、生活環境が大きく変

わってまいりまして、我々暮らしが大きく変わっていく中で、やはりプラスチックに

対する関心というのは非常に高まっておりまして、これを分別し、どう処理していく

かというのは、我々行政にとりましては大きな問題でございまして、今回そうした意

味でも４市が１つになってこうした問題に取り組んでまいりたいという思いで進め

てまいりました。先ほど馬場市長のご答弁にもございましたように、地元の皆さんに

対してはご理解をいただくような形で努力をしてまいりたいということでございま

すので、その辺もよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  ほかございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  これをもって質疑を終結します。これから討論に入るので

ありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）  議案第 15 号  北河内４市リサイクル施設組合予算につい

て反対討論を行います。 

  今回の４市のリサイクル施設設置については、環境への配慮が心配されることや、

住民説明や住民合意を欠いたものとして、周辺の住民をはじめ多くの皆さんから強い

異論が出されています。ごみ問題は住民との協働が要であり、行政が決めて住民に押

しつけるトップダウン方式では解決いたしません。もっと時間をかけて住民参加で十

分な環境影響調査を行うこと、住民との十分な話し合いをすることが必要です。しか

し本施設組合予算では、施設の場所を寝屋川市クリーンセンター南側にすることを前

提に約５億円の用地購入費が計上されています。住民合意が得られていない中で施設

の場所を決めていることには大きな問題があります。予定地の見直しは公正な事業者

選定の上からも必要です。もともと今回の事業は、寝屋川市で長年続けられてまいり

ました同和対策事業をやめる代わりに始められたものと言わざるを得ません。特に特

定の業者の仕事を保証するために始められたことが問題だと我々は３年前から指摘し

てまいりました。今回４市の施設のすぐ前に民間の団体が関係する業者が再商品化施

設を建設していくということがこれを象徴していると思います。また、財政困難な中

で 40 億円近いお金をかけて今、施設をつくる必要があるのかどうか。プラスチック処

理の今後のあり方については、容リ法の見直しも含めてさらに十分慎重な検討が必要

と考えます。 
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  以上のような点から本予算については反対いたします。 

○議長（津上 敏広君）  これをもって討論を終結します。 

  これから議案第 15 号を起立により採決します。本件を原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者 起立） 

○議長（津上 敏広君）  起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決され

ました。 

  日程第 26、議案第 16 号  北河内４市リサイクル施設組合指定金融機関の指定につ

いてを議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ただいまご上程いただきました議案第 16 号  北河内

４市リサイクル施設組合指定金融機関の指定について、提案理由のご説明を申し上げ

ます。議案書 162 ページをお願いいたします。 

  本案につきましては、枚方信用金庫を北河内４市リサイクル施設組合の指定金融機

関に指定するものでございます。事務取扱店舗につきましては、本店及び支店とし、

指定年月日は平成 16 年７月 27 日といたしております。 

  以上、大変簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご協賛賜りますようお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  これから質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通

告はありません。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  質疑なしと認めます。これから討論に入るのでありますが、

ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  討論なしと認めます。 

  これから議案第 16 号を採決します。本件は原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（津上 敏広君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決さ

れました。 

  以上をもって本臨時会に付議された事件はすべて議了しました。 

  閉会に際し、管理者からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受け
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します。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  閉会にあたりまして一言お礼を申し上げます。 

  本日は、長時間にわたりまして慎重ご審議を賜りまして、誠にありがとうございま

した。ご提案申し上げました案件につきまして、いずれも原案どおりご可決、ご承認、

ご同意を賜り、心から厚くお礼を申し上げます。 

  議員各位からいただきましたご意見、ご提言等につきましては、十分精査させてい

ただき、今後の組合運営に生かしてまいりたいと考えておるところでございます。ま

た、施設整備にあたりましては、環境面に十分配慮し、安全確保を図ってまいります

ので、今後ともよろしくご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

  今年の夏は特に暑さ厳しく、酷暑の日々が続いておりますが、議員各位におかれま

しては十分にご自愛をいただきまして、より一層ご活躍を賜りますようご祈念申し上

げ、誠に簡単でございますが、閉会に際しましてのお礼のごあいさつとさせていただ

きます。本日は本当にありがとうございました。 

○議長（津上 敏広君）  それでは閉会にあたりまして、私からも一言ごあいさつを

申し上げます。 

  平成 16 年第１回の臨時会は議員の皆さんのご協力によりまして、すべての日程を終

えることができました。議員及び理事者の皆さんのご協力に心から御礼を申し上げま

す。 

  また、このたびは議員の皆様の温かいご支持をいただきまして、松尾副議長ととも

に正副議長の重職に就任をさせていただきました。私ども２人は皆様方のご期待にお

応えすべく、協力して公正かつ円滑な議会運営に努めてまいりたいと考えております。 

  議員の皆様及び理事者の皆様におかれましては、今後何かとご無理を申し上げるこ

ともあろうかと思いますが、どうかご理解とご協力をいただきますようにお願い申し

上げ、甚だ簡単ではございますけども、閉会のあいさつとさせていただきます。この

たびは本当にありがとうございました。 

  以上をもちまして平成 16 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会を閉

会します。お疲れさまでございました。 

（午後０時 30 分  閉会） 
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議員提案議案第１号 

      北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則について 

 

北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則を次のように制定する。 

 

 規則案・・・・別記 

 

  平成１６年７月２６日提出 

 

提出者 

北河内４市リサイクル施設組合 

  議員 千 葉 清 司 

  議員 北 野 志 郎 

  議員 下 野 照 二 

  議員 岩 本 健之亮 

 

提案理由  北河内４市リサイクル施設組合を設立して初めての臨時会を開催し

て、組合議会会議規則を制定するものであり、特に御留意頂くべき箇

所を申し上げます。 

第１４条の議案提出の要件でございますが、賛成者は提出者を含む

解釈でございますので、議員２名によって可能となります。 

第 16 条は動議についての規定でございます。動議提出者１名と賛

成者２名が提出の要件となる旨の規定でございます。 

なお、会議規則上は第 16 条のとおりでございますが、議会運営に

関する事項については、動議によることなく議長の議事整理権にゆだ

ねる運営を行って頂きたくお願いを申し上げます。 

第 17 条の修正の動議についても議員２名を要件とさせて頂きたく

定めてございます。第 49 条は、質疑の回数に関する規定でございま

す。同一議題については３回まででございます。 

なお、この会議規則は、標準会議規則並びに枚方市議会会議規則に

基づいたものでありまして、特段の変更を加えておりません。 



北河内４市リサイクル施設組合議会規則第１号 

 

北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則 

 

(参集) 

第1条 議員は、招集の当日、開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告し

なければならない。 

(欠席の届出) 

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時

刻までに議長に届け出なければならない。 

(宿所又は連絡所の届出) 

第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければなら

ない。これを変更したときもまた同様とする。 

(議席) 

第4条 議員の議席は、議長が定める。 

2 議席には、番号及び氏名標を付ける。 

(会期) 

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。 

2 会期は、招集された日から起算する。 

(会期の延長) 

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。 

(会期中の閉会) 

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉

会することができる。 

(議会の開閉) 

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。 

(会議時間) 

第9条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。 

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただ

し、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決



める。 

3 会議の開始は、職員を持って案内する。 

(休会) 

第10条 北河内４市リサイクル施設組合の休日は、休会とする。 

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。 

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。 

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定におい

て準用する(以下、法の条項の引用については、法第292条の準用による。）法第

114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、

議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。 

(会議の開閉) 

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。 

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、

何人も、議事について発言することができない。 

(定足数に関する措置) 

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき

は、議長は、延会を宣告することができる。 

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席

を制止し、又は義浄外の議員に出席を求めることができる。 

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。 

(出席催告) 

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員

の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連

絡所)に、文書又は口頭をもって行う。 

(議案の提出) 

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、

法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、そ

の他のものについては２人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなけ

ればならない。 

(一事不再議) 



第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することがで

きない。 

(動議成立に必要な賛成者の数) 

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他

に２人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。 

(修正の動議) 

第17条 修正の動議は、その案を添え、法第115条の2の規定によるものについて

は所定の発議者が連署し、その他のものについては２人以上の賛成者とともに

連署して、議長に提出しなければならない。 

(先決動議の表決の順序) 

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、

議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員２人以上から異議があるときは、

討論を用いないで会議に諮って決める。 

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回) 

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議

の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。 

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出

者から請求しなければならない。 

(日程の作成及び配布) 

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事

日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長

がこれを報告して配布に代えることができる。 

(日程の順序変更及び追加) 

第21条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、

議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の

事件を追加することができる。 

(議事日程のない会議の通知) 

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して

会議を開くことができる。 

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。 



(延会の場合の議事日程) 

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議

事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。 

(日程の終了及び延会) 

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告

する。 

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認

めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで

会議に諮って延会することができる。 

(選挙の宣告) 

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。 

(不在議員) 

第26条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。 

(議場の出入口閉鎖) 

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条の規定による宣告の後、

議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。 

(投票用紙の配布及び投票箱の点検) 

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布さ

せた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。 

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。 

(投票) 

第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。 

(投票の終了) 

第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投

票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。 

(開票及び投票の効力) 

第31条 議長は、開票を宣告した後、２人以上の立会人とともに投票を点検しな

ければならない。 

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。 

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。 



(選挙結果の報告) 

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。 

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。 

(選挙関係書類の保存) 

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期の間、関係書類と

ともにこれを保存しなければならない。 

(議題の宣告) 

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。 

(一括議題) 

第35条 議長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を一括して議題と

することができる。ただし、出席議員２人以上から異議があるときは、討論を

用いないで会議に諮って決める。 

(議案等の朗読) 

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗

読させる。 

(議案等の説明及び質疑) 

第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑が

あるときは、質疑に付さなければならない。 

２ 提案者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。 

(討論及び表決) 

第38条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決

に付する。 

(議決事件の字句及び数字等の整理) 

第39条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするとき

は、これを議長に委任することができる。 

(議事の継続) 

第40条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再び

その事件が議題となったときは、前の議事を継続する。 

(指定者以外の者の退場) 

第41条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する



者以外の者を議場の外に退去させなければならない。 

(秘密の保持) 

第42条 秘密会の議事の記録は、公表しない。 

2 秘密会の議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。 

(発言の許可等) 

第43条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で発言しなければならない。 

(発言の通告及び順序) 

第44条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提

出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この

限りでない。 

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別

を記載しなければならない。 

3 発言の順序は、議長が決める。 

4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しない

とき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は、効力を失う。 

(発言の通告をしない者の発言) 

第45条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなけ

れば発言を求めることができない。 

2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、

自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。 

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名

する。 

(討論の方法) 

第46条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対

者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。 

(議長の発言討論) 

第47条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き、発言し、発言

が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、

その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。 

(発言内容の制限) 



第48条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を

超えてはならない。 

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場

合は発言を禁止することができる。 

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。 

(質疑の回数) 

第49条 質疑は、同一議員につき、同一議題について３回を超えることができな

い。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。 

(発言時間の制限) 

第50条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限するこ

とができる。 

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員２人以上から異議があるときは、

議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。 

(議事進行に関する発言) 

第51条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理す

る必要があるものでなければならない。 

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制

止しなければならない。 

(発言の継続) 

第52条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事

を始めたときは、前の発言を続けることができる。 

(質疑又は討論の終結) 

第53条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。 

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結

の動議を提出することができる。 

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って

決める。 

(選挙及び表決時の発言制限) 

第54条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、

選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。 



(一般質問) 

第55条 議員は、北河内４市リサイクル施設組合の一般事務について、議長の許

可を得て質問することができる。 

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければな

らない。 

(緊急質問等) 

第56条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、

前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。 

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならな

い。 

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなけ

ればならない。 

(準用規定) 

第57条 質問については、第53条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。 

(発言の取消し又は訂正) 

第58条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、

又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、

字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。 

(答弁書の配布) 

第59条 管理者その他の関係者が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場

合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。た

だし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。 

(表決問題の宣告) 

第60条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。 

(不在議員) 

第61条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。 

(条件の禁止) 

第62条 表決には、条件を付けることができない。 

(起立による表決) 

第63条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立



者の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員２

人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らな

ければならない。 

(投票による表決) 

第64条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員２人以上から要求があると

きは、記名又は無記名の投票で表決を採る。 

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方

法によるかを無記名投票で決める。 

(記名投票) 

第65条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否

とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。 

(無記名投票) 

第66条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とす

る者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。 

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでな

い投票は、否とみなす。 

(選挙規定の準用) 

第67条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条、第28条、第29条、第

30条、第31条、第32条第1項及び第33条の規定を準用する。 

(表決の訂正) 

第68条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 

(簡易表決) 

第69条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がな

いと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し

て、出席議員２人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採

らなければならない。 

(表決の順序) 

第70条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長

が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。



ただし、表決の順序について出席議員２人以上から異議があるときは、議長は、

討論を用いないで会議に諮って決める。 

２ 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。 

(会議録の記載事項) 

第71条 会議録に記載する事項は、次の各号とおりとする。 

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時 

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時 

(3) 出席及び欠席議員の氏名 

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

(5) 説明のため出席した者の職氏名 

(6) 議事日程 

(7) 議長の諸報告 

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更 

(9) 会議に付した事件 

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項 

(11) 選挙の経過 

(12) 議事の経過 

(13) 記名投票における賛否の氏名 

(14) 前各号に掲げるもののほか、議長又は議会において必要と認めた事項 

2 議事は、録音機によって録音する。 

(会議録の配布) 

第72条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。 

(会議録に掲載しない事項) 

第73条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び

第58条の規定により取り消した発言は、掲載しない。 

(会議録署名議員) 

第74条 会議録に署名する議員は、２人とし、議長が会議において指名する。 

(会議録の保存年限) 

第75条 会議録の保存年限は、永年とする。 

(請願書の記載事項等) 



第76条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及

び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印を

しなければならない。 

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならな

い。 

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 

4 請願者が請願書(会議の議題となつたものを除く。)を撤回しようとするときは、

議長の承認を得なければならない。 

(請願文書表の作成及び配布) 

第77条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。 

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹

介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。 

3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数

件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。 

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求) 

第78条 議長は、議会の採択した請願で、管理者その他の関係機関に送付しなけ

ればならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求する

ことに決したものについてはこれを請求しなければならない。 

(陳情書の処理) 

第79条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するも

のは、請願書の例により処理するものとする。 

(議長及び副議長の辞職) 

第80条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとすると

きは議長に、辞表を提出しなければならない。 

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定

する。 

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告し

なければならない。 

(議員の辞職) 

第81条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。 



2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。 

(資格決定の要求) 

第82条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の

規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の

理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。 

(決定書の交付) 

第83条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどう

かについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決

定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。 

（品位の尊重) 

第84条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。 

(携帯品) 

第85条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の

類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長

の許可を得たときは、この限りでない。 

(議事妨害の禁止) 

第86条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言

動をしてはならない。 

(離席) 

第87条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。 

(禁煙) 

第88条 何人も、議場において喫煙してはならない。 

(新聞紙等の閲読禁止) 

第89条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類

を閲読してはならない。 

(資料等印刷物の配布許可) 

第90条 議場において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長

の許可を得なければならない。 

(議長の秩序保持権) 

第91条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があ



ると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。 

(懲罰動議の提出) 

第92条 懲罰の動議は、文書をもつて２人以上の発議者が連署して、議長に提出

しなければならない。 

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければな

らない。ただし、第42条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りで

ない。 

(戒告又は陳謝の方法) 

第93条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告又は陳謝文によって行うものとする。 

(出席停止の期間) 

第94条 出席停止は、7日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併

発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事

犯が生じた場合は、この限りでない。 

(出席停止期間中出席したときの措置) 

第95条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長

は、直ちに退去を命じなければならない。 

(懲罰の宣告) 

第96条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。 

(会議規則の疑義に対する措置) 

第97条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるとき

は、会議に諮って決定する。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



議員提案議案第２号 

      北河内４市リサイクル施設組合管理者の専決処分事項の指定について 

 

北河内４市リサイクル施設組合管理者の専決処分事項の指定を次のように制定する。 

 

 規則案・・・・別記 

 

  平成１６年７月２６日提出 

 

提出者 

北河内４市リサイクル施設組合 

  議員 千 葉 清 司 

  議員 北 野 志 郎 

  議員 下 野 照 二 

  議員 岩 本 健之亮 

 

提案理由  地方自治法第 180 条第１項の規定により管理者が専決処分すること

のできる事項は、（１）１件百万円以下の事件の和解及び調停、（２）

Ⅰ件百万円以下の損害賠償の額を定めること、（３）１件十万円以下

の職員の賠償責任を免除すること、の３項目でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   北河内４市リサイクル施設組合管理者の専決処分事項の指定について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条において準用する同法第 180 条

第１項の規定により、次の各号に掲げる事項については、北河内４市リサイクル

施設組合（以下「組合」という。）管理者において、専決処分することができる。 

 (1) 目的物の価格が１件 1,000,000 円以下である事件についてする和解及び

調停に関すること。 

 (2) １件 1,000,000 円以下において法律上組合の義務に属する損害賠償の額

を定めること。 

 (3) １件100,000円以下において法第243条の２第８項の規定による職員の賠

償責任を免除すること。 

   附 則 

 この管理者専決処分事項の指定については、議決の日から施行する。 



事件番号 事　　　　　件　　　　　名 議決年月日 議決の結果 備　　考

― 会期の決定 会期１日間

選任同意
第  １  号

監査委員の選任について 平成16年7月26日 選任同意

議員提出議案
第     １     号

北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則につ
いて

平成16年7月26日 原案可決

議員提出議案
第     ２     号

北河内４市リサイクル施設組合管理者の専決処分
事項の指定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第  １  号

北河内４市リサイクル施設組合議会定例会の回数
に関する条例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第  ２  号

北河内４市リサイクル施設組合監査委員条例の制
定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第  ３  号

北河内４市リサイクル施設組合公平委員会設置条
例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

選任同意
第  ２  号

公平委員会委員の選任について 平成16年7月26日 選任同意

議　　　案
第  ４  号

北河内４市リサイクル施設組合公平委員会の委員
の服務の宣誓に関する条例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第  ５  号

北河内４市リサイクル施設組合職員の分限に関す
る条例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第  ６  号

北河内４市リサイクル施設組合職員の懲戒の手続
及び効果に関する条例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第  ７  号

北河内４市リサイクル施設組合職員の職務に専念
する義務の特例に関する条例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第  8  号

北河内４市リサイクル施設組合職員の育児休業等
に関する条例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第  ９  号

北河内４市リサイクル施設組合議会の議決に付す
べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第 １０ 号

北河内４市リサイクル施設組合財政状況の公表に
関する条例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第 １１ 号

北河内４市リサイクル施設組合行政手続条例の制
定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第 １２ 号

北河内４市リサイクル施設組合情報公開条例の制
定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第 １３ 号

北河内４市リサイクル施設組合個人情報保護条例
の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第 １４ 号

北河内４市リサイクル施設組合が設置する一般廃
棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦
覧等の手続に関する条例の制定について

平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第 １５ 号

平成16年度北河内４市リサイクル施設組合予算 平成16年7月26日 原案可決

議　　　案
第 １６ 号

北河内４市リサイクル施設組合指定金融機関の指
定について

平成16年7月26日 原案可決

平成１６年７月２６日組合議会臨時会付議事件一覧表


