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（午後２時 00 分  開会） 

○議長（津上 敏広君）  どうも皆さん、本日はご苦労さまでございます。開会に先

立ちまして事務局長に議員の出席状況を報告させます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  本日の会議のただいまの出席議員は 13 名でございま

す。以上で報告を終わります。 

○議長（津上 敏広君）  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定例

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

します。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  定例会の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平成 16 年第１回定例会を招集させていた

だきましたところ、議員の皆様におかれましてはご多用の中をご出席いただき、誠に

ありがとうございます。 

  本日は、行政報告と北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則の一部改正、そし

て一般質問の日程でございます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

  また、21 世紀は環境への負荷の軽減や循環型社会の構築に向け「循環型社会形成推

進基本法・容器包装リサイクル法」などのごみ減量化・リサイクルの推進により、焼

却処分から分別・再資源化へ大きく転換しておるところでございます。その他プラス

チック製容器包装・ペットボトルの分別・再資源化を積極的に推進するため、選別・

圧縮梱包処理施設「（仮称）北河内４市リサイクルプラザ」の整備に向けて、北河内４

市リサイクル施設組合の果たす役割を十分図っていく所存でありますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

  以上、誠に簡単でありますけれども、開会にあたりましてのごあいさつといたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）  次に本定例会の会議録署名議員の指名を行います。会議録

署名議員は北野志郎議員、扇谷昭議員の２名を指名します。 

  日程第１、会期の決定を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は、本日１

日としたいと思います。これにご異議ございませんか。 
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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。よって本定例会の会期は、本日１

日と決定しました。 

 日程第２、行政報告を議題とします。理事者から説明を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  今定例会に提出予定議案として行政報告させていただ

きたくお願いを申し上げましたところ、行政報告として進捗状況のご報告の機会を与

えていただきましてありがとうございます。 

  それでは、ただいまご上程いただきました行政報告参考資料についてご説明を申し

上げます。行政報告参考資料の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  （仮称）北河内４市リサイクルプラザの経過及び概略のスケジュールについてでご

ざいます。事業の関連といたしまして、経過につきましてご報告します。 

  平成 16 年６月１日、一部事務組合を大阪府知事の許可を得まして、北河内４市リサ

イクル施設組合として発足をいたしました。平成 16 年７月 16 日、測量委託をいたし

ております。７月の 26 日でございますが、北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会

を開催していただきました。平成 16 年度の予算と条例等ご審議を賜りました。８月

31 日、整備計画関連を委託いたしております。 

  次に今後の予定でございます。11 月 29 日、本日ですけども、第１回定例会を開催

していただいております。16 年の 12 月から３月にかけまして整備計画書を作成し、

国庫補助金として大阪府・環境省のヒアリング等受ける予定でございます。また同時

に、同じ時期になるかと存じますが、用地の交渉を行ってまいります。17 年の２月に

なりますけども、北河内４市リサイクル施設組合議会平成 17 年の第１回定例会を開催

していただく予定でございます。同じく平成 17 年の２月に各市において都市計画審議

会の開催をお願い申し上げます。平成 17 年３月でございますが、都市計画決定の告示、

各市においてしていただく予定でございます。平成 17 年の４月には国庫補助金の内示

をいただきたいと思っております。17 年の６月でございますが、施設建設工事の入札、

仮契約等に進んでまいりたいと考えております。次に 17 年の７月ですけども、北河内

４市リサイクル施設組合議会の臨時会を開催を予定いたしております。17 年の７月か

ら８月にかけて国庫補助金の交付申請、それから 18 年の 12 月に施設建設工事完了の

予定でございます。 

  次ページは平成 16 年６月１日の組合の設立許可から平成 18 年度の施設建設工事完

了・竣工までを一覧表にさせていただいたものでございますので、よろしくご参照い
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ただきたいと存じます。 

  続きまして資料の２、北河内４市リサイクル施設組合専門委員会等の経過というこ

とになっております。これにつきましては３ページから４ページの方に大阪府立産業

技術総合研究所における廃プラの圧縮試験から北河内４市リサイクル施設組合専門委

員会の経過、住民への説明会等の経過を日程ごとに掲載をいたしております。では簡

単に内容だけをご報告申し上げたいと存じます。 

  16 年の８月の 21 日と 22 日に試験試料を収集いたしました。８月の 25 日と 26 日に

専門委員会資料として既に配布しておりますけども、収集した廃プラを圧縮して実験

を実施いたしました。その結果についても既に配布をさせていただいております。 

  続きまして北河内４市リサイクル施設組合専門委員会の経過でございます。９月の

２日に第１回北河内４市リサイクル施設組合専門委員会を設置いたしまして、第１回

目を開催いたしております。専門委員として大阪大学教授・藤田正憲氏、大阪産業大

学教授・尾崎博明氏、摂南大学教授・中室克彦氏、ゾネ・フラウ環境研究所の上田由

起氏、以上の４名の方を委員として９月の２日に第１回の専門委員会を開催させてい

ただいております。次に 10 月 14 日、第２回目として北河内４市リサイクル施設組合

専門委員会を開催させていただいております。この日は主として建設予定地、寝屋川

市が現在やっている類似施設等の視察をしていただいております。第３回目として平

成 16 年 11 月１日に第３回北河内４市リサイクル施設組合専門委員会を開催しており

ます。この３回目から住民団体のご推薦をいただいております専門委員３名を加わっ

ていただいて７名で再構成をいたしております。３人の方々は東京大学教授の柳沢幸

雄氏、京都大学教授の植田和弘氏、大阪府立大学名誉教授の角岡正弘氏の３名で、合

計７名ということになります。平成 16 年 11 月８日に北河内４市リサイクル施設組合

専門委員会の委員としてお願いをいたしました角岡正弘教授から辞退届の提出がござ

います。16 年 12 月に北河内４市リサイクル施設組合の第４回目の専門委員会を 12 月

中旬に開く予定にいたしております。 

  次に住民への説明会等の経過でございます。16 年の６月５日、地元 15 自治会の自

治会長にお集まりいただきまして寝屋川市役所において自治会長レベルの説明をさせ

ていただいております。16 年の９月 18 日、地元 30 自治会の会長及びその他役員の方々

を対象に約 90 名の参加でもって寝屋川市民会館において説明会をいたしております。

16 年の９月 29 日、都市計画に基づく素案の説明会を約 400 名の参加をいただきまし

て寝屋川市民会館で行っております。16 年の 11 月６日、都市計画に基づく公聴会を
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開催いたしました。公述人として 43 名の方、傍聴者 224 名で寝屋川市民会館で行って

おります。この公聴会における公述の内容でございますが、賛成意見として寝屋川、

枚方合わせて６名の方、反対意見として 37 人の方に反対意見をいただいております。

反対の主な理由ということでは、住民の合意が十分でない。安全性の確認がされてい

ない。なぜ寝屋川のこの場所に建設されるのか理解ができないなどでございます。 

  以上、大変簡単ですけども、府立産業技術総合研究所における圧縮試験の概要等に

ついてご報告申し上げました。 

  続きまして専門委員会の具体的な経過について、寺西次長の方が説明をいたします

ので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）  寺西喜久雄次長。 

○事務局次長（寺西 喜久雄君）  北河内４市リサイクル施設組合専門委員会の議事

録の要旨を説明させていただきます。 

  まず第１回目につきましては 16 年９月２日、これは当初４名でスタートさせていた

だきました。メンバーにつきましては、行政報告書の参考資料の中の 17 ページにメン

バーを記載させていただいてます。内容といたしましては、委員の紹介、設置要綱の

説明、（仮称）北河内４市リサイクルプラザの概要説明、それと大阪府立産業技術総合

研究所の廃プラの圧縮試験についての試料の収集、あるいはその内容等の説明でござ

います。特に設置要綱の説明につきましては、趣旨として組合が設置する圧縮梱包処

理施設が近隣に居住する住民生活に影響が懸念される事項に対応することで、安全は

施設の建設と円滑な廃プラ処理を行うものであるという説明と、担任事務につきまし

ては、住民生活の安全の確保を図るため組合が実施した環境調査や必要な事項を調査

し及び審議すると。また、結論等につきましては、委員出席のもとに住民説明会を開

催するというものでございます。 

圧縮試験の内容といたしましては、大阪府立産業技術総合研究所の真空プレス機を

お借りして実験を行いました。この真空プレス機と申しますのは、圧縮することにお

いて中の圧縮したガスが外に漏れない、あるいは外のガスの影響を受けないというこ

とで、密閉式の真空プレス機をお借りして実験をしたものでございます。プレス機の

チャンバーの容積は 140 リットルのチャンバーの中で行いました。チャンバーの中の

温度は 26 度前後で、圧縮することにおいても温度上昇は見られませんでした。圧縮時

のプレス内の気圧は 750mm/Hg、ほぼ１気圧であったものが、圧縮することにおいて 762

㎜ /Hg、これは圧縮することにおきまして直径 150 ㎜のプレス機のシリンダーが上昇す
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ることにおいて真空プレス機内のチャンバー内の容積が減るため、その容積分だけが

気圧が上がったということでございます。ただし、圧縮することにおいて中のガスを

サンプリングする際、20 リットルのサンプリングをしたわけですけども、そのことに

おいて逆に中の圧力は減少すると。この圧縮試験におきましては、当産業技術総合研

究所はいろんな実験をされておりまして、部屋の中にいろんなガスが出ております。

そういうことでチャンバー内にそういうガスの影響がないように窒素ガスを充填して

実施いたしました。圧縮試験の結果につきましては、先般配布させていただきました

専門委員会の関係資料をご覧いただきたいと思います。今回の圧縮試験は廃プラスチ

ック、要するに市民から出されたごみの廃プラを１㎏を圧縮し、容積 1４0 リットルの

中で出たガスを分析したものでございます。実際、分別基準適合物と申しますのは、

約 250 ㎏の廃プラの塊です。ですから１㎏に対して 250 ㎏の場合に換算した場合、ど

れだけのガスが出るか。あるいはその作業場の中で実際そのガスがどのぐらいになる

かという換算をするように専門委員会からご意見がございました。 

  もう１点は、類似施設の調査につきましては、現在寝屋川市で行っております圧縮

梱包処理施設のサンプリングをした結果と、この敷地境界線で行った測定結果の報告

をさせていただきました。 

  第２回目につきましてはこの 10 月の 14 日に開催させていただきました。そのとき

は住民側から新たに３名の委員さんの推薦がございましたので、その開催日が 11 月１

日に開催されるということで、第２回目の委員会におきましては大阪府立産業技術総

合研究所の測定結果については審議に入らず、11 月１日にお願いいたしました。２回

目の審議の内容といたしましては、杉並病についての裁定書、これは報道版を用いて

説明させていただきました。それと杉並の中継所のごみ質の違いと今回４市が行う廃

プラ施設のごみ質の違いの説明、説明会終了後、建設予定地をご視察いただきました。 

  第３回目につきましてはこの 11 月１日に開催させていただきました。このときには

住民推薦の３名の委員さんも参加していただき、１名欠席だったんですけれども、開

催させていただきました。このときには産業技術研究所で行った実験内容についての

審議をお願いいたしました。実験室はいろんな実験に使用されており、そのため実験

室にはいろんな物質が飛散しております。それらの物質が圧縮試験に影響しないよう

に真空プレス機の中に窒素ガスを充填して実験を行いました。先生方のご意見として、

窒素置換を行うことにより酸化反応が抑制され、測定結果が過小評価になるのではな

いかというのが１点と、純プラスチックを圧縮することと廃プラを圧縮することにお
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いては分析データが違うのではないかという議論がなされました。 

次の２点について改めて追加圧縮試験をするよう委員長から要請がございました。

まず１点は酸化反応の確認、２点目には測定結果の検出物はプラスチックから出てい

るかどうかの確認。１つ目の酸化反応の確認につきましては、真空プレス機内に純エ

ア、先般は窒素ガスを充填したんですけども、今度は純エアを入れて実験を行うよう

にと。２点目のプラスチック由来につきましては、プラスチックの中のポリプロピレ

ンあるいはポリエチレン、ポリスチレンの汚れのない、さらのそういうプラスチック

を使って実験を行うようにという要請でございました。早速試料をつくる手立てで、

分析項目につきましても 28 項目すべて行わなくてもよいという中で試験要項をつく

り、各委員さんにご了解をとるようにということでご指摘ございました。詳細につき

ましては議事録要旨をご参照いただきたいと思います。ただ、３回目の今日お配りさ

せていただいてます議事録につきましては若干テニオハ等変わる部分がありますので、

よろしくお願いします。 

  なお、追加試験は先般実施いたしました。廃プラの収集につきましては 11 月の 18

日と 19 日に寝屋川市の各ステーションから出た廃プラを収集させていただいて、圧縮

試験の試料づくりにつきましては 20 日、21 日に試料づくりを行いました。その試料

を 25 日と 26 日に大阪府立産業技術総合研究所で分析を行いました。分析結果がまと

まるのは 12 月上旬ぐらいになろうかと思います。なお、圧縮試験の試料の作成あるい

は大阪府立産業技術総合研究所の試験につきましては、地元住民の方々もご参加いた

だいて見学していただいておりますので、以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（津上 敏広君）  本件に対する質疑は行いません。ご了承願います。 

  質疑は、本日このあとの一般質問で行っていただくようにお願いします。 

  以上をもって行政報告の聴取を終結します。 

  日程第３、議員提出議案第３号 北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則の一

部改正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。下野議員。 

○11 番（下野 照二君）  議員提出議案第３号 北河内４市リサイクル施設組合議会

会議規則の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 

  この改正は、今年度内に議員派遣として先進都市研修、いわゆる行政視察を実施す

るため、必要な会議規則を改正しようとするものです。これは地方自治法第 100 条第

12 項に基づくものです。地方自治法第 100 条第 12 項には、会議規則の定めるところ

により、議会は議員を派遣することができると規定されております。したがって、会
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議規則の定めがなければ議員派遣を実施できないことになりますが、現行の会議規則

には議員派遣に関する規定を置いておりません。そこで、必要な条項の追加を行うも

のであります。 

  改正の内容は、現行の 97 条を 98 条とし、その前に、新たに 97 条を追加します。 

新たに追加する 97 条は、議員派遣は、議会の議決で決定することを原則とするが、

特に緊急を要する場合又は閉会中は議長が決定することができる旨、定めようとする

ものです。 

  第２項は、その際、目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければなら

ない、という内容でございます。 

  これらの文言は、大阪府下で多く採用されている会議規則の文言と同じでございま

す。 

  なお、議会の開会中に議員派遣を行うことは、現実には滅多にありませんので、事

実上は議長の決定することになります。 

  また、この会議規則の規定は、大阪府下で多く採用されている文言と同じです。 

  運営方法としましては、現在、枚方市、寝屋川市、交野市、四條畷市で行われてお

ります議員派遣の運営方法と変わるところはございません。 

  以上、議員提出議案第３号 北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則の一部改

正についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可

決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。 

 これから議員提出議案第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。 
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  日程第４、一般質問を行います。なお、質問者の質問時間には 15 分以内という時間

制限の申し合わせがあります。また、発言回数は３回までですので、念のためにお知

らせをします。 

  ただいまから順次質問を許します。まず坂野議員の質問を許します。坂野議員。 

○13 番（坂野 光雄君）  日本共産党交野市会議員の坂野光雄です。今年６月に施設

組合が設立されて初めての定例議会であり、 初の一般質問を行わせていただきます。 

  現在、４市共同で廃プラスチックの圧縮梱包を行う施設に対し、寝屋川市民をはじ

め４市の住民の中で廃プラの圧縮により化学物質が発生し、健康に被害を与えるので

はないかと心配する声が多数出てきております。25 日には施設建設の凍結を求める約

８万人の請願が寝屋川市議会に提出されています。 

  それでは質問に入ります。１番目の項目は、廃プラの圧縮と化学物質の発生と健康

被害の問題です。1996 年に不燃ごみを圧縮する中継施設が東京杉並区に設置され、周

辺住民が頭が痛い、目が痛い、手足がだるい、咳や痰が出る、皮膚がかゆいなどの健

康被害を訴えられました。いわゆる杉並病と言われるものです。この杉並病に対し公

害等調整委員会は、健康不調の被害の原因は杉並中継所の操業に伴って排出された化

学物質によるものであると裁定しています。４市共同廃プラ処理施設も杉並と同じよ

うに廃プラを圧縮します。住民の方が化学物質の発生と健康被害への心配をされるこ

とは当然のことです。 

１点目の質問です。杉並中継所では約 500 種類の化学物質が検出され、健康に被害

を与えていますが、化学物質が毒性があり、健康に被害を与えることに対しどのよう

に考えていますか。 

  ２点目は、廃プラを圧縮・破砕・摩擦すれば、プラスチックの分子や添加物がガス

化し放出されることは科学の常識と言われています。このことに対しどのように考え

ていますか。 

  ３点目は、どのようなデータをもって判断しているのか、お伺いします。現在、施

設組合が持っているすべてのデータ、資料の議会への提出を求めます。 

  ４点目は、化学物質が発生し、健康に被害が及ぶと予測されますが､対策をどのよう

に検討しているのか、示してください。 

  ２番目の項目は生活環境影響調査についてです。新たな廃プラ処理施設の稼働は当

然のこととして環境に負荷を与えます。そして多くの住民が健康被害を心配している

からこそ、施設の稼働による生活環境影響調査が重要となっています。また、ごみと
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いう環境問題を扱う事業で新たな環境破壊を生み出すことは許されません。 

  １点目の質問は、生活環境影響調査結果の縦覧等の手続き条例が定められています

が、調査、縦覧の日程がどのようになるのか、答弁ください。 

  ２点目の質問です。２年前に守口市を含めた５市で生活環境影響調査報告書を作成

していますが、そのときの予測項目は二酸化窒素、浮遊粒状物質、粉塵などの大気と

騒音、振動、悪臭だけでした。今回の生活環境影響調査には化学物質の発生や影響を

含めるべきと考えます。 

  ３点目は、この施設の隣に民間の廃プラリサイクル工場が建設されており、また巨

大な第二京阪道路が予定されています。複合汚染の恐れが予測されます。４市廃プラ

施設だけの生活環境影響調査でなく、民間工場、第二京阪道路を含めた影響調査が必

要と考えますが、必要性についてどのように考えていますか。 

  ４点目は、生活環境影響調査について第三者機関による評価が重要と考えます。大

阪府環境影響評価条例では、環境影響評価審査会の設置を義務づけています。評価機

関をどのように考えているのか、答弁ください。 

  以上、 初の質問といたします。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  北河内４市リサイクル施設組合に関して廃プラスチッ

クの圧縮梱包処理をすることに伴っての一連のご質問についてお答えを申し上げま

す。 

  まず１点目の環境アセスの調査の時期というような部分がございましたけども、そ

れについてはあとにさせていただきます。廃プラスチックを圧縮梱包処理することに

伴っての一連のご質問についてお答えを申し上げます。廃プラスチックを圧縮するこ

とにより、化学物質が発生するのではとご懸念をお持ちですが、私どもは見掛け比重

0.25 程度の圧縮処理では健康に影響を与える化学物質が発生するとは考えておりま

せん。大阪府立産業技術総合研究所における圧縮試験によりますと、圧縮に伴いプラ

スチック由来の化学物質の発生はないか、あってもごく微量であると認識いたしてお

ります。第３回目の専門委員会でご指摘いただいた方法のもとで、追加の圧縮試験を

現在行っております。このことが明らかになると思います。 

  次に組合が作成した資料、データにつきましては、組合議員の皆様には先日、お配

りをさせていただいております。 

  健康被害の不安に対する対策につきましては、施設内を負圧にし、プラットホーム
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等の開口部にはエアカーテンを設置いたしてまいります。また、排気口には集塵機や

吸着装置なども設置し、周辺住民への安全対策につきましては万全を期してまいりた

いと思います。 

  次に環境アセスの関連で、いつ調査を行うのか、それから縦覧の時期はというご質

問でございますが、現在、交通調査の追加調査を行っております。縦覧の時期でござ

いますが、平成 16 年の 12 月から翌年の１月にかけて縦覧を行う予定にいたしており

ますので、ご了解を賜りたいと思います。 

  次に生活環境影響調査についてのご質問でございます。化学物質の環境影響評価に

つきましては、平成 10 年 10 月厚生省策定「廃棄物の処理施設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策定「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」の調査項目にも該当しておりません。また、環境基本法

に定められた環境基準、大阪府生活環境の保全に関する条例に定める排出基準並びに

大阪府環境総合計画や大阪府地域公害防止計画等、大阪府が定めました排出基準に関

する計画及び方針にも規定されておらず、評価基準がないという状態でございますの

で、実施はいたしておりません。 

  なお、化学物質による健康被害の影響につきましては、住民の不安を払拭するため、

現在専門委員会におきまして安全性についてご審議をお願いいたしております。 

  また、周辺施設の影響も含めた環境影響調査につきましては、関係機関等の協力を

得まして、入手可能なデータをもとに予測をいたしまして、その結果を５市で行いま

した生活環境影響調査書の必要項目について修正をしてまいりたいと存じております。 

  次に専門委員会による生活環境影響調査の評価につきましては、生活環境影響調査

は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められる手続きに従いまして実施をす

るものでございます。専門委員会にご審議をお願いする内容とはなっておりませんの

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）  坂野議員。 

○13 番（坂野 光雄君）  それでは再質問をさせていただきます。たったかたったか

答弁されたら書く暇もないぐらいよく分からないですけどね。私が一番 初に質問し

たのは、化学物質が毒性があるのかどうかということを 初にお聞きしたんです。と

ころが今の答弁は、この予測される発生する化学物質は健康被害の状況には至らない

みたいな、そういう答弁だったんですけども、私は化学物質が毒性を与えるのかどう

なのかと、ここがまず基本ですわね。そして、その化学物質が廃プラ施設から発生し
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ているのかどうかということを２点目にお聞きしたんです。毒性があるというのは、

これはもう周知のことだという具合に考えております。これはいろんなデータがござ

いますが、例えばプラスチックのポリエチレンからはトルエンとか二酸化硫素とかイ

ソプロピロアルコール、エチルアセテート、ノルマルヘキサンとかいろんな化学物質

が発生して、それが麻酔性や、また目が赤くなったり、皮膚や喉を刺激するとかこう

いうことが、これはもう常識として明らかになっているんじゃないかなという、まず

その認識を持つことが大事だろうという具合に考えます。 

  そして、その廃プラから化学物質が発生するかということで、今回のこの大阪府立

産業技術総合研究所に依頼しているデータから見ても、これは化学物質が発生してい

る。健康に被害を与える量かどうかは別問題にして、発生しているというのは確かな

ことなんですね。そしてまた、寝屋川のクリーンセンターでの廃プラの圧縮したとき

の化学物質の発生についても、住友金属テクノロジー株式会社に依頼した調査におい

ても化学物質が発生していると。毒性があり、廃プラから化学物質が発生していると、

まずここのところをきちんと押さえておくことが必要じゃないかなという具合に考え

ております。 

  そして杉並の問題とこの４市との廃プラの違いも、ごみの違いも一部言われており

ますけども、だけど杉並のところではやはり半数以上が廃プラであり、そしてまたこ

の処理方法においても杉並ではごみを２分の１に圧縮だったけども、この４市におい

ては 10 分の１に圧縮すると。圧縮する力や、また圧縮する速度がこの４市の方がはる

かに多いということから見ても、杉並よりもより以上の化学物質が発生するという可

能性があるのではないかという具合に考えておりますので、やっぱり新たに施設をつ

くるこういう組合では本当に住民への健康の問題、慎重に検討していく必要があるん

じゃないかという具合に考えております。そういう態度が今見られないというところ

が一番の問題じゃないかなということを指摘しておきます。 

  続いてこの北河内４市のリサイクルプラザの都市計画案の縦覧が 12 月 13 日から 27

日まで、そして意見書の提出についても広報で掲載されました。一方で生活環境影響

調査結果の縦覧等の手続き条例が制定されておるわけですが、そしてまた今、専門委

員会として化学物質の調査を行っている。都市計画の手続きと生活環境影響調査の手

続き、そして専門委員会の調査の手続き、この３つが整合性がなく、また時期におい

てもばらばらに行われているということがやはり一番大きな問題じゃないかなという

具合に考えてます。 
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 その問題点の１点目は、11 月の６日に都市計画審議会の公聴会が開催され、43 人の方

が意見陳述され、37 人の方が施設建設の凍結を求めるものでした。そしてその意見の

中心は、廃プラの化学物質による健康被害を心配したものでした。化学物質を含めて

生活環境調査が都市計画案の縦覧の場に提出されなければ、住民の健康被害への心配

がなくならないということは当たり前のことです。だから都市計画案の縦覧、意見提

出、こういうときには生活環境調査の報告書を提出するというのは、これは 低限の

義務じゃないかなという具合に考えます。 

  ２点目は、都市計画決定が廃プラ処理工場の位置と面積であるとしていますけども、

位置や面積を決めることにおいても、その場所でいいのか、その面積でいいのかとい

うことを決めるときにおいても、周辺への環境影響がどのようになるのかという判断

が必要になってきます。私も交野の都市計画審議会の委員ですけども、そういう判断

材料がなければ、環境影響評価が行われていなければ判断できないという、そういう

ことにもなってまいります。だから都市計画のときにはきちんと環境影響評価が行わ

れる、このことが当然のことじゃないかと考えます。 

  ３点目は、生活環境影響調査結果の縦覧等の手続き条例、この条例では住民への縦

覧と意見書の提出を決めています。そして専門委員会の設置要綱では、住民に説明会

を開催することを決めているんですね。生活環境影響調査の方は住民への縦覧と意見

書の提出、また別に専門委員会は住民に説明会を開く。こういうばらばらに行うんじ

ゃなく、やっぱり統一的にきちっとする必要があるだろうという具合に考えてます。

そしてまた専門委員会の要綱で、環境調査を審議しと定めているんですね。だからこ

の専門委員会の要綱の中でも環境調査を審議しといったら、当然化学物質だけじゃな

くして生活環境調査、このことも含めるということが条例の中ではすることができる

ので、このことも求めていきたい。だから化学物質を含めた生活環境影響調査を専門

委員会が審議して、まずそれを住民に説明して、それから縦覧、意見提出、こうすべ

きだと考えます。 

  それでは質問しますが、理事者側、管理者側はこの都市計画手続き、生活環境調査、

専門委員会の検討、この各々の３つの整合性をどのように考えているか、答弁してく

ださい。 

  そしてもう１つ、環境調査ではこの４市の施設、民間施設、第二京阪道路の複合汚

染心配されます。だからこれの総合アセスをきちっとする。これを施設組合がするの

か、それとも寝屋川市が行うのか、どうするのか答弁を求めます。以上です。 
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○議長（津上 敏広君）  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専門委員会、都市計画審議

会の審議、それから併せて私ども４市リサイクル施設組合が行う環境影響調査の整合

性の問題についてでございます。まず専門委員会は現在ご審議を行っていただいてお

りますけども、基本的にはこの私どもが設置する圧縮梱包処理施設が近隣に居住する

住民生活に影響が懸念される事項に対し対応することで、安全な施設の建設と円滑な

廃棄物処理を行うため、北河内４市リサイクル施設組合専門委員会を設置するという

ことになっておるものでございます。この専門委員会は管理者の求めに応じて組合の

施設について住民生活の安全を図るため、組合が実施した環境調査や必要な事項を調

査し、及び審議し、並びにその結果を管理者に報告するということになっております

ので、一番 初にこの専門委員会が一定の結論を出すということになろうかと存じま

す。 

  併せて私どもは現在この専門委員会と並行しながら先に実施をいたしました北河内

５市の生活環境影響調査の補充事項ということで交通等の調査についてを現在進めて

おりますので、この専門委員会との結論の時期には十分整合がとれるというふうに認

識いたしております。 

  併せまして、先ほどご質問のございました環境アセスの縦覧の時期については、こ

の結論を得て当然縦覧をしたいということでございますので、今年の 12 月から１月ぐ

らいの間に縦覧期間には間に合わすことが可能だというふうに認識いたしております。 

  次に都市計画審議会には現在お求めいただいているような生活環境影響調査の結果

等は提出することが義務づけられておりませんので、ご理解を賜りたいと思います。

以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  大変失礼をいたしました。先ほどのご答弁の中で総合

アセスという表現でございますけども、私どもは周辺施設、第二京阪道路、民間リサ

イクル施設の影響も含めた環境影響調査につきましては、関係機関等の協力を得て入

手可能なデータをもとに予測して、その結果を５市で行いました生活環境影響調査書

の必要項目ということで修正をしてまいるということで前段にご答弁申し上げてお

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）  坂野議員。 

○13 番（坂野 光雄君）  初に都市計画手続きのところで法的に定められていない

 13



からやらないと、こういう考え方ではだめですね。やっぱりそれがやる方がいいんか

どうか、そういう判断でやるべきだと考えます。 

  後に、ごみ問題というのは環境問題で新たな環境破壊、健康被害を起こしては何

もなりません。住民も納得できる環境調査を十分行うことが求められています。今、

行政、施設組合は施設建設を急ぐことなく、環境調査を十分行うことです。９月１日

に杉並病で被害に遭われ、わずかな化学物質にも症状が出る中枢神経機能障害と診断

された女性が損害賠償を求めて訴訟を起こしました。廃プラ処理に伴う化学物質の健

康被害は新たな問題です。被害が出てからの対策では遅いのです。事前予防対策こそ

が求められています。 

  さて、このことは議会としても当然安全、健康に責任を持たなければなりません。

専門委員会の報告が出されれば議会への説明と質疑の場を設けることが必要と考えま

す。また、生活環境調査報告書ができれば議会への説明と質疑の場が必要と考えます。

管理者と議長に対し、臨時議会等開催し、十分検討を行うことを要望いたします。そ

の場合は質問回数３回、15 分以内との制限を外すことを要望して終わりといたします。 

○議長（津上 敏広君）  これにて坂野議員の質問を終結します。次に小野議員の質

問を許します。小野議員。 

○１番（小野 裕行君）  皆さんこんにちは。枚方市の小野でございます。通告に従

いましてといいますか、通告順序を若干変えさせていただきます。２番目の稼働後の

安全対策を１番に持っていきまして、地域住民に対する説明責任についてを２番とさ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

  今、議員の方から様々詳しいご質問があったわけですけども、私からはもっと分か

りやすくといいますか、市民感覚でご答弁いただけたらありがたいなと、その専門的

な言葉は使えませんので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

  先ほども専門委員のお仕事といいますか、役割をご説明あったわけですけども、私

も寝屋川地元住民の皆さんとお話をさせていただいたときに感じたのは、その専門委

員会が例えば施設を今後建設することについてまで云々というか、協議をするような

専門委員会の形式になっているような認識を地元住民の方は持っておられるような、

大きな期待感を持っておられる感じがしたんですね。そういう意味ではもう少し詳し

くどこまでの分限といいますか、権限をお持ちなのかを説明をしていただく必要があ

るのかなと、これは議会に対しも地元住民の皆さんに対してもきちっとした説明が要

るのかなと思いますので、これについてもご答弁をお願い申し上げます。 
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  次に専門委員会、11 月１日に私も傍聴させていただきまして、その中で様々熱心に

議論していただいていて、一番強く感じましたのは、結局は動かしてみないと分から

ないなというのが結論だったと思うんですよね。いろんな測定をされて、いろいろと

されてものすごいばらつきがあって悪い部分も出てたようですけども、なおかつその

中で一番問題なのは、廃プラスチックのみを、新しい例えば廃プラスチックを処理す

るだけでしたらそんなにばらつきのない結果なわけですけども、その中にいろんな物

質が、要するにごみとか飲み物が残っていて悪影響が出るということが指摘されてま

して、これは結局きちんとしたごみ収集体制をとらないと安全対策が講じれないとい

うのが１つですし、結果は実際に稼働して収集をして圧縮梱包してみないと分からな

いというのが実情やなというのが、聞きまして、専門委員会を傍聴させていただいて

感じた実感であります。そういう意味では、私は操業後といいますか、稼働後が非常

に大事であるなと思うわけです。地元住民の皆さんに対してもきちんと稼働してから

後、逆に言ったら枚方市の議会議員がこういうことを言うのは申し訳ないんですけど

も、寝屋川に設置していただくわけで申し訳ないんですけども、逆にであるから寝屋

川市民、地元住民の皆さんにとって絶対に健康被害の出ない施設を設置していただき

たい、こういう思いで質問をさせていただいています。ですから稼働後にきちっとし

た定期的な測定を行って、それを公表して、もし万が一悪影響が出るようなものが検

出されれば稼働を停止して、改善をする部分は改善をして、再稼働、再操業をするよ

うな形を住民の皆さんと合意をして実施することが一番大事じゃないかなというふう

に思うわけです。 

  先ほどの議員の方からもありましたように、確かに近くにクリーンセンターもあり、

民間の施設もできるわけですから、併せて地域全体の環境評価も定期的に行って、悪

影響が出ないような方策を講じることが大前提であると思いますので、よろしくお願

いします。 

  簡単ですけども、 後に専門委員会の報告とか環境アセスとか様々、都市計画決定

とかこれから手続きをとっていかれるわけですけども、やはり地元住民に対して納得

していただけるような、100％の納得がいただけないにしても、あるタイミングをみて

管理者自ら出張っていただいて地元住民の思い、気持ちをしっかり聞いていただいて、

それを受け止めて極力地元住民が納得できるような、100％とはいかなくてもそういう

施設を設置していただくようにお願いを申し上げます。ぜひともこれもご答弁いただ

けますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  初に施設稼働後の安全対策ということでご質問をい

ただいております。専門委員会の設置や経費につきましても十分な説明責任を果たす

一環として、先の臨時会に予算を提案させていただきましたものでございます。ご提

案の稼働後の検査や調査につきましても、定期的にモニター調査などを行い、必要な

内容を検討してまいりたいと存じております。 

  それから今１つ、専門委員会の役割について若干のご質問がございましたが、私ど

もは今回の施設の建設にあたりまして周辺住民の方々に影響を与えないというのがま

ず前提でございます。影響を与えないためにはどのような設備をすればいいのかとい

うことも含めて検討をし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。 

  次に地域住民に対する説明責任についてのご質問でございますが、本事業は、４市

から分別収集しました容器包装プラスチック類やペットボトルを圧縮梱包・保管し、

再生資源事業者へ引き渡すものでございますが、この中間処理の工程におきまして、

近隣に居住する住民生活への影響が懸念される事項については説明すべきことが も

重要な点であろうと認識いたしております。そのため専門家の方々にご協力をいただ

きまして、住民生活の不安を払拭するため、プラスチックの圧縮工程を中心に、どの

ような物質の発生・飛散があるかを様々な角度から調査をいたしまして、検証・検討

いただいている状況でございます。また、説明の信頼性を確保するという観点からも、

検討した内容と結果の説明につきましては、専門委員の方々から直接住民の皆さんへ

行っていただくこととしており、多くの住民の方々にご理解いただける形で説明をし

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  それではお答えを申し上げます。私どもこの施設につき

ましては万全を期してまいりますし、安全性、とりわけ健康に被害を及ぼすというよ

うなことは一切考えておりません。もう自信を持って進めていきたいと考えておりま

す。しかしながら多くの市民の皆さん方に不安を持っていただいている、心配してい

ただいているということは事実でございます。そういう意味からもこれからも説明責

任を果たしてまいりたいと考えております。もちろん私自らも時期が来ますと地域の

皆様方とじかにお話をし、ご理解を求める努力もしていきたいと、このように考えて

おります。よろしくお願いいたします。 
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○議長（津上 敏広君）  これにて小野議員の質問を終結します。次に広瀬議員の質

問を許します。広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  日本共産党枚方市会議員団の広瀬です。一般質問の機会

を与えていただきましてありがとうございます。施設の運営等についても議論を深め

たい点は多々あると思うんですけども、今もご質問ありましたようにまだまだ入口の

ところでの議論が必要ではないかと思っております。以下、通告に沿って何点かお伺

いをしていきたいと思います。 

  まずリサイクルを実施することによる市民負担についてお伺いします。各市の現在

のリサイクル率と、そしてこの施設稼働した後の実施後の予測はどのようなものか、

お伺いします。 

  次にできれば収集費用も含めて廃プラスチックをリサイクルするための各市のトン

当たりの必要コストと、現在処理されている焼却方式と比較した場合、トン当たりの

コストの差額はどの程度になっていくのか、お伺いしたいと思います。 

  次に環境負荷とコストの低減についてということで、処理ルートについてお伺いを

しておきたいと思います。廃プラの処理には指定法人ルートと独自ルート、こういう

ルートがあるわけですが、基本方針では指定法人ルートで行うと決めておられます。

この理由は何か、お伺いいたします。 

  指定法人ルートで行った場合の落札方法はどのような方式になっているのか、併せ

てお伺いをいたします。 

  次に２つ目といたしまして廃プラの処理についてなんですけれども、分別した廃プ

ラが実際にどのような形で処理をされているのか。これは私どもにとっても気にかか

る問題です。馬場市長の方からも冒頭にごあいさつがあったように、できるだけ環境

負荷を低減して、そしてコストも抑制できる手法をやはり選択していただきたいとい

うふうに思います。現在ある処理方法の中で、マテリアルリサイクル、材料リサイク

ルについては、ペットからペットへというような技術も生まれていますが、その他の

プラについては非常に混合物が多いために、マテリアルリサイクルに取り組む再生事

業者は、自治体が収集した廃プラの中から再生材に適さない異物を選別し、分別回収

したその他プラのうち、再生材料として活用できるものというのはその半分にしかな

らないというふうに一般的にですけれども言われています。除去した雑多なプラスチ

ックごみというのは、また廃棄物になって戻っていくと言われています。また、プラ

スチックのマテリアルリサイクルは拡散型のリサイクルであって、添加物が揮発、溶
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出することを通じて至るところで環境汚染をもたらす恐れがあるとも言われています。

リサイクルはマテリアルが優先というのが基本の考えになっているわけなんですけれ

ども、こうしたこと等からプラスチックのマテリアルリサイクルについては様々疑問

の声が昨今上がっているところです。組合としてこうした問題をどのように認識され

ているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

  次に発砲スチロールの白色トレイの店舗回収についてお聞きをしておきたいと思い

ます。現在の容リ法では事業者負担よりも自治体負担が重く、費用負担のあり方の見

直しをしてほしいといことで自治体からは意見を上げているわけですが、そうした中

でこの白色トレイの回収は自治体負担を全くかけずに実施がされていて、独自ルート

で処理する大手事業者などは企業コストの削減にもつながっていると言われています。

今度の広域リサイクルが行われることによって自治体ルートが確立することによって、

税投入が必要となる回収ルートへの移行が見込まれるわけですが、店舗回収に回って

いる量のうち、どの程度が自治体収集に回ると想定されているのか。また、既に寝屋

川市さんでは回収を実施されているわけですので、状況等が分かれば教えていただき

たいと思います。 

  後に地元合意の問題です。先ほどからいろいろ話がされているわけなんですけど

も、やはり住民の皆さんの話を伺っていると、民間工場の進出とあわせて不安を抱い

ておられるというような感がいたします。そういう意味では先ほどからご答弁ありま

したように、地域全体の総合的なアセスというのがやはり必要ではないかなというふ

うに思います。ただ、今問題となっているのは、廃プラスチックの処理によってどん

な問題が起こるか分からないよと。今まで決められている基準では測れないような問

題というのがたくさんあるんじゃないかと。だから今あるガイドラインやなんかでア

セスをしてみても、本当に住民の皆さんが不安に思っているような中身について環境

のリスクが測れるのかといったら、そうではないところに事務局もなかなかご苦労さ

れていると思うんですけれども、難しい点があるように思うんです。そういった点か

ら考えると、やはり事前のアセスどんなふうにしていったらいいんだろうか。どうす

れば住民の皆さんが安心できるようなアセスになるのかということも含めて、やはり

住民の皆さんとよく話し合っていただきたいですし、そうしたことについて専門家の

皆さんからも助言をいただいて、そして専門家による評価の実施・検討をしていただ

きたいと思うんですけれども、こうした努力もなしに合意を得ることはできないとい

うふうに思うんですが、この点については再度ご答弁をいただきたいと思います。 
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  それから民間工場と広域リサイクル施設との関係はどういうものなのかというのを

伺っておきたいと思うんです。住民の方々は４市の廃プラが隣接の民間工場で処理を

されるということを前提にしておられます。この点はどうなのか、お答えをいただき

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）  それでは廃プラスチックの処理のあり方についてのご

質問から順次ご答弁を申し上げたいと存じます。各市の現在のリサイクル率でござい

ますが、集団回収を除きまして収集量により算出いたしますと、枚方市 5.2％、寝屋

川市 12.2％、四條畷市 3.2％、交野市 7.0％、本事業による平成 22 年度のリサイクル

量をそのまま当てはめまして算出いたしますと、リサイクル率は枚方市 12.3％、寝屋

川市 12.9％、四條畷市 7.7％、交野市 12.3％になると推計いたしております。 

  廃プラスチックをリサイクルするためのコストにつきましては、概算建設総事業費

につきましては約 39 億円、うち各市の負担額につきましては枚方市約 11 億 1400 万円、

寝屋川市約７億 2400 万円、四條畷市約２億 600 万円、交野市約２億 5500 万円、施設

建設後の概算維持管理費につきましては年間約２億 4400 万円で、枚方市約１億 1800

万円、寝屋川市約 7700 万円、四條畷市約 2200 万円、交野市約 2700 万円、組合運営に

要する経費といたしまして年間約 6000 万円、各市とも 1500 万円の均等負担となって

おります。 

  なお、概算維持管理経費約２億 4400 万円と組合運営に要する経費約 6000 万円を合

算いたしますと約３億 400 万円でございまして、平成 22 年度における各市の計画搬入

ごみ量１万 2574 トンで除しますと、１トン当たりの処理費用は約２万 5000 円と試算

されております。 

  焼却方式と比較した場合のコスト差につきましては、収集経費を除いた焼却費用に

つきましてはおおむね１トン当たり約１万 3000 円程度とお聞きしておりますので、コ

スト差といたしましては同じく１万 3000 円程度ということになります。 

  それから先ほど収集費用も含めてというようなご質問でございましたけども、残念

ながら私ども収集費用について把握をいたしておりませんので、申し訳ございません。 

  続きまして指定法人ルートと決めた理由でございます。容器包装リサイクル法では、

容器包装を利用して中身の商品を販売する事業者、容器を製造する事業者、さらには

容器及び容器包装がついた商品を輸入して販売する事業者の３者がリサイクルの義務

を負い、再商品化の経費を負担することとなっております。これら３者の中で一定規
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模以下の事業者についてはその義務が免除されておりまして、委託処理する量に応じ

て、この割合相当額の負担が自治体の責務となっております。再商品化経費（トン当

たり）に占めるこの割合が平成 16 年度ではペットボトルで０％、その他プラスチック

製容器包装では８％となっており、指定法人ルートでは、この分を再商品化委託に伴

って委託する自治体が負担することになっております。 

  一方、独自ルートの場合はこのルールが適用されないため、委託費用の全額を自治

体が負担することとなります。 

  容器包装リサイクル法は、 も費用のかかる分別収集や中間処理・保管を自治体の

責務としており、再商品化の部分だけで事業者の経費負担を求めている法律ですが、

技術水準を保ったリサイクルを推進することや再商品化委託における運営経費の軽減

の点からも指定法人ルートとするものでございます。 

  次に指定法人ルートでの落札方法についてでございますが、自治体の保管場所から

「分別基準適合物」を引き取り・再生処理を行う再商品化事業者の決定につきまして

は、指定法人でございます財団法人日本容器包装リサイクル協会にあらかじめ登録さ

れた事業者同士の入札によって決定されます。自治体は前年のうちに協会へ翌年度の

分別対象品目ごとに再商品化予定量を申請しておきます。北河内４市リサイクルプラ

ザの場合、４市分の「その他プラスチック製容器包装」と「ペットボトル」の２つの

品目を委託することとなります。入札は保管場所ごとに行われますので、４市分の保

管場所であるリサイクルプラザでの委託量で入札されることになります。なお、契約

期間は１年で、毎年４月１日から翌年の３月末日までとなります。 

  次に廃プラの処理で、マテリアルリサイクルについてどのような認識を持っている

のかとのご質問でございますが、容器包装リサイクル法では、何らかの材料に転換す

るマテリアルリサイクルが化学原料としてのケミカルリサイクルに優先される形とな

っております。また、その他プラスチック製容器包装の保管施設ごとに行う入札にお

いても、マテリアルリサイクル実施事業者の中で も安い単価を提示したところが希

望する量を確保できるというマテリアルリサイクル優先の仕組みになっております。

なお、熱源としてのサーマルリサイクルは容器包装リサイクル法では現在は認められ

ておりません。 

  マテリアルリサイクルがコスト面で相対的に不利なことにつきましては、リサイク

ル時点のコストだけで比較するのではなく、拡大生産者責任を適用した生産・流通過

程での対策も検討すべきと考えております。また、循環型社会を目指すためには、社

 20



会全体でリサイクルへの協力率を高めるとともに、製品のライフサイクルに応じた仕

組みと負担のあり方へ改善していくことにより、リサイクルコストの縮減を図ってい

く必要があると考えます。 

  次に発泡スチロール「白色トレイ」の店舗回収に回っている量のうち、どの程度自

治体収集に回ると想定されておるのかとのご質問でございますが、現在どの程度の「白

色トレイ」が自治体に回ってくるのか把握が困難であります。また、寝屋川市の実態

について寝屋川市環境部に照会いたしましたところ、「現在は把握していない」とのこ

とでございました。 

  続きまして地元合意についてのご質問でございますが、地域全体の総合的環境アセ

スにつきましては、周辺施設の影響も含めた環境影響調査を関係機関等の協力を得て

入手可能なデータをもとに予測いたしまして、その結果を５市で行いました生活環境

影響調査書の必要項目について修正をしてまいりたいと存じております。また、専門

委員会による評価についてでございますが、生活環境影響調査は「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」に定められる手続きとして実施するものでございまして、専門委

員会でご審議をお願いする内容とはなっておりません。しかし、化学物質の周辺環境

への影響につきましては、専門委員会でご審議をいただいております。検討した内容

と結果につきましては、専門委員同席のもとで住民の皆さんに説明を行っていくこと

としております。 

  続きまして大阪エコエリア構想についてのご質問でございますが、民間事業者は大

阪府が行った事業募集を受けて、大阪エコエリア構想に事業提案され、採択されたも

のと承知いたしております。したがいまして、私ども北河内４市リサイクル施設組合

とは一体整備とは考えておりませんので、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）  それぞれご答弁ありがとうございました。まずコストの

問題を聞かせていただいたんですけれども、収集費用は出ないということなんですが、

収集経費って非常に大きいんですよね。広域で実施をした方がスケールメリットがあ

るということで、枚方の場合だと単独で建設する場合に比べて 11 億円のコストの削

減につながるというふうに言われているわけなんですけれども、これはあくまでも単

独で建設を実施した場合の比較になっていると思うんですね。各市の負担を考える場

合は、現状と比較してどれだけのプラスアルファの支出が今後必要となってくるのか、
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あるいはその削減が可能な部分があるのか、こういうことをやはり知りたいわけなん

です。先ほど収集除いて焼却時と比べてトン当たり１万 3000 円増えるというふうに

お答えいただいたんですけれども、それに収集経費を加えたら実際はどれだけ負担が

増えていくのか。容積比で約４割を占める廃プラが削減されることによりまして、通

常の収集コストがどの程度逆に削減されるのかですね。こうした点はまだ枚方でもご

説明を伺っていないわけなんです。枚方で言えば全体の事業経費 15 年間で 117 億円

を要します。年額で７億 8000 万円と今は試算されているわけですね。これ単純に割

っただけですので、このままの支出増になるのか分からないわけなんですけども、一

体廃プラのリサイクルのためにどれだけの税負担が必要となるのか明らかにできる

だけ早くしていただきたいと思います。同時に、年度ごとの各市の負担額もおおよそ

どの程度となっていくのか。これはぜひともシュミレーションしていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

  次に住民合意の問題です。民間工場は大阪エコエリア構想に基づいて立地をされて

きたということなんですね。これは平成 15 年の３月に大阪府においてまとめられたも

ので、寝屋川市からも担当として中野事務局長がご参加いただいてたというふうに伺

っているわけなんですけども、もともと寝屋川市さんは広域での廃プラ処理を提案さ

れた際に、再資源化も提案されていたというふうに伺っています。結果的には広域で

の取り組みは圧縮梱包のみになったというふうに伺っているわけなんですけども、こ

のエコエリア構想では構想に基づいて先ほどおっしゃったように事業者からの応募が

あって、それが承認されたという経過だということなんですけども、結果として広域

施設の直近に廃プラ工場が設置されることとなりました。寝屋川市さんはもともと一

体して整備をすべきだというふうに考えてこられたわけですから、私どもから見れば

寝屋川市の行政としても深くかかわってこのプランが進行してきたというふうに伺え

るわけです。 

先ほどなぜ指定法人ルートと決めているのですかと聞かせていただいたんですけど

も、ペットボトルなんかは融化処理が可能であれば独自ルートを探ることもぜひ検討

していただくべきだと思うんですけども、現在廃プラの処理というのは指定法人に任

せていくというのが通常のルートなんだよと。指定法人ルートだと組合は独自に契約

するわけではありません。なのになぜ住民の皆さんというのは隣接の民間工場に処理

が委託されるというふうにおっしゃっているのか｡この点が非常に私としては不思議

だったわけなんですね。容リ協会に処理を委託するにもかかわらず、なぜ民間の工場
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で４市の廃プラが処理されるというふうに住民の皆さんが言っておられるのかという

ことがよく理解できなかったわけなんです。ですが先ほどお答えいただいたみたいに、

指定法人ルートの入札の方法でいくと、まずはマテリアルリサイクルが優先なんだよ

と。ですから単価がほかのケミカルなんかと比べて高くついても、まずはマテリアル

の方から落札をしていく仕組みになっているんだっていうことですよね。それから直

近にあるというので輸送コストがかからないよということがあるわけですから、これ

はもうほとんど十中八九こうなってくると隣接の業者さんに処理をお願いしていくと

いうことが確定してくるんだというふうになるんだというふうに思うんですね。指定

法人ルートを通すというやり方は非常に公正で透明なやり方だというふうに思うんで

す。ですが実際には落札業者さんというのはほぼ確定してくる。そのことを前提にし

てエコエリア構想というのもやっぱり立てられていると思うんですね。分かりやすい

です。 

しかし、これほど広域リサイクル施設と密接な関係にありながら、それは違う施設

で関係ないですよという形でしか私どもは議会の中では伺ってきていないんですね。

大阪エコエリア構想に基づく民間工場の設置というのは、広域リサイクル施設の設置

とやっぱり一体になった構想ではないかなというふうにお伺いしてて感じるわけです。

こうした一体として進められている事業であるなら、なおのことやはり全体を視野に

入れた対応を行っていくべきだというふうに考えますし、先ほど専門家委員の皆さん

というのはあくまでも広域リサイクル施設の評価をしていただくんだというお話だっ

たわけなんですけれども、全体のアセス、本当にどういう形でやっていけばいいのか

ということに関しましても、やはり先ほど提案させていただいたように住民の皆さん

の意見をよく聞くということ、そのことに対しても専門家の皆さんの意見もお聞きし

ていくということ、これをぜひ真摯に受け止めてやっていただきたいと思います。こ

の点については再度ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  まずお聞きいただいてるのは、いわゆる環境アセスに

ついてどのようにしていくのかということでございます。私どもは今回専門委員会に

おいてお願いしている事項は、まずプラスチックを圧縮する、いわゆる見掛け比重

0.25 に圧縮する中で、本当にそういう毒性の強い物質が出るのか、化学物質が排出さ

れるのかという点についてを現在調査をさせていただいております。この現在まで私

どもがお伺いしている中身としましては、見掛け比重 0.25 で固めるような状況、こ
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れは私見が入ろうかと思いますけども、お許しをいただきまして、若干私見を交えな

がら説明させていただきますと、0.25 で圧縮する程度で化学物質が発生するとはまず

考えられない。発生するとすれば、プラスチック製造過程における未反応物、いわゆ

る可塑剤が若干出るかもしれない。しかしながら、この程度の圧縮で大きな酸化反応、

エコメカケミカル反応とかそういう類のものが出るはずがないんだというふうにお

伺いをいたしております。併せて、高温高圧下でこのような実験を行えば当然おっし

ゃるような毒性の強い化学物質の発生する可能性がありますけども、いわゆる非常に

強い摩擦だけを行ったとしてもそのような排出物はない、もしくは人間生活に影響を

与える程度の排出物はないというふうに聞いております。 

このような状況でございますので、現在行っておる生活環境影響調査につきまして

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められる手続きとして実施しております

し、総合的な部分に関しては必要があればということで、現在周辺施設（第二京阪道

路、民間リサイクル施設）の影響も含めた環境影響調査につきましては関係機関等の

協力を得まして入手可能なデータをもとに予測し、その結果を５市で行いました生活

環境影響調査書の必要項目として修正をしてまいるというふうに思っております。も

ちろんその中にはいわゆる化学物質等については求められておらないので、ないのが

実情でございます。私どもは専門委員会の今回行っている一連の実験の結果をご審議

賜りまして、この施設が安全であるという確認をしてまいって後、具体的な手続きに

入っていくということで想定をいたしておりますので、よろしくご理解をいただきた

いと思います。 

○議長（津上 敏広君）  広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）  事業経費の方のご答弁なかったんですけれども、これは

また後日でも結構ですので出していただきたいというふうに思います。 

  やっぱり住民の皆さんの不安というのは、本当に分からないということの不安があ

るんだと思うんですね。どんな物質が出てくるのか分からないよと。ガイドラインや

基準だとかいうのも、まだまだないものとかというのがたくさんある中で、植田先生

も専門委員会の中でこのような施設のリスクというのを正確に予測していくことは非

常に難しいんだということがよく分かった、というようなご発言をされているんです

けれども、本当にそのとおりだというふうに思うんです。ですからこうした施設の理

解を得ていこうと思えば、やはり今までにない新しい取り組みというのをぜひ考えて

いただかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思って、繰り返しご提案をさせ
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ていただいているわけなんですね｡ 

エコエリア構想ではこうした施設の整備というのが非常にリサイクルを進めようと

思えば求められているんだけれども、有害物質等による環境汚染が懸念され、整備が

困難だという課題があるんだと、だからこそこうした施設の整備を構想に位置づける

ことによって立地想定市とともに大阪エコエリア構想推進協議会を設置して、住民説

明に向けた技術的助言等を実施していくというふうに、こういうふうに書かれている

んですよね。非常に難しい問題なんだというふうに初めから分かってて、だから技術

的助言というのをやっていかなくちゃ住民の理解なかなか得ることはできないよとい

うふうに位置づけられている、そういう事業であるというふうに思うんです。ですか

らこうして組合が立ち上げられて、現在の予定地で本当に事業を進めようと思えば、

地域の環境と住民の皆さんの健康を担保できるようなそういう取り組みが必要になっ

てくるし、これなしに事業の進捗というのはあり得ないというふうに思うんですね。 

  それからマテリアルリサイクルの問題ですけども、平成 17 年度の再商品化経費は前

年度に比べて１割増になったというふうに伺っています。再商品化の平成 16 年度の落

札単価はマテリアルがトン当たり 10 万 7000 円に対してケミカルが７万 4200 円、約３

万円もの差がついていると。それでもマテリアルが優先して落札する仕組みなんです

ね。おまけに全量のリサイクルがされるわけではないし、環境汚染の不安もあるとい

う課題も抱えてる。リサイクルすれば何でもいいということではなくて、先ほどもご

答弁あったと思うんですけども、その先にもやっぱり注意を払っていく必要があると

いうふうに思います。ということなので、ぜひともこうした様々な問題をよく吟味し

ていただいて事業を見極めていただきたいというふうにお願い申し上げまして、質問

を終わらせていただきます。 

○議長（津上 敏広君）  これにて広瀬議員の質問を終結します。次に松本議員の質

問を許します。松本議員。 

○９番（松本 順一君）  寝屋川市議会から本議会に送っていただいております松本

順一でございます。本日は一般質問の機会をいただきまして感謝を申し上げます。こ

のたびは北河内 4 市リサイクル施設組合が設立され初めての議会定例会でございます。

建設予定市ということもあり、現状を報告しながら質問をさせていただきます。通告

に従い質問させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

  さて、北河内 4 市共同リサイクル（圧縮梱包）施設の建設について、建設予定地の

近隣住民からなる「廃プラによる公害から健康と環境を守る会」を中心に住民運動が
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起こっていることはご承知のとおりであります。現在の社会は、「大量生産・大量消費・ 

大量廃棄」から「地球環境保全」「循環型社会の形成」「人と自然に優しいまちづくり、

環境づくり」へと社会構造の転換が求められており、私たち一人一人が環境保全のた

めに具体的行動を起こし、習慣化していかなければなりません。また、法制化につい

ても平成 12 年に「循環型社会形成推進基本法」「環境基本法」をはじめ「容器包装リ

サイクル法」「家電リサイクル法」や関連法が制定され、リサイクルに対する重要性が

増してきています。環境問題は、私たちは避けて通ることはできない重要な課題にな

っているという認識に立っています。 

  寝屋川市では過去から一般家庭ごみ収集の９種分別をはじめ、３Ｒ（すなわち、ま

ず廃棄物を減らしていく。そして再利用を図り、また再資源化を図ること）への取り

組みや、小学生４年生全員を対象として、寝屋川市ごみ焼却場（クリーンセンター）

の施設見学による環境教育を実施したり、エコ・フェスタを開催し、環境への啓発活

動に取り組んでいます。これらの取り組みを通じ、市民の環境に対する意識や関心が

高まっているものと考えています。また、これらの取り組みを具現化するためには、

市民の皆さんの協力なくして実施できるものではありません。 

  したがって、「廃プラによる公害から健康と環境を守る会」や市民の皆さんが訴えて

おられるように、建設予定のプラスチック圧縮梱包施設から「環境汚染・健康被害の

恐れがある有害ガスが発生する」という、俗に言う「杉並病」の発生の不安や、「建設

予定地の設定や住民に対する説明のあり方」等に対する不満に対し、具体的住民運動

が起こっていることは、環境に対する関心の表れでもあろうと考えられます。しかし

残念ながら現在もその不安と不満が解消できておらず、早急なる解消に向けた対応を

強く求めるものであります。 

  加えて、この建設予定地区には寝屋川市ごみ焼却場（クリーンセンター）があり、

さらに来年４月から稼働予定の民間事業者によるプラスチック製容器包装廃棄物を利

用したパレット製造リサイクル施設が建設されていることも、市民の不安を一層増し

ているものと判断しています。本来、環境を守るためのリサイクル施設が人に害を及

ぼすことにつながるということは、決してあってはならないことであります。 

  私どもは今まで寝屋川市の議会の中で、これらの市民の不安を解消するため、①安

全性すなわち健康に害を及ぼすか否かをあらゆる角度から検討し、有識者や専門家に

よる検証を早期に行うこと、②住民や「廃プラによる公害から健康と環境を守る会」

に対し、情報を開示し説明責任を果たすこと等を求め、現在具体的対応が図られてき
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ています。そのような経過を踏まえ、質問させていただきます。 

  １、環境測定結果の現状についてです。一般家庭より収集した廃プラスチックを大

阪府立産業技術総合研究所において圧縮試験をし、発生ガス測定が行われ、現在専門

委員会にて検討がされていますが、現況につきましては先ほど報告がありましたけれ

ども、この専門委員会での人体への影響に対し、安全か否かの結論が出る時期につい

てお伺いをまずしたいと思います。 

  また、容器包装リサイクル協会の調べでは、容器包装廃プラスチック指定保管場所

が日本全国に約 800 カ所あると聞いていますが、その中の１つで類似施設と考えられ

る寝屋川市クリーンセンター内にある廃プラ処理工程の環境測定データの概要につい

て伺いたいと思います。 

  さらに、寝屋川市の議会で論議されてきましたけれども、疫学調査の実施について

の考え方をお伺いしたいと思います。 

  ２、専門委員会のあり方について。プラスチック材料の安全性についての判断は専

門家によっても見解が分かれるほど奥の深い材料であります。また、私も今まで圧縮

梱包施設や中継施設、廃プラスチックの成型加工工場等の施設視察に訪問させていた

だきましたけれども、杉並区で発生した「杉並病」の症状が訴えられているという施

設は実際ありませんでした。しかしながら、その危険性が存在しているのであれば全

国にある既存の施設へも影響を与えることになり、専門委員会（７名）の位置づけと

専門委員会としての結論は重要な意味を持つものになります。このように重要な位置

づけになる専門委員会ですから、メンバー構成のあり方や変更・補充等については慎

重な対応が必要と考えます。現専門委員会メンバーの専門性と構成、すなわち期待す

る役割の考え方を改めてお伺いいたします。 

また、このたび大阪府立大学名誉教授の角岡教授が辞退届を提出されたと先ほど報

告されましたけれども、その理由と今後の補充についてどのように対応するのか、見

解をお伺いいたします。 

  専門委員会の検討範囲を圧縮梱包施設のみとするのではなく、建設予定地の周辺の

状況や近隣住民への不安感を解消する意味から、クリーンセンターや民間リサイクル

施設を含んだ「リサイクルゾーン」として、安全性の検証をしていただく位置づけが

必要と考えますが、見解を伺います。 

  次に「北河内 4 市リサイクル施設組合専門委員会設置要綱」に要綱の効力が記載さ

れておりますけれども、これが平成 17 年３月 31 日までとなっております。それ以降
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の専門委員会のあり方について見解を伺います。 

  ３、市民への情報発信手段について。専門委員会での検討内容や現状の取り組み内

容は、市民の関心事であります。しかし、本施設は北河内 4 市リサイクル施設組合が、

また寝屋川市のクリーンセンターは寝屋川市、民間パレット工場は民間企業と事業者

がそれぞれ違うため、今後の具体的建設日程は、専門委員会の結論を重視するととも

に、推進においては整合性を綿密にとることが重要と考えます。また、情報の伝達方

法について一定の整理と対応が必要と考えます。例えば連絡会議の設置や情報を提供

するための媒体（例えば広報誌やホームページの開設等でございますけれども）、その

ようなものについて早急に検討し、対応が必要と考えますが、見解をお伺いします。 

  誠意ある答弁をお願い申し上げます。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）  環境測定の結果等についての松本議員の一連の質問に

ついてご答弁申し上げます。 

環境測定の結果の現状についてのご質問でございますが、専門委員会において大阪

府立産業技術総合研究所の圧縮試験の結果などのご審議をお願いいたしており、第３

回目の専門委員会においてご指摘をいただきました事項に基づき、追加の圧縮試験を

先日行ったところでございます。 

  また、専門委員会の結論をいただく時期ということでのご質問でございますが、次

回の専門委員会を予定いたしておりますのは 12 月中旬でございます。現在実施しまし

た試験結果について改めてご審議をお願いする予定をいたしておりまして、一定の方

向性がこの専門委員会で出るのではないかというふうに考えております。 

  次に全国類似施設の測定データにつきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」では化学物質のアセスを求めていないこともあり、環境測定を実施されている例

がない状況でございます。 

  また、寝屋川市クリーンセンターの環境測定結果につきましては、専門委員会にお

いてご意見を伺ってまいります。しかしながら、ご承知のとおり全く開放された施設

でございまして、希釈率の関係で正しい解釈を行うことが困難な状況でございますの

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  次に疫学調査についてのご質問でございます。次回の専門委員会において疫学調査

の考え方、今回の組合が設置する施設における調査の必要性等について議論をお願い

する予定にしております。いずれにしましても、この問題は設置市である寝屋川市と
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十分連携して進めてまいりますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 

  次に専門委員会のあり方についてのご質問でございますが、専門委員会による全体

の安全性の検証につきましては、専門委員会設置の目的が、私ども組合が設置する施

設の安全性の検証といたしておりますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げ

たいと存じます。 

  次に平成 17 年３月 31 日以降の専門委員会の取り扱いにつきましては、施設稼働後

も環境モニタリング等調査を実施してまいりたいと考えておりますので、その調査結

果の評価等を、専門委員会を再編成し、ご審議をお願いすることもあろうかと想定は

いたしております。 

  次に専門委員会各委員の専門性と構成についての考え方につきましては、「廃プラ処

理による公害から健康と環境を守る会」からの推薦者３名を含む、環境分野に非常に

造詣の深い知識をお持ちになっておられる学識経験者７名の委員で構成されておりま

す。 

  また、今回角岡教授が欠員となった理由でございますが、11 月８日付で「11 月７日、

廃プラ処理による公害から健康と環境を守る会より 11 月１日の専門委員会での私の

発言は守る会側の発言とは思えないとの意見書が送られてまいりました。私としては、

守る会から推薦されてはいますが、委員会では科学的根拠をもとに公平な立場で施設

のあり方を議論すべきと考えていました。しかし守る会としては、この委員は守る会

が推薦しているのだから自分たちに都合の悪い発言は認められないという考え方のよ

うです。したがいまして、私としては今後、発言を制限された立場で専門委員会に出

席するのは不本意なので、誠に勝手ではありますが、委員を辞退させていただきたく

ご了承をお願いします」という文面の辞退届をいただいております。 

  なお、角岡教授の補充につきましては、11 月の専門委員会でおおむね必要なご意見

をいただいたと考えておりますので補充する予定はいたしておりませんので、よろし

くお願いいたします。 

  続きまして市民への情報発信手段についてのご質問でございますが、組合・事業者・

寝屋川市による連絡会議の設置につきましては、現在のところ考えておりません。将

来の問題として寝屋川市に働きかけてまいりたいと存じております。今後とも構成４

市と連携を密にし､万全の対応に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

  次に情報提供につきましては、寝屋川市の「広報」や「ホームページ」「ごみ通信」

等を活用させていただきながら、広く情報提供に努めてまいります。特に専門委員会
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の結論につきましては、構成４市の広報に掲載していただけるようお願いしてまいり

ます。 

  次に当然のことでございますが、専門委員会の結論が私どもの今後のスケジュール

に反映されなければならないと認識いたしておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  松本議員。 

○９番（松本 順一君）  ご答弁ありがとうございました。あと詳細についてはまた

いろんな機会でお願いするとしまして、もう時間もありませんので、特に３点また改

めて要望ということで締めくくらさせていただきたいと思います。 

  まず本施設の建設による人体への害についての判断についてですけれども、先ほど

述べておりますとおり市民への不安を解消するためには、まず安全か否かを早急に伝

えることだと私は考えております。これらの判断については難しさが予想されますけ

れども、専門委員会での十分なる論議と明確な結論を出していただくよう特に要望し

ておきたいと思います。また、この結論は施設建設において重要な位置づけを有する

ものになります。市民の皆さんへの説明や広報のあり方については、寝屋川市はもと

より４市間で温度差が出ないような取り組みを要望しておきたいと思っております。 

  次に専門委員会についてです。先ほどご報告ありまして若干ちょっと残念な気がし

てなりませんけれども、本来この専門委員会はそれぞれの専門性の立場を十二分に発

揮していただいて、要は住民生活に影響が懸念される事項について安全な施設建設と

円滑な処理を行うために設置されたものと私は考えております。また、この結論や方

向性が日本全国の施設にも影響を与えかねない重要は意味を持つものであって、構成

メンバーのあり方や退会等については慎重に対応を要望しておきたいと思っておりま

す。さらに結論が出た以降も引き続き委員会構成され、住民への安心について論議で

きるよう前向きなる検討を要望しておきたいと思います。 

  後に日程管理と調整についてです。本議会で（仮称）北河内 4 市リサイクルプラ

ザの概略スケジュールが示されています。計画的な推進は重要であります。しかし、

あくまで安全であるという結論が出されることが前提であると考えております。その

意識を十分に認識していただきまして行政間、周辺の施設、地域住民との綿密な連携

をとっていただくよう要望し、私の質問、意見を終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

○議長（津上 敏広君）  これにて松本議員の質問を終結します。 

 30



  午後３時 55 分まで本会議を休憩いたします。 

（午後３時 43 分  休憩） 

（午後３時 56 分  再開） 

○議長（津上 敏広君）  本会議を再開します。 

  間もなく午後４時であります。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれ

を延長いたします。ご了承願います。 

  次に扇谷議員の質問を許します。扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）  議席 10 番、四條畷市派遣の扇谷昭でございます。通告に従

いまして、構成４市のペットボトル及びその他プラスチック製容器包装の分別収集の

現状並びに収集体制の整備見通しについてお尋ねをいたしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

  平成 14 年２月に発表されました「北河内広域リサイクル共同処理事業にかかる基本

構想」によりますと、平成 12 年度ペットボトルの収集実績は、枚方市が 206.10 トン、

寝屋川市が 419.61 トン、四條畷市が 10.0 トン、交野市が 104.52 トンで総計 740.23

トンとなっております。また、平成 13 年度のその他プラスチック製容器包装の収集実

績は、同年７月からモニター収集を実施されました枚方市で予測値ですが、年間約

4.52 トン、寝屋川市、この場合は平成 13 年１万 3000 世帯でモデル収集を実施されま

したが、これも予測値で約 210 トンということでございます。その中で、この構想の

中で示されました平成 22 年度の年間搬入量見込みは、枚方市が 6541 トン、寝屋川市

が 4230 トン、四條畷市が 749 トン、そして交野市が 1300 トン、合計１万 2820 トン、

このように推計をされております。結果、平成 12 年度ベースで４市合計約 955 トンの

ペットボトル及びその他プラスチック製容器包装の収集実績を、平成 19 年度に年間処

理能力約１万 4300 トンの４市リサイクル施設を稼働させ、平成 22 年度には現在の約

13.5 倍にあたる１万 2820 トンの処理を見込んでいるというところでございます。 

  ところで一方、この９月２日に開かれました第１回専門委員会の質疑の中で収集体

制の整備について触れられております。寝屋川市は、ペットボトルは月１回、その他

プラが週１回の収集を全市で行われております。枚方市は、ペットボトルは拠点回収

で対応し、その他プラについては全市 15 万 8000 世帯の約１％のモニター地区で収集

を実施し、今後順次拡大し、平成 19 年度には全市収集の予定であると。四條畷市は、

ペットボトルは拠点回収で対応されており、その他プラは現在可燃ごみとして収集し

ておりますが、平成 17 年度にモデル地区で収集実施を始め、順次拡大の上、平成 22
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年度に全市収集を予定しておると。そして交野市でありますが、これもペットボトル

は拠点回収で対応されており、その他プラは四條畷同様可燃ごみとして現在収集され

ていますが、平成 17 年度以降に 3000 世帯のモデル地区で収集実施後、平成 19 年度に

は全市収集で予定をしておると、このように事務局から説明がなされております。ま

た、同じく収集頻度についてでありますが、各市が各家庭に週１回程度を将来におい

て混合収集してまいりますと、このように説明をされております。 

  私は、この４市リサイクル施設組合の施設稼働と構成 4 市の収集体制整備は密接不

可分の関係にあり、収集体制の整備状況の検証が大変重要であると、このように認識

をしております。 

  そこで以上の点を踏まえまして、以下の３点についてお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

  まず１点目は、直近であります平成 15 年度の構成４市のペットボトル及びその他プ

ラスチック製容器包装の収集実績を本組合として承知しているか否か。また、承知し

ているとしたら、収集実績は各市別に幾らであったか教えていただきたい、このよう

に思います。 

  ２点目は、平成 19 年度に予定されております４市リサイクル施設稼働時におけます

構成４市のペットボトル及びその他プラスチック製容器包装の収集搬入量を本市組合

としてどの程度に見込んでおるのか。 

  そして３点目には、構成４市のペットボトル及びその他プラスチック製容器包装の

週１回収集実施、将来において全市と、このようにご説明をなさっておりますが、具

体的な予定年度をいつと承知しておられるのか教えていただきたいと、このように思

います。以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  収集実績と収集体制についての扇谷議員のご質問にお

答えを申し上げたいと存じます。 

  平成 15 年度の構成４市のペットボトル及びその他プラスチック製容器包装の収集

実績を承知しているかとのご質問でございますが、枚方市につきましては、ペットボ

トルは拠点回収を行っており、15 年度実績は 245 トン、その他プラスチック製容器包

装につきましてはモニター地区での収集で実績は 21 トンでございます。次に寝屋川市

でございますが、市内全域収集でペットボトルは 522 トン、その他プラスチック製容

器包装につきましては 3622 トンでございます。次に四條畷市は、ペットボトルは拠点
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回収で 18 トン、その他プラスチック製容器包装の中で食品トレイのみ拠点回収されて

おりまして１トンでございます。次に交野市につきましては、ペットボトルは拠点回

収で 128 トン、その他プラスチック製容器包装につきましては現在収集を行っており

ません。 

  続きまして平成 19 年度施設稼働時における構成４市のペットボトル及びその他プ

ラスチック製容器包装の収集搬入量でございますが、平成 22 年度における各市の計画

搬入ごみ量１万 2574 トンの６割が平成 19 年度に搬入されると仮定いたしております。

枚方市におきましてはペットボトルが 336 トン、その他プラスチック製容器包装は

3392 トンでございます。四條畷市はペットボトル 44 トン、その他プラスチック製容

器包装は 397 トン、交野市はペットボトル 143 トン、その他プラスチック製容器包装

は 516 トンでございます。寝屋川市につきましては既に全域収集を行っておりますの

で、推計量で算出いたしますと、ペットボトル 544 トン、その他プラスチック製容器

包装は 3817 トンを想定いたしております。 

  次に構成４市におけるペットボトル及びその他プラスチック製容器包装の週１回収

集実施予定年度でございますが、収集体制の整備、実施年度を構成４市、各４市にお

きまして検討されておりますので、よろしくご理解をお願い申し上げたいと存じます。

ただし、寝屋川市においては既に実施されておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）  ありがとうございます。自席から若干の再質疑をさせていた

だきたいと、このように思います。10 月に本組合からも資料としていただきました。

10 月に中央環境審議会の廃棄物リサイクル部会の意見具申がございました。その基本

的視点の中で、各市町村の一般廃棄物処理基本計画とそれに基づく一般廃棄物処理に

おける明確な目標とフォローアップ、この取り組みの推進が必要だというふうに明記

をされております。また、同じくその素案の中で、適正かつ 適な循環的利用及び処

分システムの構築の中の戦略的な目標設定と総合的施策の推進の中で、一般廃棄物処

理の実務を担当する市町村において廃棄物の発生量やリサイクル率等の様々な計画

を意識した戦略的な目標設定を行い、その実現のための具体的施策の検討を行ってい

るところは少ないのが現状であると、このように指摘をされております。 

４市リサイクル施設組合派遣議員として参加をさせていただいておりますが、構成

４市の取り組みや進捗状況が見えてこないというのが現状でございます。答弁の中で
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も平成 19 年度の搬入見込み、ただいま承りましたが、平成 22 年度の 60％と考えてお

るということで、実質的に現在４市でどのような収集を進めておるのかという実態把

握がなされていないのではないかと、このように考えるところでございます。 

  私は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されておりますように、廃棄物につ

きましては各自治体が今回分別収集、運搬を担当し、本施設組合が処理処分というこ

とを担当するとするならば、一連の体制として現状把握するということが必要だとい

う認識に立っておりますが、この点について改めて考え方を問いたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ご質問の各市の収集体制ということでございますが、

私ども組合は確かにご指摘のとおり処理を担当しております。収集につきましては各

市で行っていただきます。ちなみに私、寝屋川出身でございますので寝屋川市の状況

をご報告申し上げますと、寝屋川市では従前、月火木金の４日間につきましては生ご

みの収集のみを行っておりました。水曜日についてその他不燃ごみ等を収集いたして

おりましたが、木金の午後を午前中に生ごみを済ませまして、午後を空けて、午後に

ついては廃プラの収集を行うという形で工夫をしまして、現行の施設・設備・機材・

人員でもって分別収集の拡大を行ったところでございます。この同様な方式がとれる

市も当然あると思いますので、そういう内部検討を行って収集費用の吸収、できるだ

け新たな負担を生じない形での検討が今後なされていくというふうに私ども思って

おりますし、私どももご指摘いただいているような内容について今後も資料収集等情

報収集に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）  ありがとうございます。先ほどのご答弁でやはり平成 12 年

度から 15 年度にかけての収集実績、寝屋川市は別格といたしまして、残る枚方市、

交野市、そして私が住まいしております四條畷市、とてもやないですけれども前へ進

んでいると言える状況ではないわけであります。そういう状況の中で、私は本施設が

稼働することに伴いまして入ってくるものを処分するんだという考え方ではだめだ

と、このように考えております。施設ができればそれで廃棄物行政が前へ進むという

ことでは決してないだろうと、このように思うところであります。そういう意味で先

ほども同僚議員の中からもお話が出ておりました。大量生産・大量消費・大量廃棄の

時代と決別し、循環型社会形成推進ということを基本に据えた廃棄物処理の時代に入
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ったという認識が何よりも肝要であると、このように考えております。容リ法の見直

しも現在進んでおりますが、これも本当に多くの課題を抱えており、本当に派遣議員

の一人として心痛む多くの課題があるわけでありまして、そういう中で施設が完成す

れば廃棄物行政が進むのではなくして、あくまでも循環型社会形成というものの基本

精神に則る中で３つのＲということで、まず真っ先に排出抑制ということでなければ

いけないだろうと、そして次にはできる限りものは使い回していくと、再使用してい

くと、そしてどうしてもという中でリサイクルをし、どうしても致し方ないものは中

間処理をして 終的な処分ということが必要だろうと、このように考えております。 

  私はこの施設組合もリサイクルという冠の付いた施設になっておりますが、再利用

はコストがかかりますと、そしてまた循環型社会をつくっていくという観点から言え

ば、 も 下位の順位であるということを今一度皆が認識すべきではないかなと、こ

のように思います。その上でペットボトル、その他プラスチックの分別収集につきま

しても構成４市の取り組みに大変大きなばらつきがございます。私は四條畷に住まい

しておりまして大変心配をしているところでございます。どうか先ほどの事務局長の

ご答弁で、収集については本施設組合が監視するところではないというご答弁ござい

ましたが、そのような考え方で進めていただいては困るということを強く申し上げて

おきたい。構成４市の分別収集・運搬の取り組みを十分把握し、連絡調整を図りなが

ら本施設の稼働に向けた取り組みがなされることを強く要望し、私の質疑を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（津上 敏広君）  これにて扇谷議員の質問を終結します。次に榎本議員の質

問を許します。榎本議員。 

○６番（榎本 桂子君）  寝屋川市議会の榎本桂子でございます。先ほどから幾つか

ご質問がありまして、私の順番になりますと幾つか重なっている部分があるかもしれ

ませんけれども、ご容赦いただいて、順番に沿って質問をさせていただきたいと思い

ます。少し私の意見も交えて質問をさせていただきたいと思います。 

  さて、紙の消費量がその国の文化のバロメーターと言われた時代が随分前にあった

と思います。先進国の大量の紙の消費を賄うために、紙の原料になる木材が無秩序に

伐採されまして、地球環境に対する危機意識は紙の再生あるいは再利用を促す方向へ

と向かってまいった、そういう流れがあったと思います。紙のリサイクルは既に一般

化をしまして、昨今の名刺や用紙にもあえて再生紙を利用していますという表示がさ

れているものも少なくないということは周知のことであろうと思います。一方、とど
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まるところを知らない消費社会の発達は、燃やすことが困難な紙をはじめビニールあ

るいはプラスチック類などの処理の難しいものを次々と開発をしてまいりまして、そ

れらは地球上に溢れているのが現状であります。あるものは海深く住む魚の胃から発

見されたり、ヒマラヤ山の永久凍土の中からも発見されるなど、事の深刻さあるいは

重大さを物語っていると思っております。 

  この間、家庭や工場などからの排出による水質汚染、ごみ焼却から発生する悪臭、

空気の汚染、そしてダイオキシンなどは物質に恵まれた便利な社会生活を求めれば求

めるほど比例して増加するという社会問題となってまいりました。生物が生きるため

に必要な水、そして空気、そして地球までもが実は限りある資源であることをも突き

つけられております。これは今後予想される人口増加と重なって人類の緊急かつ重大

な社会問題となっていると思います。このような地球規模の環境問題を背景にして幾

つかの変遷をたどりながらも、今は循環型社会の構築、つまり焼却からリサイクルへ

ごみ処理の考え方が移行してまいりました。 

  振り返って、私たち今問題になっている足元の北河内 4 市のリサイクル施設を考え

たときに、施設の近隣の市民の皆さんやこの問題に関心を持つ皆さんにとって、この

世界的な大きなうねりに一定の理解を持ちながらも、日々の生活にどのような影響を

及ぼすかが不明瞭であればあるほど不安を持つのは当然なことだと思います。総論の

部分が正論であればあるほど各論の部分、つまり実際処理場の近くに住む人々の不安

を取り除く具体的な作業が不可欠と思います。安心を得る１つのバロメーターとして

実験結果などの数値があると思います。現在進められている専門家の皆さんの出す数

値結果を待つといたしまして、施設周辺の皆さんの素朴な疑問、不安について幾つか

の質問をさせていただきます。 

  ４市共同のリサイクル施設が寝屋川市に建設されるに至った経緯をまずお尋ねをし

たいと思います。 

  さらに市民の皆さんがマスコミなどを通じ大変不安を感じている杉並病についてど

のような認識を持たれているか。また、本施設と杉並病との関連は考えられないのか

どうかをお尋ねいたします。 

  生活から出てくる不用物、つまりごみの処理については、誰かがどこかで処理をし

なければなりません。高度な技術を駆使して、安心で安全な処理をする必要がありま

す。当然ごみを出さない個人の努力、企業の努力も必要でありましょう。加えて処理

場周辺の市民の皆さんの不安や不公平感を取り除くことを忘れてはならないと思いま
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す。専門委員会が設置をされました。専門委員会に期待するところは大であります。

これらの専門委員会の役割としてどのような位置づけを持っているのか。リサイクル

施設としてどのような位置づけと考えているのか、お尋ねをしたいと思います。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）  施設の設置等に関しての榎本議員のご質問に順次お答

えを申し上げていきたいと存じます。 

  寝屋川市打上に建設されるに至った経緯についてのご質問でございますが、廃棄物

処理施設につきましては、その設置と運営に多大の財政負担を伴うものであります。

北河内各市は大阪府の指導を仰ぎながら、これらの施設の広域化、共同化を進めてお

ります。公共下水道におきましては終末処理場を東大阪市の鴻池に、あるいは枚方市

の渚に設置いたし、現在共同運営をしております。今回私どもが構想しましたこの処

理施設につきましては、広域的に共同処理を行うことから、交通利便を考慮した運搬

の効率性に配慮を要することから本施設をまず寝屋川市に設置することとしたもので

ございます。 

  次に打上地域に至った経緯につきましては、当地域は周辺に民家が密集していない。

平成 19 年に供用開始予定の第二京阪道路に隣接しており、他市からの運搬搬入に際し

て第二京阪道路の側道を利用することが可能であり、できる限り既存道路を通過しな

いようにすることができる。建設予定地は周辺を道路と河川に囲まれているなどから、

将来周辺にも影響が少ないと考えられ、打上地域が 適地であると判断いたしたもの

でございます。 

  次に杉並病についてのご質問でございますが、杉並中継所は廃プラスチックを含む

不燃ごみ全般を選別することなく減容する施設でございます。杉並病につきましては

杉並中継所から排出された何らかの化学物質が周辺住民に健康被害を与えたもので、

廃水処理施設や脱臭装置を設置するなど対策を講じることによって沈静化していると

聞き及んでおります。よろしくお願い申し上げます。 

  次に４市が目指す循環型社会と施設の果たす役割についてというご質問でございま

すが、枚方市、寝屋川市、四條畷市そして交野市の構成４市と北河内 4 市リサイクル

施設組合が各々その役割を十分認識しまして密接に連携してまいります。構成４市に

は住民の分別排出の徹底、効率的な収集体制の確立を図っていただくようお願いをし

てまいります。さらに当組合、私どもが中心となりまして３Ｒの推進、その他プラス
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チック製容器包装及びペットボトルのリサイクルの実態把握など、構成４市の市民や

事業者に対して情報提供に努め、循環型社会の構築を目指してまいります。 

  次に、今後さらに住民の理解を得るために専門家の方々にご協力をいただきながら

住民の皆様の不安を払拭するため、プラスチックの圧縮工程を中心にどのような物質

の発生・飛散があるのかを様々な角度から調査いたしまして、検証・検討していただ

く専門委員会を現在設置いたしております。この専門委員会の結論につきましては、

説明の信頼性を確保するという点からも、検討した内容と結果の説明につきましては、

専門委員の方々から住民の皆さんへ行っていただくこととしており、多くの住民の

方々にご理解いただける形で説明してまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  榎本議員。 

○６番（榎本 桂子君）  ありがとうございました。周辺に住む皆さんが反対してい

る理由の中に数値の問題とかそういった専門的なことももちろんありますけども、何

よりも不安が先行しているという現実があると思うんです。この不安を解消していく

あらゆる手立てを、それこそ専門家の皆さんに依頼をしていろんな実験をする、それ

からいろんな角度から調べていくということも大事なのですけれども、そういうこと

を懇切丁寧に誠意をもって住民の人たちに知らしめていく、そして相互の理解を得て

いくということが多分摩擦をやわらいでいく、摩擦をなくしていく も重要で近道の

手段であろうと思います。この手段を必ずしも怠ってきたというわけではないと思い

ますけれども、さらにこれから幾つかの問題を解決していく上で、この市民との合意

を得ていく、説明責任をきちんと果たしていくという、このことを行動の基本に置い

ていただいてこれからもやっていただきますようにお願いをしたいと思います。以上

です。 

○議長（津上 敏広君）  これにて榎本議員の質問を終結します。次に松尾副議長の

質問を許します。松尾副議長。 

○８番（松尾 信次君）  寝屋川市の日本共産党市会議員松尾信次です。 

  第１に（仮称）北河内 4 市リサイクルプラザをなぜ寝屋川市内に設置するのか、４

点についてお聞きいたします。（１）４市共同の施設であれば、場所についても初めか

ら検討し直すべきではありませんか。多くの寝屋川市民がこの施設の見直しを求めて

いる 大の理由の１つが、「初めに寝屋川市ありき」の問題であります。この事業が市

議会で初めて明らかにされたのは 01 年３月の予算議会でありました。私たちには突然
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の話でありました。しかも当初から寝屋川市内に施設をつくることが前提であるとさ

れていましたし、当初の予算 2700 万円も寝屋川市が立て替える形で計上されました。

また、寝屋川市だけが準備室をつくり、５人の職員がこの３年余り配置され、寝屋川

市の突出した姿勢ばかりが目立つものでありました。「初めに寝屋川市ありき」、これ

では市民の納得を得ることはできません。場所についても初めから検討し直すべきと

考えますが、いかがですか。 

  （２）行政は広域リサイクル事業として寝屋川市域に今回の施設をつくると言い、

さらに今後はごみ処理施設を順次共同化し、適正な広域配置をするとも言っています。

しかし、このような方針は市議会でも市民的にも情報の公開や議論もされていません。

既定方針としてトップダウンで押しつけることはやめるべきと考えますが、いかがで

すか。 

  （３）今、政府はごみ処理施設の大規模化、広域化を推進しています。しかし、こ

れがごみ減量・循環型社会に逆行するという根本的な問題点や矛盾も生じています。

この際、本施設についても自区内処理の原則で見直すべきと考えますが、いかがです

か。 

  （４）「初めに寝屋川市ありき」の 大の理由は、特定の業者に仕事を保障すること

にあるのではありませんか。この背景には寝屋川市で長年続けられてまいりました部

落解放同盟言いなりの同和行政の問題があります。寝屋川市では同和対策の名のもと、

旧同和地区内の廃品回収業者の組合に多額の補助を毎年続けるとともに、クリーンセ

ンター第２事業所で地区内の業者が持ち込むごみをすべて市が無料で処理し、年間２

億円を超える予算を投入してまいりました。私どもの度重なる追及の中でこのような

特別対策は 01 年３月ようやく廃止されるに至りました。ちょうどこのときに今回の施

設をつくる方針が出てまいりました。01 年３月市議会での私の質問に対し、市の担当

部からは解放同盟の事実上の下部組織である寝屋川資源再生業協同組合を何らかの形

で新しい施設の運営に参画させたいという答弁もありました。これが事業立ち上げの

出発点ではありませんか。今回の４市の施設のすぐ向かいの民間施設は資源再生業協

同組合から名称は変わっていますが、東部大阪リサイクル事業協同組合がかかわって

います。このような施設が向かい同士にできること自体、偶然とは考えられません。

東部大阪リサイクル事業協同組合はこの間寝屋川市のペットボトル処理、廃プラ処理

だけで年間１億 5500 万円、随意契約で事業を受注しています。これらの経過からも明

らかなように今回の施設は特定業者の仕事保障ありきではありませんか。公正な行政
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にする上からも場所や事業の見直しを求めますが、いかがですか。 

  第２に、ごみ固型化燃料（ＲＤＦ）施設やガス化溶融炉などの相次ぐ爆発事故に見

られるように、減量・リサイクルの名のもとに安全性を軽視した廃プラ施設づくりの

矛盾が循環型を危うくする結果となっています。今回の施設は安全性を前提としたも

のではありません。２点お聞きします。 

  （１）住民参加で十分な環境調査を時間をとって行うことであります。専門委員会

が開催されていますが、先ほどの答弁では次回にも一定の結果が出ることが言われて

いますが、もっと時間をかけて多面的な検討を図るべきと考えますが、いかがですか。 

  住民参加で住民の協力を得て、疫学的調査を行うべきと考えますが、この点につい

てもお聞きいたします。 

  第３に、事業の必要性・是非についても慎重に検討すべきであります。廃プラ処理

のあり方については、マテリアル優先の見直しの提案がされています。この問題は  

の再生製品を作った上、環境汚染をもたらすものを高いコストをかけて行っていると

いうものであります。２点お聞きいたします。 

  （１）廃プラスチック処理事業のあり方について十分論議し、事業の是非について

十分検討すべきと考えますが、いかがですか。 

  また２番目には、寝屋川市では現在のクリーンセンターの施設で十分対応できてい

ます。枚方市、交野市、四條畷市ではまだ分別収集がされておらず、新しい施設の建

設を急ぐべきではありません。財政状況から考えても慎重に対応すべきと考えますが、

いかがですか。 

  第４に、今回の施設建設が住民への説明責任を果たしておらず、住民合意が得られ

ていない以上、事業化を急ぐことはやめるべきではありませんか。 

  以上で 初の質問を終わります。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  施設建設にかかる松尾議員のご質問に順次お答えを申

し上げたいと存じます。 

  （仮称）北河内 4 市リサイクルプラザの寝屋川市内立地についてのご質問でござい

ますが、本事業の実施主体であります北河内 4 市リサイクル施設組合は、立地場所を

含めた事業計画の是非も併せて各市議会において規約の議決をいただき、設置された

ものと認識をいたしております。よって建設予定地の再検討を予定いたしておりませ

ん。 
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  建設予定地を寝屋川市内に決定したことについての情報公開につきましては、周辺

自治会よりの要望書の回答や都市計画素案の説明会における質問等の中でお答えをさ

せていただいております。 

  続きまして「廃プラ施設による公害から健康と環境を守る会」を代表する皆様とは

定期的に協議を実施し、資料の提供を行い、また専門委員会には守る会が推薦する学

識経験者の方を委員として登用するなど、合意形成に向けて努めております。 

  ごみ処理は自区内処理の原則で小型化すべきであるとのご指摘につきましては、現

在の社会経済制度の中で市町村がリサイクルに熱心に取り組むためには多額の費用を

要するのが現状であり、財政状況が逼迫している状況の中でできる限り効率的なリサ

イクルの推進が必要であることから、４市での広域処理を実施するものでございます。 

  公正な行政を進める上からも事業を見直すべきだとのご質問でございますが、本組

合は特別地方公共団体として公正な行政を進めております。また、寝屋川市における

過去の私の答弁をおっしゃっておられましたけども、その答弁につきましてはその同

じ委員会に、平成 12 年の委員会でございますが、林助役から白紙撤回というご答弁が

なされておることも申し添えます。 

  次に「リサイクル事業」は見直すべきではないかとのご質問でございますが、化学

物質による健康被害の不安を払拭するため、専門委員会におきましてご審議をお願い

いたしております。その委員に「廃プラ処理による公害から健康と環境を守る会」か

らの推薦委員３名を委員として登用しております。また、プラスチック圧縮試験につ

きましては、11 月 20 日に実施いたしました試料作成時及び 11 月 25 日の大阪府立産

業技術総合研究所での圧縮試験におきましても「守る会」の方々にご見学をいただい

ており、周辺住民の意見をお聞きいたしております。 

  次に疫学調査につきましては、寝屋川市と連携して検討をしてまいるわけでござい

ますが、次回の専門委員会におきまして疫学調査の考え方、今回の組合が設置する施

設におけるこの調査の必要性について議論をする予定となっております。 

  次に事業の必要性、是非について慎重に検討すべきではないかとのご質問でござい

ますが、先ほどご答弁申し上げましたように、本組合は事業計画の是非も併せて各市

市議会において規約の議決をいただき、設置されたものと認識いたしておりますので、

事業の是非について再検討はいたしません。 

  次に住民の意見を聞くことなく事業を急ぐのはやめるべきではないかとのご質問で

ございますが、私ども北河内 4 市リサイクル施設組合は事業を実施するために設立さ
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れたものであり、今後、環境負荷の軽減を図るべく、都市計画手続きに沿って事業推

進を行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  副議長。 

○８番（松尾 信次君）  今ご答弁いただきましたけれども、私はなぜ寝屋川市がこ

ういう突出した姿勢なのかということについてお聞きしたんですが、ほかの分野でも

寝屋川市がそれほど熱心に他市に先駆けてやるんならまだある程度あれとしても、ほ

かの分野ではむしろ福祉や教育の分で寝屋川市はほかより進んでいるやつを削って

いてるわけですよ。やめていってるわけですよね、今。そういうときになぜ寝屋川市

がこの分野だけほかよりも進んでやってるのかと、これはやっぱりこんな突出ぶりと

いうのは到底理解が得られないというふうに私は思います。だから少なくとも、こう

決まったことだと言うけれども、住民の皆さんのこんだけ強い異論が出ているわけで

すから、その点は私たちはこの議会の中でも大いに議論をすることが必要であります

から、そういう立場からも改めて広域行政の出発点、これが間違っているわけですか

ら、私は出発点から改めて検討し直すべきであるということを場所の問題含めてぜひ

改めてお聞きしたいと思います。 

  広域処理の問題につきましては、さっき私申しました、順次ごみ処理施設を共同化

するというふうにさっき言いましたね。これ答弁なかったんですけども、こんな方針

どこで決まったんですか。こういうことについても何にも決まってないのに、いつの

間にか決まったようなことが説明会で言われていると。これは検討されているんです

か。この点につきましても実際例えば焼却施設をどこに持ってくるかということ、こ

んなことを検討しているんですか。このことも併せてお聞きしたいと思います。 

  それとそういう特定業者の仕事保障ということについては、それは私が言ったとお

りそういうことは言えんかもしれませんけれども、しかし事実が裏付けてますよね、

実際。実際に民間の施設が目の前にできているという事実１つだけ見たって、あまり

にもこれ出来過ぎた話だというふうに、市民やあるいは職員の方も言われていますよ。

そういうことがありますよ。だからそういう意味ではどう考えても私はこの点につい

ては撤回したと言うけれども、あなたがそういうことをする気持ちがあるんだという

ふうに言ったんだから、これは実際の事実が証明しているというふうに考えますので、

この点はまず特定業者優先をやめるということを強く指摘をしておきます｡ 

  それから疫学的調査の問題につきましても、当然これはやるというふうに言いなが

ら実際になかなか進んでないということがありますから、ぜひ本施設建設の前提とし
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てこれをやるということを、この点についても確認をしたいというふうに思います。 

  それと 後にもう１点お聞きしたいのは、特に市民との協力・協働というのがごみ

問題を解決するには一番大事な問題でありますから、なにも住民は何でも反対と言っ

てないんですよね。リサイクルは必要だと言ってるんですよ。だからこそ安全な施設

が必要なんですよね。問題はそこなんですよ。だから安全性をきちっと証明する。で

きないならばやめるべきですよ。その点を含めてきちっと住民の皆さんの合意を前提

にするということを改めて確認の意味でお聞きしたいと思います。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  出発点が誤っているんではないかというご質問でござ

いますが、私どもは先ほどもご答弁申し上げましたように、この４市リサイクル施設

組合は設置場所を含めた事業計画を各市議会の規約案という形でご議決をいただい

たものでございますので、そういう認識をいたしております。 

  次に広域化の問題が大阪府云々というご指摘でございますけども、この施設に関し

て、いわゆるリサイクル施設に関して平成 12 年度から大阪府が設置いたしました東大

阪ブロック会議の中で広域化、共同化についての議論が東大阪ブロックごみ処理広域

化計画ということで議論をなされており、具体的なものとしてまとまっております。

併せて北河内７市において新北河内広域圏計画という形での議論もなされております。

ただ、どこで何をどうするという具体的なものは、現在のところまだこの廃プラの処

理施設がまとまった段階でございます。 

  次にエコエリア構想に関してのご質問でございますが、私どもが承知しておるのは

大阪府がエコエリア構想を策定する折に事業計画を各民間の事業者に募集をして、そ

の民間の事業者が北河内の分に関しては応募されて採択されたと、先ほどご答弁申し

上げたとおりでございます。したがいまして今回の府エコエリア構想の中に事業者が

応募していったんだということで、北河内 4 市リサイクル施設組合との一体整備とい

うふうには考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

  次に疫学調査についてのご質問でございます。疫学調査については、私ども先ほど

ご答弁申し上げましたように次回の専門委員会の中で公衆衛生学の専門家いわゆる薬

学博士の中室先生が委員として在任していただいておりますので、次の専門委員会の

中で議論をしていただくということで想定をいたしております。 

  それからリサイクル施設の安全性の証明がない限り事業を推進するなというご意見

をいただいておりますけども、当然専門委員会の中でシュミレート、私どもが今回設
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置しようとする施設のミニ版という形で大阪府立産業技術総合研究所の方で見掛け比

重 0.25 に圧縮した際に排出されるものがどんなものがあるのか、それに毒性がどの程

度あるのかというようなことも含めまして専門委員会で現在議論をされております。

この議論の中で安全性が証明されないようでは当然困りますし、もしいわゆるリスク

が生じるようでございましたらリスクマネジメントをきちんと行って、この施設の建

設にあたってまいりたいと、さように考えておりますので、よろしくお願いを申し上

げます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  松尾副議長。 

○８番（松尾 信次君）  まあかみ合った答弁はされてませんけれども、いずれにし

ましても広域行政というのは本来各市が場所も含めてよく議論をするというのは、こ

れは私は 初から言ってきたんですよ。しかし無視をしてこれやってきたんですね、

実際。やっぱり住民がそういう点に非常に不信を感じているのは当然だと思うんです

ね。だからここまで来たんだからもう戻れないんだというんじゃなくて、やっぱり出

発点にそもそも問題があるということを改めて私は見直すべきだということを申し

上げておきます。 

  それと広域化の問題についても、これも結局は議論されてませんわな。本当に各議

会で十分な詳しい資料を提出して議論しましたか。してませんよ、本当に。いつの間

にはそんな広域化と言ってこのごみ処理施設を一元化するんだとかいう話が説明会等

でまかり通ってると、議会では知らないと、これが実態ですよ。こんなおかしいこと

は私はやめるべきだと思います。 

  財政効率も言われますけども、それ言うんならば、マテリアル優先については、こ

れはコストがかかって、しかも問題が多いというふうに言われている。何でこれ見直

ししないんですか。そういう一面的なことを言うのはおかしいですよ。そういう提起

に対して耳を傾けないということはおかしい。私はそういう点では本当にそれを言う

んならば、この事業のあり方について見直すべきであるということをもっと真摯に受

け止めるべきだということを申し上げておきます。 

  疫学的調査についてもこれはやるという話ですけども、これをぜひ事業化を進める

事前にきっちりやるということを、 後にこの点は確認をしておきたい。これをもう

一回答弁をお願いしたい。 

  それとあとぜひ私が申し上げたいのは、いずれにいたしましても今回８万人の署名

が寝屋川市議会に来ています。６月にも馬場市長あてに８万人の署名が集まりました。
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半年たらずに２回も８万人を超す署名が集まるというのはかつてなかったです。これ

ぐらい住民の皆さんの合意を得てないのが実態ですよ。明らかです、これは。そのこ

とを本当に踏まえてどう考えるか。スケジュールが提起されましたけれども、私は十

分もっと時間をかけて議論し直すと、これは当然必要だと思います。決まったからも

うするんじゃなくて、やはりこの意見をちゃんと踏まえて見直すべきは見直すという

ことを強く申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  若干ちょっと聞き漏らした分もあろうかと思いますけ

れども、まずマテリアルリサイクルが優先されるというのは、これは容器包装リサイ

クル協会の問題でございまして、私どもの問題ではございませんので、ご理解を賜り

たいと思います。 

  それから広域行政についての議論でございますが、私どもが今回この施設の５市の

基本構想の段階で皆さんにご説明申し上げたのは、北河内７市のいわゆる定住と交流

の自立都市新北河内広域行政圏計画 2000 年代の指針と併せて東大阪ブロックのごみ

処理基本計画の広域化計画の先駆けとなる施設ということで、寝屋川市の当時の厚生

常任委員会にご説明を申し上げておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

  それから疫学調査に関しましては先ほどご答弁申し上げたとおりでございます。私

どもは寝屋川市と十分連携をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろ

しくご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）  これにて松尾副議長の質問を終結します。以上をもって一

般質問を終結します。 

  以上をもって本定例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

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ごあいさつを申し上げます。 

  本日は誠にありがとうございました。ご質問でいただきました意見等精査させてい

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りますので、今後ともご指

導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  議員の皆様方におかれましては健康にご留意をいただきまして、なお一層ご活躍を

いただきますようご祈念申し上げまして、誠に簡単でございますが、閉会にあたりま

してのお礼のごあいさつといたします。ありがとうございました。 
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○議長（津上 敏広君）  それでは閉会にあたりまして一言ごあいさつを申し上げま

す。 

  本日ここに平成 16 年第１回定例会のすべての日程を終えることができました。議員

の皆様には終始熱心にご論議をいただきましてご苦労さまでございました。また、ご

協力に心から御礼を申し上げます。 

  師走を目前に控えまして、12 月に入ると何かと慌ただしい時期を迎えようとしてお

ります。また、寒さも日増しに厳しくなってまいります。議員の皆様及び理事者の皆

様におかれましてはどうか健康にご留意され、またご自愛され、平穏な年末を迎えら

れますことをお祈り申し上げ、甚だ簡単でございますが、閉会のごあいさつにさせて

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定例会を閉会

いたします。どうもお疲れさまでした。 

（午後４時 47 分  閉会） 
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１．地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

 

 

   北河内４市リサイクル施設組合 議  長  津 上 敏 広 

 

 

 

 

 

   北河内４市リサイクル施設組合 署名議員  北 野 志 郎 

 

 

 

 

 

   北河内４市リサイクル施設組合 署名議員  扇 谷  昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議員提案議案第３号 

      北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則の一部改正について 

 

北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則の一部を改正するにつき、地方自 

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 120 条の規定により議会の議決を求めます。 

 

 規則案・・・・別記 

 

平成１６年１１月２９日提出 

 

提出者 

北河内４市リサイクル施設組合議会 

  議員 千 葉 清 司 

  議員 北 野 志 郎 

  議員 下 野 照 二 

  議員 山 口 幸 三 

 

提案理由  地方自治会第 100 条第 12 項により、議員の派遣に当たっては議会会

議規則の規定に基づく手続きが必要となるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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の一部改正する規則 

 

北河内４市リサイクル施設組合議会会議規則(平成 16 年北河内４市リサイクル 

施設組合議会会議規則第 1 号)の一部を次のように改正する。 

第 97 条を第 98 条とし、第 96 条の次に次の１条を加える。 

 （議員の派遣） 

第 97 条 法第 100 条第 12 項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議

決でこれを決定する。ただし、特に緊急を要する場合又は閉会中にあたっては、 

議長において議員の派遣を決定することができる。 

２ 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、 

期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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