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（午後２時 00 分  開会） 

○議長（津上 敏広君）   どうもこんにちは。ご苦労さまでございます。開会に先立

ち、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までの出席議員は 13 名です。

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 17 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）   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 17 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、ご出席をいただき、誠に

ありがとうございます。 

  本日は、行政報告の後、平成 17 年度北河内 4 市リサイクル施設組合予算及び一般質

問を予定いたしております。議案につきましては、上程の際、担当よりご説明を申し

上げますので、慎重ご審議の上、ご協賛賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  さて、三位一体の改革に伴いまして、廃棄物処理施設整備費補助金が廃止され、広

域的な観点から、循環型社会の形成を図るための新しい制度として「循環型社会形成

推進交付金」が創設されたところでございます。 

  本組合といたしましては、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、国・府等と協議を進めながら選別・圧縮梱包処理

施設「（仮称）北河内 4 市リサイクルプラザ」の整備に努めてまいる所存でございます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上、誠に簡単でございますが、定例会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。どうぞ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

署名議員は下野照二議員、山口幸三議員の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。これにご異議ありませんか。 

 1



 （「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をさせていた

だきたくお願い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、ただいまより北河内 4 市リサイクル施設組合の経過及び当面のスケジュ

ールをご説明申し上げます。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。 

  北河内 4 市リサイクル施設組合の経過及び当面のスケジュールについて、経過より

ご報告申し上げます。 

  平成 16 年 12 月２日、三位一体の改革により、廃棄物処理施設整備費国庫補助金の

平成 17 年度以降の存続が非常に厳しい状況であるという大阪府からの情報提供を受

け、併せて環境省は平成 16 年度国庫補助事業について門戸を開放するということがご

ざいました。大阪府に私どもは整備計画書を提出いたしました。しかしながら 12 月６

日、大阪府より環境省に対して整備計画書を提出するも不受理ということになりまし

た。この不受理の理由でございますが、平成 16 年度中に事業実績を上げることができ

ないというのが理由でございます。 

  12 月 20 日、廃棄物処理施設整備費国庫補助金については、「循環型社会形成推進交

付金」ということで補助率３分の１として交付金化されることとなっております。な

お、交付金の概要につきましては、資料５におきまして後ほどご報告申し上げます。 

  12 月 29 日、第４回北河内 4 市リサイクル施設組合専門委員会を開催いたしました。

この詳細につきましては、資料４におきまして後ほどご報告申し上げます。 

  平成 17 年１月４日から２月 21 日まで、（仮称）北河内 4 市リサイクルプラザ設置に

係る生活環境影響調査報告書の縦覧を実施いたしております。意見書の提出は３月７

日までといたしております。なお、生活環境影響調査報告書の縦覧につきましては、

寝屋川市においては市民の皆様の関心が大変高いことから、寝屋川市広報２月１日号

により周知を図っております。他の３市につきましては掲示板による周知をお願い申

し上げた次第でございます。 

  １月 18 日、第４回北河内 4 市リサイクル施設組合専門委員会において指示を受けた
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「化学物質の活性炭吸着効率に関する試験」を大阪府立産業技術総合研究所において

実施をいたしました。この実験結果につきましても後ほど資料４におきましてご報告

を申し上げます。 

  ２月１日、北河内 4 市リサイクル施設組合議会平成 17 年第１回幹事会を開催してい

ただきました。 

  ２月３日、寝屋川市において都市計画審議会が開催されました。その結果といたし

ましては、類似施設を見学・調査し、再度審議を行うこととなっております。 

  次に今後のスケジュールでございます。 

  ２月 10 日、本日、北河内 4 市リサイクル施設組合議会平成 17 年第１回定例会を開

催していただいております。 

  ２月中におきまして、第５回北河内 4 市リサイクル施設組合専門委員会の開催を予

定しております。具体的な日付といたしましては、２月 24 日木曜日を予定しておりま

す。開催時間、場所は現在調整中でございます。 

  同じく２月中あるいは３月にずれ込むかもしれませんけども、各市において都市計

画審議会の開催を予定していただいております。 

  次に用地買収の実施時期でございますが、その見通しにつきましては、地権者に売

却については了承を得ている状況でございます。早急に金額等の調整を行い、２月あ

るいは３月中に買収を実施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。 

  北河内 4 市リサイクル施設組合の経過及び当面のスケジュールについては以上でご

ざいます。 

  続きまして資料２「（仮称）北河内 4 市リサイクルプラザの概要について」ご説明、

ご報告をさせていただきます。 

  本計画書につきましては、平成 16 年度で環境省の廃棄物処理施設整備費国庫補助金

が廃止されることに伴い、追加補助を申請する一連の書類でございます。 

  まず、北河内 4 市リサイクル施設組合一般廃棄物処理基本計画につきましてご説明

をさせていただきます。なお、説明につきましては概要版ということでさせていただ

きますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  本計画につきましては６章立てで構成しております。１章「総論」、２章「ごみ減量

化及び処理の現状と基本的課題」、３章「目指すべき基本理念と基本方向」、４章「減

量目標と基本フレーム」、５章「その他プラスチック製容器包装及びペットボトルのリ
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サイクル推進のための基本計画」、６章「計画推進のために」となっております。 

  まず２ページをお開きいただきたいと存じます。第１節「計画の趣旨」でございま

すが、本計画は、当組合によるその他プラスチック製容器包装及びペットボトルへの

対応方針を定めたものであり、この方針に基づき処理部門を担当する組合と収集部門

を担当する構成４市とが十分に連携し円滑に事業を推進していくこととしております。 

  次に「目標年度」については、平成 16 年度を初年度とし、10 年後の平成 25 年度を

目標年度としておりますが、関連法令・諸制度が大きく変化した場合は、必要に応じ

て見直すことといたしております。 

  次に、第２章「ごみの減量化及び処理の現状と基本的課題」でございますが、地域

の概況及び施設の位置・人口の長期的動向等につきましては、掲載のとおりでござい

ますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  次に、４ページ第２節「ごみ排出量・処理量の動向とごみ質」、５ページ第３節「家

庭系ごみの減量の取り組み」、７ページ第４節「事業系ごみの減量の取り組み」、第５

節「ごみ処理施設」につきましては、構成４市それぞれのごみの排出・処理量及び減

量・リサイクルの取り組み等について記載をいたしております。 

  次に、８ページ第６節「その他プラスチック製容器包装及びペットボトルの減量推

進に係る課題」でございますが、「２Ｒ対策の推進」「リサイクルの推進とそのための

推進体制の整備」で課題を整理させていただいております。 

  次に、９ページ「容器包装リサイクル法の矛盾解決に向けた法改正の国への要請」

で、現行法では市町村の負担が大きいため、拡大生産者責任の観点から、法改正等に

ついて国・府へ要請していくことも重要である、とまとめております。 

  次に、第３章「目指すべき基本理念と基本方向」でございますが、第１節「基本理

念」として、本組合と構成４市が連携し、市民への分別排出の徹底、効率的な収集体

制の確立、環境に配慮した選別・圧縮梱包を実施していくこととしております。 

  第２節「基本方向」としては、基本理念について方向性をまとめたものでございま

す。 

  次に、第４章「減量目標と基本フレーム」につきましては、構成４市のごみ処理基

本計画をベースにして、基本フレームを策定したものでございます。 

  21 ページをお開きください。４市全体のフレームでございますが、構成４市の基本

フレームを合計し、４市全体のごみの発生量・計画収集量・焼却処理量・最終処分量

を 22 ページ図４－１に、プラスチック製容器包装の収集量を図４－２に示しておりま
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す。 

  23 ページでございます。処理フローでございますが、本計画の最終目標年度（平成

25 年度）と（仮称）北河内 4 市リサイクルプラザの最終目標年度（平成 22 年度）の

全体処理フロー及びプラスチック容器包装の処理フローを掲載しております。 

  25 ページをお開きください。施設規模の算定でございますが、計画目標年度の平成

22 年度の計画搬入量１万 1728 トンを 260 日で処理するものとし、１日処理量は、11

時間稼働で約 53 トンの規模となっております。 

  第５章「その他プラスチック製容器包装及びペットボトルのリサイクル推進のため

の基本計画」でございます。啓発活動の推進としては、（仮称）北河内 4 市リサイクル

プラザの展示機能や施設見学機能を通じて、市民に対しましてリサイクル意識や行動

の浸透を図ってまいりたいと存じております。 

  また、本プラザにとどまらず寝屋川市クリーンセンター等との環境ネットワークを

形成し、総合的な環境学習ができるように機能強化を図ることとしております。 

  搬入されるごみの適正化については、本プラザに搬入されるプラスチック製容器包

装について、適正に分別排出されるよう、構成４市と協力して市民啓発に努めるなど、

搬入ごみ質の検査を実施するなど適正化を図ることといたしております。 

  環境に配慮した（仮称）北河内４市リサイクルプラザの整備でございますが、第３

章でご説明させていただいたものと重複いたしますので、説明は省かせていただきま

す。 

  （仮称）北河内４市リサイクルプラザの運転管理体制の確立でございますが、施設

の運転にあたっては、周辺環境への影響について十分留意していくことはもとより、

作業員等の安全確保等の運転管理体制を確立いたします。また、職員に対する効率的

作業や安全確保のための研修体制も充実することとしております。 

  調査研究・情報収集体制の拡充でございますが、調査研究・情報収集体制を拡充し、

最先端の効率的な選別処理技術等を調査研究するとともに、分別収集したプラスチッ

ク製容器包装のリサイクル情報やリデュース、リユースの２Ｒ対策の関連情報を収

集・提供し、４市市民等へ提供することとしております。 

  次に第６章でございますが、構成４市との連携強化として、選別・圧縮梱包を実施

する北河内４市リサイクル施設組合と市民への分別排出の徹底、日常的な収集の実施

を担う構成４市は密接に連携し、プラスチック製容器包装のリサイクル事業を推進し

ていくことといたしております。 

 5



  以上で基本計画の説明は終わらせていただきますが、この基本計画の相当な部分は

後ほどご説明させていただきます循環型社会形成推進地域計画の作成に継承してまい

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、次に処理施設の一般平面図の説明をさせていただきます。 

  １ページは全体配置計画を示したものでございます。 

  ２ページは１階平面図でございます。玄関ホール、プラットホーム、圧縮梱包機、

各貯留ヤードを想定いたしております。 

  ３ページ、中２階平面図でございます。展示ホール、見学者用通路等を想定いたし

ております。 

  ４ページ、２階平面図でございます。展示室、事務所、会議室等があり、見学者通

路より手選別作業を見学できるようにいたしております。 

  ５ページ、３階平面図でございます。中央操作室兼クレーン操作室を想定しており

ます。 

  ６ページ、４階平面図でございます。吹き抜け部分にクレーンのメンテナンス用通

路等を想定いたしております。 

  ７ページ、地下１階平面図でございます。給排水設備、ごみピット低部を想定して

おります。 

  ８ページ、処理フローでございますが、計量されたプラスチックごみはピットに投

入され、破袋機を経て、粗選別機で軽いプラスチック類、重いプラスチック類、残渣

に選別をされます。軽いプラスチック類につきましては、手選別により異物を除去し

た後、プラスチック圧縮梱包機に搬送されます。重いプラスチック類につきましては、

手選別によりペットボトルとプラスチックに分別され、異物を除去した後、それぞれ

の圧縮梱包機へ搬送され、成型をされるということになります。また、手選別等によ

り除去された異物及び鉄類は、それぞれの貯留ヤードに搬入され、貯留された残渣は

各市の搬入量に応じて各市が持ち帰ることとなっております。以上でございます。 

  ３番目の「平成 16 年度廃棄物処理施設整備計画書」には、リサイクルプラザ整備計

画書、事業費内訳等、国庫補助申請に必要となるものについてまとめております。な

お、これらの他に生活環境影響調査、一般廃棄物処理基本計画、リサイクルプラザ整

備事業にかかる費用対効果の分析資料等を添付させていただいておりますので、ご参

照いただきたいと存じます。 

  続きまして資料３「（仮称）北河内 4 市リサイクルプラザ設置に係る生活環境影響調
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査報告書」につきまして、寺西次長より説明をさせていただきますので、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）   寺西次長。 

○事務局次長（寺西 喜久雄君）   それでは（仮称）北河内 4 市リサイクルプラザ設

置に係る生活環境影響調査につきましてご報告させていただきます。なお、報告につ

きましては「概要版」を用いまして報告させていただきますので、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

  この報告書は 13 ページから構成されており、１章から４章までございます。１章に

つきましては「事業計画」、２章につきましては「生活環境影響調査にあたっての基本

的な事項」、３章につきましては「事業の実施により環境に及ぼす影響の予測」、４章

につきましては「影響分析」となっております。 

  それでは逐次１ページから説明させてもらいます。１ページにおきましては事業計

画でございます。設置者、設置場所、施設の種類、処理する一般廃棄物の種類、施設

の処理能力等施設計画を記載しております。 

  次に２ページでございます。２ページにつきましては施設規模の算定基礎並びに処

理基本フローを記載しております。 

  次に３ページをお開きください。本調査にあたっては基本事項でございますけれど

も、本調査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきまして、事業計画地域周

辺環境の現況を把握し、本事業の実施が生活環境に及ぼす影響について予測・分析を

行っております。生活環境影響調査要因及び調査項目の選定でございますけれども、

予測及び分析項目につきましては、この表２－１に掲げさせていただいている部分で

ございます。この中で施設の稼働、施設からの悪臭の漏洩、施設の排水の関係、廃棄

物車両の運搬等ございますけれども、白い丸が今回国の方でご指示ございます内容で

ございますけれども、我々はこの黒い丸の部分をさせていただいてます。今回我々使

った排水につきましては、工程排水・生活排水はすべて公共下水道に排除します。廃

棄物は雨水にかからないような格好でしますので、今回アセスの対象から外させてい

ただいております。 

  次に４ページでございます。環境保全目標の設定でございます。これにつきまして

はおのおの大気の関係、騒音・振動・悪臭につきまして、環境基準あるいは要請限度

の基準等規制基準を守っていくということで設定させていただいております。 

  次に５ページでございます。事業実施により環境に及ぼす影響の予測をしておりま
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す。図の３－１に予測地点を掲載しております。ちなみに赤い地点が騒音・振動・大

気の二酸化窒素と浮遊粒子状物質の測定対象地点、黄色い部分が民家でございます。

粉塵につきましては青い丸でございます。 

  次に６ページでございます。大気汚染についての内容でございます。施設稼働によ

り影響として考えられますのは、施設のプラットホームからの車両の出入りによって

粉塵が考えられます。その辺につきましてはエアーカーテン等で外界と遮断し、また

室内は負圧として、集塵装置等を経て排気することから、周辺地域への粉塵の影響は

軽微であると予測されております。廃棄物運搬車両の走行によって影響の予測でござ

いますけれども、予測結果は表３－１（１）（２）に掲載しております。二酸化窒素並

びに浮遊粒子状物質のいずれも環境基準を満足する結果となっております。 

  次に７ページでございます。施設稼働による騒音の影響でございます。予測結果は

表３－２、３－３に掲載のとおり、敷地境界線上で規制基準を満足する結果となって

おります。また、廃棄物運搬車両の走行による影響でございますが、予測結果は表３

－４に掲載のとおり、一部既に現況測定におきまして環境基準を上回る地点がござい

ますが、自動車騒音の要請限度を下回る結果となっております。 

  続きまして８ページでございます。これは振動の関係でございます。施設稼働によ

る影響としてでは、この表３－５あるいは３－６に掲載のとおりでございます。敷地

境界線上で規制基準を満足する結果となっております。また、廃棄物運搬車両の走行

による影響でございますが、予測結果は表３－７に掲載のとおり、いずれも要請限度

を下回る結果となっております。 

  次に一番下の悪臭でございます。施設のプラットホームの車両出入口はエアーカー

テン等で外界と遮断し、また室内は負圧として、規制基準を満足する性能を有する脱

臭装置等を経て排気することから、周辺地域への悪臭の影響は軽微であると予測され

ております。 

  次に９ページでございます。これは第二京阪道路との複合的な予測をしております。

予測地点につきましては図３－２に掲載のとおりでございます。これにつきましては

赤い丸の１番、２番で予測をしております。 

  その内容でございます。10 ページでございます。大気汚染の関係でございます。予

測するにあたり、第二京阪道路の予測結果を本事業による各予測地点に最も近い第二

京阪道路の予測結果を加えることにより行いました。予測は表３－８（１）（２）に掲

載のとおり、第二京阪道路の予測結果を加えても、二酸化窒素、浮遊粒子状物質のい
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ずれも環境基準を満足する結果となっております。 

  次に 11 ページでございます。騒音の予測結果でございます。これも表３－９に掲載

のとおり、一部既に実測で環境基準をオーバーしている地点もございますけれども、

自動車騒音の要請限度を下回る結果となっております。 

  続きまして振動でございますが、予測結果は表３－10 に掲載のとおり、いずれも要

請限度を下回る結果となっております。 

  12 ページ、13 ページにつきましてはこれを総括したものでございます。アセスにつ

きましては以上でございます。 

  次に、行政報告書参考資料に戻らせていただいて、資料４、北河内 4 市リサイクル

施設組合専門委員会関係の資料についてということでご説明させてもらいます。３ペ

ージでございます。 

  ４ページにつきましては次第でございます。これは先般、16 年 12 月 29 日に開催さ

れました第４回の次第でございます。 

  ５ページにつきましては報告案件で、角岡先生の辞退届、６ページには守る会から

提出されました専門委員会へのお願いでございます。 

  ７ページ、これは廃プラの圧縮試験の仕様書でございまして、今回は真空プラスチ

ック器の中に純エアーを充填して実験を行い、またそれに加えまして新しいさらのプ

ラスチックの圧縮試験を加えさせていただいて実験を行っております。 

  ８ページ、９ページについてはその内容でございます。 

  10 ページにつきましてはサンプリングの概要図でございます。 

  11 ページにつきましては測定項目と採取・分析の方法を記載させていただいてます。 

  12 ページにおきましては、ごみ採取のサンプリングの採取量を記載しております。 

  13 ページからは圧縮試験結果でございます。 

  14 ページの表１－１につきましては、廃プラを純エアーと純窒素を流しながら廃プ

ラを圧縮したときの測定結果でございます。 

  15 ページ、表１－２につきましては、純エアーと純窒素の圧縮時に質量 35～ 300 ま

での未同定の物質をトルエン換算を行った装置でございます。 

  続きまして 16 ページです。表２につきましては、未使用の純プラスチック、ポリス

チレン、ポリプロピレン、ポリウレタンの圧縮試験をした結果でございます。 

  17 ページでございます。表３につきましては、廃プラを圧縮しないでそのまま袋に

入れて２時間放置した後、内部のガスを測定した結果でございます。 
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  続きまして 18 ページです。18 ページにつきましては、廃プラ１㎏当たりから出る

ガス量でございます。 

  19 ページにつきましては、トルエン換算を行ったガス量でございます。 

  20 ページにつきましては、純プラスチック１㎏当たりから発生するガス量でござい

ます。 

  21 ページにつきましては、捕集袋により１㎏当たりのガス発生量でございます。 

  22、23 ページにつきましては、スキャンデータのクロマトグラフィーでございます。 

 以上が第４回の専門委員会の資料でございます。 

  続きまして 24 ページからにつきましては、第４回の北河内 4 市リサイクル施設組合

専門委員会の議事録でございます。これにつきましてはまだ「案」ということで、す

べての委員さんから確認がとれてない部分がございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  まとめといたしまして 30 ページをお開きいただきたいと思います。30 ページの下

に藤田委員長のまとめということで載っております。朗読させていただきます。 

  今後、この委員会として考えていかなければならないことは、室内環境のリスクの

削減対策をどうするか。施設からの周辺大気環境に対する負荷はどのぐらいにするか。

リサイクルの枠組みをどうするか。廃棄物の対策をどのようにするかについては、こ

の委員会ではちょっと荷が重い。もう少し限定してシャープにして回答すべきである。

回答を出した段階で、住民への説明責任を含めて委員会の役目を果たしたい、とまと

められております。 

  最後に 31 ページでございますけれども、最後の行の 1 行上なんですけども、藤田先

生のコメントの中で、藤田先生から次回はアンノウンの物質に対する活性炭の吸着の

試験の結果等の情報に基づいて検討するとされております。その内容を受けまして、

32 ページ、33 ページでございますけれども、前回の第４回の専門委員会のご指示を受

けまして、活性炭でＶＯＣの関係の吸着試験を行いました。その行った 32、33 につき

ましては仕様でございます。34 ページにつきましては、そのサンプリングの概要図で

ございます。35 ページ、36 ページにつきましてはその結果でございます。 

  なお、この測定結果が出ましたけれども、この組合議会の皆様に報告する機会も少

ないので、今回の組合議会で報告させていただくものでございます。 

  なお、この資料につきましては次回の専門委員会にお諮りさせていただいて、ご議

論を願う予定でございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 
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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）   続きまして資料５、循環型社会形成推進交付金につき

ましてご説明を申し上げます。行政報告参考資料 38 ページをお開き願いたいと存じ

ます。 

  先ほど経過報告の中で触れましたとおり、廃棄物処理施設整備費国庫補助金につき

ましては、「循環型社会形成推進交付金」として交付金化されるということになりまし

た。その概要についてご説明を申し上げます。 

  循環型社会形成推進交付金の創設－循環型社会の形成のために－という部分でござ

います。 

  １．目的。廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進す

るため、市町村の自主性と創意工夫等を活かしながら広域的かつ総合的に廃棄物処

理・リサイクル施設の整備を推進することにより、循環型社会の形成を図ることを目

的といたしております。 

  ２．概要。市町村（一部事務組合を含む）が広域的な地域について作成する「循環

型社会形成推進地域計画」（おおむね５カ年）に基づき実施される事業の費用について

交付されることとなっております。 

  ①循環型社会形成推進地域計画の作成。計画対象地域の市町村が、国及び都道府県

とともに「循環型社会形成推進協議会」を設け、構想段階から協働し、３Ｒ推進のた

めの目標と、それを実現するために必要な事業等を記載した循環型社会形成推進地域

計画を作成することとされております。 

  ②交付金の交付。国は、循環型社会形成推進地域計画が廃棄物処理法の基本方針に

適合している場合、年度ごとに交付金を交付することとなっております。 

  ③事後評価。計画期間終了時、市町村に目標の達成状況に関する事後評価を求める

こととし、その結果等についてチェックし公表することとなっております。 

  続きまして 39 ページでございます。３．交付対象。対象地域といたしましては、人

口５万人以上または面積 400 平方キロメートル以上の計画対象地域を構成する市町村

に限られております。対象施設といたしましては、循環型社会の形成を進めるための

幅広い施設が対象とされております。具体的には、リサイクルセンター、生ごみリサ

イクル施設、廃棄物原材料化施設、熱回収施設（発電効率または熱回収率が 10％以上

という条件が付いております）、浄化槽、汚泥再生処理施設、最終処分場、高効率原燃

料回収施設、施設整備に関する計画支援事業などでございます。 
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  ４．交付金の額の算定。交付額は対象事業費の３分の１を市町村に一括交付するこ

ととされております。ただし、対象事業費総額の積算の中で、循環型社会の形成をリ

ードする先進的なモデル施設（高効率原燃料回収施設）については、対象事業費の２

分の１を交付することとされております。 

  ５．事業効果。目標の実現のために、地方の自主性・裁量性を発揮しつつ、国と地

方が構想段階から協働し、施策を推進することにより、わが国全体として最適な循環

型社会づくりを行うことが可能となります、ということでございます。また、循環型

社会形成推進地域計画に基づき、明確な目標のもとで３Ｒの推進施策をより総合的、

より戦略的に推進することが期待されております。 

  以上が「循環型社会形成推進交付金」の概要でございます。 

  なお、２月４日金曜日に社団法人全国都市清掃会議主催の説明会が開催されました。

説明会における配布資料につきましては、本日、議長の許可をいただきまして、追加

資料としてご配布させていただいておりますので、ご参照いただきたいと存じます。

別冊追加資料でございます。別冊追加資料の 21 ページから 42 ページまでが、この循

環型社会形成推進交付金の説明資料でございます。 

  説明会の要点をご説明申し上げます。①「循環型社会形成推進協議会」は、その構

成員を環境省の各地方環境対策調査官、整備主体の市町村、関係都道府県とされてお

りますが、この区分は厳密なものではなく、学識経験者を加えることも可能であると

されております。また、協議会を開催する主体は市町村とされております。協議会の

回数は２回程度で、１回目は市町村が策定した素案の検討、２回目は修正案の検討な

どとされる模様でございます。 

  ③循環型社会形成推進地域計画につきましては、別に策定の義務がある各団体の廃

棄物処理計画と一部内容が重複しても受付は可能でございまして、策定主体はあくま

でも施設整備主体の市町村でございます。内容は国の基本方針に沿ったものでなけれ

ばならないとされております。 

  環境省が示しました暫定案によりますと、計画に盛り込む具体的な内容といたしま

しては、対象地域の構成市町村、面積と人口。計画の設定年次（５年を標準とする）。

一般廃棄物排出量、再生利用量中間処理での減量化量など。計画６年目の減量化量、

熱回収量などの目標値。整備したい施設の内容。施設整備に関する土地、調査などの

支援事項。災害時の対応などでございまして、整備したい施設の計画書は、発電設備

付き廃棄物焼却炉、リサイクルセンターなど施設の種類により計画書の様式が異なる
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ようでございますが、すべての様式が現在まだ出来上がっておらないとのことでござ

います。環境省は今後、速やかにすべての様式を作成することとされております。 

  以上が説明会における要点でございます。 

  続きまして、最初の行政報告資料の 40 ページをお開き願いたいと存じます。施設建

設関係経費比較表①でございます。この表につきましては、交付金化に伴い補助率が

３分の１になったことから、従来の補助率２分の１の場合と比較し、各市の財政負担

がどの程度変化するかを試算したものでございます。 

  建設費関係事業費 22 億 7463 万 6000 円の内訳につきましては、下段に記載しており

ますように、建設事業で平成 17 年度 10 億 1463 万 6000 円、平成 18 年度 11 億 1804

万円、建設事業合計 21 億 3267 万 6000 円、造成工事につきましては平成 17 年度事業

といたしまして１億 4196 万円でございます。各種委託料 2698 万 5000 円の内訳につき

ましては、造成工事実施設計委託料といたしまして 420 万円、工事監理委託料につき

ましては平成 17 年度 1165 万 5000 円、平成 18 年度 1113 万円、合計 2278 万 5000 円で

ございます。合計いたしますと 23 億 162 万 1000 円でございまして、このうち平成 17

年度事業費の合計 11 億 7245 万 1000 円につきましては、「循環型社会形成推進交付金」

の詳細、手続きにつきまして不透明な部分が多々あることと併せまして、建設費につ

いて各市の負担の裏付けを得て計上すべく、平成 17 年度当初予算には計上いたしてお

りませんので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

  さらになお、３月の予算審議までに「循環型社会形成推進交付金」の詳細が一定判

明すると考えられますので、各市におきます平成 17 年度当初予算には施設建設費等を

含めた組合負担金を計上していただきたくお願いを申し上げております。 

  次に比較増減でございますが、国庫補助金で３億 7467 万 8000 円の減、地方債につ

きましては３億 3980 万円の増、一般財源につきましては 3487 万 8000 円の増となって

おります。地方債元利償還金合計につきましては４億 315 万 6000 円の増となっており、

一般財源と地方債元利償還金合計を合算した各市負担額につきましては４億 3803 万

4000 円の増と試算いたしております。 

  続きまして資料の 41 ページ、施設建設費関係経費比較表②でございます。この表に

つきましては、交付金補助率３分の１の場合と、平成 15 年度に算定いたしました事業

費とを比較し、各市の財政負担がどの程度変化するかを試算したものでございます。 

  建設費関係事業費につきましては８億 2036 万 4000 円の減、各種委託料につきまし

ては 201 万 5000 円、合計いたしまして８億 2237 万 9000 円の減となっております。 
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  建設事業費の算出にあたりましては、平成 15 年度算定事業費につきましては概算見

積もりを３社から徴収し、その最低値を採用いたしましたが、今回は９社から概算見

積もりを徴収し、土木・建設工事や機械設備工事などの工事単位ごとに中央値を採用

し、その８割を概算事業費として採用いたしました。 

  建設事業費が大きく減額された理由といたしましては、平成 15 年度算定事業費につ

きましては平成 13 年度に見積もりを徴したものでございまして、ここ数年、事業費全

般が安価になってきていることがその要因として挙げられます。また、見積もりを発

注するにあたっての仕様書の提示につきましても、敷地測量を行い、敷地形状を正確

に提示するとともに、高圧線や日影規制等についても提示したことによりまして、平

成 13 年度当時より各社の見積もり制度が高まり、リスク回避のため、過大に積算され

ていた部分が減少したものと考えております。 

  国庫補助金につきましては４億 6968 万 2000 円の減、地方債につきましては１億

1140 万円の増、一般財源につきましては４億 9409 万 7000 円の減となっております。

地方債元利償還合計につきましては１億 6776 万 4000 円の増となっており、各市負担

額につきましては３億 2633 万 3000 円の減と試算いたしております。 

  以上で行政報告の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げ

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、議案第１号 平成 17 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１号 平成 17

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たいと存じます。 

  平成 17 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 7842 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。 

  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
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いただきたいと存じます。12 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、本年度予算額 313 万 8000 円、主な内

容といたしましては、議員 13 人分の報酬といたしまして 211 万 3000 円、行政視察旅

費として 67 万 6000 円、会議録の作製に要する経費 28 万 4000 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、本年度予算額 6567

万 4000 円、主な内容といたしましては、特別職の報酬 85 万 8000 円、車両管理に要す

る経費 15 万 1000 円、例規集作製に要する経費 120 万円、各種負担金 6193 万円、うち

派遣職員人件費（６人分）は 6192 万円でございます。 

  次に、２目 公平委員会費、本年度予算額４万 9000 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２万 5000 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、本年度予算額 24 万 3000 円につきましては、

監査委員２人分の報酬 21 万 8000 円、その他諸経費２万 5000 円を計上させていただい

ております。 

  次に、３款 衛生費、１項 清掃費、１目 リサイクル施設費、本年度予算額８万

円、主な内容といたしましては、市民啓発等に要する経費でございます。 

  続きまして、４款 公債費、１項 公債費、１目 利子、本年度予算額 824 万 3000

円につきましては、組合債の利子でございまして、平成 16 年度の用地購入にかかる地

方債元利償還金利子でございます。 

  次に、５款 予備費、１項 予備費、１目 予備費、本年度予算額につきましては

100 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、８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、本年度予算額 7840 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 2198 万 7000 円、寝屋川市負担金が 2030 万 9000 円、四條畷市負担金が 1796 万 8000

円、交野市負担金が 1814 万 3000 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、本年度予算額１

万円につきましては、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、本年度予算額１万円につきましては、科目設定でござい

ます。 
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  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。どうぞよ

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）   これから質疑に入ります。なお、会議規則により質疑の回

数は３回を超えることができませんので、念のためにお知らせします。ただいまのと

ころ質疑の通告はありません。質疑はございませんか。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。平成 17 年

度北河内４市リサイクル施設組合予算案につきまして質問をさせていただきます。私

は事前に３点の通告をいたしましたので、その通告後の経過も踏まえまして１点の質

問と２点の要望をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  まず１点目です。循環型社会形成推進交付金関連で、本予算は歳入歳出それぞれ

7842 万 7000 円となっております。しかし本施設組合の当初計画では平成 16 年度国庫

補助事業を前提としてリサイクルプラザ整備計画を進めてきたものであり、施設建設

費につきましては平成 15 年度算定建設関係事業費 30 億 9500 万円をベースとして 12

月２日大阪府に提出された整備計画書に盛り込まれた 28 億 7700 万円が本年度当初予

算に計上の運びであったと、このように承知をしております。しかし、時折しも政府

が進めております三位一体改革の中で税源委譲の対象となる国庫補助金、負担金の１

つに廃棄物処理施設整備費補助金が急遽盛り込まれることとなり、この補助金を廃止

し、新たに広域的な観点からの循環型社会の形成を図るための新たな制度として循環

型社会形成推進交付金が創設されることとなりました。先ほどもご報告をいただきま

した。本組合予算も補助金から交付金制度への転換を図ろうとする平成 17 年度政府予

算審議とリンクする形で国庫補助金申請が不受理となり、しかも新たに創設される交

付金のスキームが見えない中で当初予算に建設関連経費が計上できなかったものと、

このように判断をしております。 

新たに創設される交付金は、その枕詞に廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リ

サイクル）を総合的に推進するため、とこのようにうたっており、循環型社会形成推

進地域計画はこの３Ｒに関する戦略的な目標設定と事業評価が重視されていると、こ

のように考えております。交付金制度は、容器包装リサイクル法や廃棄物処理法上の

上位に位置する循環型社会形成推進基本法の理念のもと、廃棄物行政全般、しかも広

域圏における地域計画の策定を想定しているものと考えます。ついては交付金申請に

つきましては、循環型社会形成推進基本法及び同基本計画並びに改定が予定されてお

ります廃棄物処理法に定める基本方針に十分留意され、構成４市の廃棄物処理基本計
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画はもとより、３Ｒ政策との整合性を図り、十分連携の上、地域計画の策定に対処さ

れることを、これはまず１点要望をさせていただきます。 

  次に建設費についてであります。先ほどからも申し上げておりますように、本施設

組合の当初予算に施設建設費の計上は盛り込まれず、本予算案の各市負担金の施設建

設経費合計は 832 万 3000 円にとどまっております。しかし構成各市の当初予算に施設

建設関係事業費を含む予算を計上していただきたいと、先ほどそのような行政報告を

伺いました。そこでこの建設費についてお尋ねを申し上げます。今までから施設建設

関係事業費につきましては、施設建設費 29 億 9500 万円、造成工事費１億円、建設事

業費合計 30 億 9500 万円、このように伺ってまいりました。今回、循環型社会形成推

進交付金に基づいた試算では、建設事業費 21 億 3267 万 6000 円、造成工事費１億 4196

万円、建設関係事業費合計 22 億 7463 万 6000 円とされており、当初からの説明より８

億 2036 万 4000 円の大幅な減額、26.5％の減額となっております。またさらには大阪

府提出の整備計画では予算計上予定額として 28 億 7700 万円と計上されております。

ここにきて建設関係事業費に大きなぶれが生じていると、このように言えるのではな

いでしょうか。 

  そこでお尋ねをいたします。補助金スキームと交付金スキームで事業費の積算方法

が変わったのかどうか。２点目、施設整備計画そのものに大きな変更がないにもかか

わらず、これほど大きな減額となった理由はなんでしょうか。仮に積算方法に変更も

なく、施設整備計画に大きな変更もない中で、26.5％にも及ぶ事業費の変更があった

ことは、本施設組合の施設整備に取り組む姿勢の甘さを指摘されても致し方ないもの

と考えますが、いかがでしょうか。 

  続きまして３点目、これも要望をさせていただきます。専門委員会の報告と都市計

画審議会についてであります。４市リサイクル施設組合専門委員会は、調査及び審議

結果について管理者に報告をした上で、管理者は委員出席のもとでこの報告について

近隣に居住する住民に説明会を開催すること、このようにされております。12 月 29

日に開催されました専門委員会では、委員からの新たな問題提起を踏まえ、課題が残

されており、いまだ報告書の取りまとめは行われていない状況にございます。先ほど

その経過についてはご説明をいただきました。４市リサイクル施設組合廃棄物処理基

本計画は、本施設整備にあたって「環境に配慮した施設整備」を掲げ、悪臭、騒音・

振動、化学物質による周辺環境の汚染に十分留意していくと、このように明記をして

おります。また、リサイクルプラザ整備計画書の「リサイクルプラザ整備にかかる地
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域住民との調整状況」の今後の予定の中で、周辺住民より施設の安全性の立証につい

て要望が出されているため、学識者６名による専門委員会を設置し審議していただい

ており、結論をもって住民に対して説明会を実施し、リサイクルプラザ建設に向けて

調整してまいりますと、このように明記をしておられます。これらの点を踏まえれば、

専門委員会の管理者への報告を待って、専門委員出席のもと、地元住民への説明会を

経た上で、構成各市の都市計画審議会に諮ることが肝要と私は考えます。急がば回れ

の諺にあるように、市民に十分説明責任を果たしながら各種手続きを進めていただく

よう強くご要望を申し上げます。 

  １点の質問に対するご答弁よろしくお願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   扇谷議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。

補助金から交付金に変わって基本的なスキームの変化があるのかどうかというご質

問でございますが、交付金の基本的なスキームはまだ十分にお示しをいただいておら

ないという状況でございますけども、しかしながら先日来の説明会の中で基本的なス

タンスとしては補助金と同一のスタンスであろうと思われる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。 

  次に建設費につきましてのご質問でございますが、先ほど行政報告の中でご説明を

申し上げましたとおり、建設事業費の算出にあたりましては、平成 15 年度算定事業費

につきましては概算見積もりを３社から徴収いたしまして、その最低値を採用いたし

ましたが、今回は９社から概算見積もりを徴収し、土木・建設工事や機械設備工事な

どの工事単位ごとに中央値を採用し、その８割を概算事業費として採用いたしました。

建設事業費が大きく減額された理由といたしましては、平成 15 年度算定事業費につき

ましては平成 13 年度に見積もりを徴したもので、ここ数年、事業費全般が安価になっ

ていることがその要因として挙げられるというふうに存じております。また、見積も

りを発注するにあたっての仕様書その他につきましても、敷地形状を正確に提示する

とともに、高圧線や日影規制等についても提示したことによりまして、平成 13 年当時

より各社の見積もり精度が非常に高まり、リスク回避のため過大に積算されていた部

分が減少したものと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）   扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）  ご答弁ありがとうございました。ただいまご答弁いただきま

したが、基本的には当時から積算方法も変わっていない、計画に大きな変更もないと
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いう中で、この間の状況の推移の中で 26.5％の減額が行われたということだろうと、

このように承知をしております。しかも補助金が不受理となり、見えない交付金スキ

ームという中でのこういう状況に重なり、実は十分説明がない中でのこの建設費の多

額の変更ということで、私は不信感が増幅しても仕方がないのではないでしょうかと、

このように思うわけでございます。先ほどご説明いただきましたし、ただいまご答弁

いただきました。しかし平成 13 年当時から今回の積算について、当時過大な積算が

あったんではないかというお話がございました。これはもってのほかではないかと、

このように思います。仮に今後さらに建設費に変更が生じるというようなことがあれ

ば、これは大変なことだというふうに危惧をいたしております。また、あってはなら

ないことであります。行政報告の中でもご説明をいただきましたし、ただいまもご答

弁をいただきました。循環型社会形成推進交付金に基づく、この今回ご提示をいただ

きました建設関係事業費 22 億 7463 万 6000 円の積算は揺るぎのないものと言えるの

かどうか、今一度改めてお伺いを申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   先ほどご答弁申し上げましたけども、９社見積もりを

取りましたと、９社見積もりを取って、中央値の８割を選択いたしました。この理由

でございますが、平成 13 年６月 20 日付で廃棄物処理施設整備の入札状況等にかかる

調査結果という報告が出されております。整備計画書の事業費と契約額の比較という

調査結果におきまして、８社以上で競争入札がされた場合は整備計画事業費と契約額

の割合が平均値で約 78.5％ということとなっておりますので、今回私どもは８割を採

用した次第でございます。この金額については当然この建設に関して今後この計画で

進めることが可能だというふうに判断いたしておりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（津上 敏広君）   ほかございませんか。松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）   １点だけお聞きしたいと思いますが、市民への情報提供あ

るいは説明責任と、あるいは市民の意見の反映という、そういう面で昨年の７月臨時

会でも私申し上げたんですが、この一部事務組合というのはどうしても市民から見た

ら遠いと。広報とか議会だよりもありませんし、ホームページもありません。そうい

う意味ではなかなかその実態が分かりにくいということがあると思うんですね。今回

の予算を見ておりますと、その辺の改善がもうひとつ見られないように感じますけれ

ども、そういった面の改善はどのように考えておられるか。この点につきましてお聞
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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）   この一部事務組合の情報周知につきましてのご質問で

ございますが、大変難しい状況というのか、ご質問であろうというふうに私ども認識

しております。後ほどまた一般質問でも出てまいると思いますけど、各市の広報の締

め切り時期、それから発行日等が非常に大きく違う中で、私どもの情報を４市の広報

に求めましてもなかなかうまく調整ができない。それから私どもが単独でホームペー

ジを持つという方法も考えられますが、現在の職員体制ではこのホームページの更新

等が非常に難しいというような事情で、現在は私どもが今回予算に計上させていただ

いておるのは説明会等を行う場合の資料の作成費用等をさせていただいております

ので、大変状況が難しいとは存じますが、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

○議長（津上 敏広君）   松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）   今、難しいという話があったんですが、その辺は当初から

これは難しいという話、私たちこれ一部事務組合でやれば当然これは難しいんだと、

そういうデメリットがあるんだということは言ってきたんですよね。だからそれは予

想されている話ですよ。今になって難しいと言うだけでは、これはやっぱりどうかと

思いますから、それは承知の上でやってるわけですから、やはりそれをぜひきちっと

するということが必要であると思います。せめてこのホームページについては双方向

で市民からも意見が発信できるというものでありますから、その辺は工夫もしていた

だいてぜひやるべきだということを、これを強く申し上げたいと思います。 

  それともう１点、具体的なことをお聞きしますが、今日の寝屋川市の広報をさっき

見ますと、例えば２月 24 日に専門委員会が開かれるというのが寝屋川市の広報に出て

ます。じゃあこれ他市の３市はどうなってるのかと。こういう専門委員会の周知につ

いてどうされているのか。こ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）  15 日付の寝屋川市の広報で専門委員会の開催について

掲載をさせていただきました。私どもはこの現在の段階で場所、時間等がまだ確定で

きてない状況でございますので、この詳細についても今後、寝屋川市のホームページ

等でお知らせをしていくというふうに考えております。各市のホームページにも可能

であれば掲載をしていただくということでお願いをしてまいりたいと存じておりま
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すので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）   松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）   いずれにしてもこの施設建設につきましては強い住民から

異論も出ておりますから、やはり十分に情報を公開して市民の皆さんのご意見を反映

すると、その点に努めるべきであるということを強く申し上げておきます。 

○議長（津上 敏広君）   ほかございませんか。松本議員。 

○９番（松本 順一君）   用意は２点あったんですが、１点は先ほど松尾議員の質問

と重複しますので、１点に絞りまして質問させていただきたいと思います。先ほど説

明の中とこの予算の中でも触れられておりますけれども、現在専門委員会で十分に論

議をしていただいて、安全性の確認の問題や試験関係についての評価が今されておる

んですけれども、先般私も定例会でご質問させていただきましたけれども、この専門

委員会は３月 31 日で一度切れるというふうに認識をしております。しかし、この論

議も私も傍聴で聞いておりますが、非常に専門的な立場でいろんなアドバイスをして

いただいている、評価をしていただいているという認識を私持っております。４月以

降、この予算とも絡み合いながら、この専門委員会をどうしていくのかということを

今のお考えありましたらご提示をいただきたいと思っております。 

○議長（津上 敏広君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   専門委員会に関するご質問でございますが、ご指摘の

とおり私どもの今回の専門委員会については施設の安全確認を前提といたしており

ますので、３月 31 日で終わるという状況を想定いたしております。この施設の建設

の場合、３回ほど機会があろうかと思います。１回は先ほど申し上げた施設建設前の

構想段階での専門委員会、それから施設建設中におけるアドバイスをいただく方々、

これは建設にかかわる方々というふうに思っております。３回目に施設を運営する場

合におけるそういう疑問点についてお答えいただくアドバイスの方々、というような

形で３回、基本的スキームが若干変わりますので、今の段階の専門委員会は要するに

安全確認という形での報告書が出来上がった段階で終了をさせていただき、次に施設

が出来上がった後に施設運営に関するアドバイスをいただく機関もしくは組織を作

る必要があろうかというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）   松本議員。 

○９番（松本 順一君）   そういうことで前向きにしていただけるということでござ

いますのでもう申し上げませんが、いずれにしてもシンクタンク的な取り扱いは私、
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必要と思いますので、その予算計上等についてもこれから柔軟に対応していただくよ

うにということをご要望だけさせていただいておきます。ありがとうございました。 

○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。坂野議員。 

○13 番（坂野 光雄君）  今回の予算は施設建設費が含まれずに職員などの人件費が

中心となっていますので反対はいたしません。しかし、この際言っておきたいんです

けども、管理者は住民の凍結を求める声を真摯に受け止め、住民合意なしの状況で一

方的に施設建設をしないと、この立場に立つことを強く求めておきます。以上です。 

○議長（津上 敏広君）   ほかはございませんか。 

 （ ｢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。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   大変恐れ入ります。配布させていただいている北河内

4 市リサイクル施設組合議会平成 17 年第１回定例会の一般質問の通告の訂正をお願い

申し上げます。１番、四條畷市の扇谷昭議員の１．循環型社会形成推進交付金、２番

の建設費、３番の専門委員会の報告と都市計画審議会については、一般質問ではなく

予算の関係でございましたので、省いていただくようご訂正をお願い申し上げます。

以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）   ただいまから順次質問を許します。まず扇谷議員の質問を

許します。扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）   ありがとうございます。議席 10 番、四條畷市派遣の扇谷昭

でございます。通告に基づきまして「迷惑施設」建設と住民合意の手法につきまして
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お尋ねをしたいと思います。ご答弁どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  北海道のニセコ町では、一般廃棄物最終処分場の建設計画をめぐり、計画策定の全

過程を公開したにもかかわらず、建設予定地の住民から反対運動が起きました。しか

し、あくまでも話し合いの姿勢を貫き、住民合意の形成を図ったニセコ町の逢坂町長

は、住民合意を形成するために以下の３点が必須条件だと、このように言っておられ

ます。①その迷惑施設の必要性やその問題を取り巻く客観的な状況を十分にお知らせ

すること。②透明性を高め、議論の過程が多くの人に明らかになっていること。③必

要なときに、住民がその議論に参加できること。そして「透明性を確保し、参加によ

る十分な議論が、急がば回れの結果をもたらすのではないかと強く感じておる。行政

の側には、議論による摩擦を恐れないで住民の皆さんの中に飛び込む勇気が必要だと

考える」と、このように感想を述べておられます。学ぶところは実に多いのではない

でしょうか。 

  さて、本議会は１月 27 日、先進地視察で下関市を訪れました。下関リサイクルプラ

ザは、ペットその他プラ以外の缶・瓶・粗大ごみも含めた処理施設で、平成 15 年６月

に稼働をしております。下関市では、このリサイクルプラザの建設にあたって約 550

の自治会に対し延べ 600 回の説明会を開催、また環境団体や一般市民対象に、市民が

利用しやすい施設建設の観点から１年間にわたって９回のワークショップを実施する

など、行政が一方的に考えた施設で市民にとっては使い勝手が悪い施設では困るとの

考えから、市民の意見を反映させた設計に心掛けたとのご説明でございました。 

  このため、市民参加型施設建設について多くの教訓を得たところであります。例え

ば、啓発棟入口では地元農家の方が野菜即売コーナーを出店しておられました。また、

キッズコーナーでは４～５組の親子が気軽に遊んでおられました。また、体験工房ゾ

ーンで行われておりました裂織教室は文化教室の雰囲気でございましたし、説明にあ

たってくださいました職員の名刺にはごみダイエット係とあるのを見まして、施設の

随所、市の考え方に“市民とともに”を感じることができたものであります。 

  迷惑施設は、関係者全員にとっては必要な施設であり、その便益は広く多くの市民

が享受するものでございますが、整備に伴う弊害は施設周辺にとどまり、その地域で

は理論や理屈では計り得ない被害者意識が生まれるものでございます。この被害者意

識に対して、十分意を尽くして説明責任を果たし、いかに納得を得るかが迷惑施設整

備の鍵と言われております。 

  私は、本リサイクル施設建設にあたり、施設周辺住民の皆さんに対する行政として
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の説明責任が不十分ではないかと、このように危惧をしているところでございます。 

本施設建設につきまして十分透明性を確保するとともに、住民参加を得て合意形成を

図る組合の取り組み姿勢を強く望むところでございます。 

  そこで本組合の迷惑施設としてのりサイクル施設建設に対する基本的な住民合意形

成の考え方及び説明責任の履行方法についてお尋ねをいたします。ご答弁よろしくお

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）   住民との合意形成の考え方及び説明責任の履行方法に

ついてのご質問でございます。私どもが今までに行いました主な説明会の開催状況と

いたしましては、寝屋川市域におきまして平成 16 年４月には６自治会及び国守町・

打上各自治会役員会等に実施をしてまいりました。６月には宇谷・東小学校区 15 自

治会会長、９月には宇谷・梅が丘・東・明和小学校区 30 自治会会長及び役員に対し

まして説明会を開催してきたものでございます。他市域につきましては、12 月に星田

西地区自治会に対しまして説明会を開催するとともに、また構成各市におきまして都

市計画決定手続きの中で、公聴会の開催や都市計画（案）の縦覧などを実施いたしま

して、住民の皆様のご意見を伺ってまいった次第でございます。 

  なお、周辺６自治会を母体とする「廃プラ処理による公害から健康と環境を守る会」

の方々とは、実質的に協議会を設けまして定期的に意見交換を行っておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと存じます。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）  ご答弁ありがとうございました。自席から再質疑をさせてい

ただきます。行政当局はこの間、容器包装リサイクル法に基づくペットボトル及びそ

の他プラスチック製容器包装の再資源化施設建設の必要性を十分に訴えてきたと、先

ほどから十分説明をしてきたというご答弁をいただきましたが、果たしてそう言える

でありましょうか。昨年５月９日に開催されました自治会住民の会主催シンポジウム

参加者の感想文の取りまとめを拝見いたしますと、住民不在、行政不信、説明不足、

情報公開等がキーワードといえるご意見が多数出されておりました。確かに先ほどご

答弁いただきましたように４月 10 日以降、各地区での地元協議も何回となく開催さ

れてまいりましたし、住民のご要望を踏まえた専門委員会を立ち上げ、安全対策に真

摯に取り組まれたということは十分評価をさせていただきます。しかし、果たして行

政の説明責任を十分果たしたと言えるでしょうか。事務方の繰り返しの説明も大切で
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はございますが、それよりもトップ自らが説明責任を果たし、住民の皆様に理解と協

力を得る取り組みこそが大きな前進につながると私は考えております。住民の皆様と

の合意形成に寄せる馬場管理者の存念をお聞かせいただきたいと、このように思いま

す。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（津上 敏広君）   馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）   いつもご答弁を申し上げておることでございますけれど

も、今までのごみの焼却型あるいは埋め立て型から循環型社会を目指してぜひとも今

進めようとしておりますリサイクル施設は必要な施設でございます。しかしながら今、

議員ご指摘のように近隣住民の皆さん方大変ご心配をなさっておられますし、ご心配

をかけていることも事実でございます。説明責任の中で何が大切かといいますと、や

はり住民の皆さん方の生活に、あるいは健康に影響を与えない、与えるということが

一番心配なさっておられることでございます。そういう意味から今ご質問にもありま

したように専門委員さんをお願いいたしまして、専門的見地からそういったことを今

検証していただいているわけでございます。近いうちにその結果も出ようかと思いま

すけれど、いずれにいたしましても職員一丸となって、また私が先頭になって地域住

民の皆さん方にご理解を得るべく努力をしてまいりたいと考えております。 

○議長（津上 敏広君）   これにて扇谷議員の一般質問を終結します。次に坂野議員

の一般質問を許します。坂野議員。 

○13 番（坂野 光雄君）  交野市の日本共産党市会議員坂野光雄です。それでは一般

質問に入ります。 

まず最初に、廃プラスチックの４市共同処理に関し多くの住民が健康被害を心配し

ている中で、４市の共同処理以外の処理方法について一から検討することを要望いた

します。現在、交野と四條畷は清掃組合を結成し、両市のごみを焼却処理しています。

しかし焼却炉は建設から 30 年以上となり、老朽化し、現在両市では新炉の建設に向け

ての取り組みが行われています。そして新炉の建設とあわせてその場所にリサイクル

プラザを併設することになっています。他の自治体のリサイクルプラザでは缶・瓶・

ペットボトル・プラスチックボトル・その他プラスチック・古紙・古布などを処理し

ています。しかし交野・四條畷のリサイクルプラザは、廃プラを除いたリサイクルプ

ラザの予定となっています。地域のごみは地域で処理することがごみの減量化につな

がります。また、処理に伴うリスクはできる限り分散することが必要です。私はこの

点から考えて、交野・四條畷のリサイクルプラザで廃プラを処理するのが当然と考え
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ます。施設組合の管理者、副管理者は各市長となっています。施設組合、そして各市

において再度の検討を要望いたします。 

  それでは質問に入ります。生活環境影響調査報告書の縦覧についてお伺いします。

私は生活環境影響調査報告書が１月４日から２月の 21 日まで縦覧されていることを

２月の１日に開催された施設組合議会幹事会の報告として聞きました。施設組合の生

活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例、これが昨年の６月に制定されま

したが、それでは縦覧期間は縦覧の告示の日から 30 日間と定められています。この縦

覧は１月４日に告示されたものであるから、本来なら１月４日から２月の２日までが

縦覧の期間であります。 

第１点目は、縦覧の期間の短縮や延長は条例違反ではないでしょうか。そしてこの

条例違反の変更を組合議会にも諮らず、どこの機関で承認したのか、答弁を求めます。

２点目は、縦覧が行われていることが組合議員に知らされたのが２月の 1 日であり、

本来の縦覧期間の終了日の前日です。組合議員にも知らせず、こういうやり方という

のは組合議会無視も甚だしいものと受け止めています。なぜ組合議員にも知らせず縦

覧を行ったのか、答弁を求めます。 

○議長（津上 敏広君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   生活環境影響調査報告書につきましてのご質問でござ

いますが、縦覧期間を延長した理由といたしましては、当初、組合におきましては公

告式条例に基づく告示により周知する予定をいたしておりましたが、広く市民の皆様

へ周知する必要があると再検討した結果、先ほど行政報告におきましてご報告いたし

ましたように、縦覧期間を２月 21 日までにいたした次第でございます。また、意見

書の提出につきましても３月７日といたしております。 

  なお、縦覧期間の延長につきましては、期間延長の告示を再度行っておりますので

条例違反ということではございません。 

  組合議会へのご報告につきましては、生活環境影響調査報告書が前回組合議会開催

日の 11 月 29 日以降にまとまりましたので、今議会での報告となった次第でございま

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）  今の話では、縦覧を行うんだったら組合議会の議員に知ら

せるというのが、これが当たり前の手続きではないでしょうか。知ったのが前の日な

んですよ。こういう議会無視というのはどこの市でも聞いたことがないという本当に
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ひどいやり方ですわね。 

  次に移りますけども、この生活環境影響調査の縦覧は清掃法の法律に則ったもので

あり、施設組合の条例で手続きを定めています。これだけ施設建設に伴う健康被害が

心配されているときだからこそ、生活への環境の影響がどうなっていくのか。４市 80

万住民に知らせる義務が施設組合管理者に求められています。しかし今回のやり方は

議会無視、そして住民無視と言えるものです。経過を振り返れば、施設組合は１月４

日に縦覧の告示を寝屋川クリーンセンターにある施設組合の掲示板に張り出し、30 日

間の縦覧を開始した。市民から掲示板に張るだけでは市民に知らすことができない。

抗議を受けて、その処置として縦覧期間を２月の 21 日まで延長したわけですね。そし

て２月の１日付の寝屋川広報に掲載しました。しかし交野、枚方、四條畷ではいまだ

に広報に掲載されていないんです。 

問題点を指摘しますが、第１点目は寝屋川市民に２月の１日の広報で知らせたので

あれば、２月の１日から 30 日間の縦覧期間にすべきではないでしょうか。２点目は、

交野、枚方、四條畷では広報に掲載されず、掲示板に施設組合からの縦覧のお知らせ

の用紙が掲示されているだけです。交野は３カ所のみです。これでどうして交野、枚

方、四條畷市民が知ることができるでしょうか。今まで市民に縦覧に供するときは、

必ず広報で知らせていた。これが市民に知らせる市民参加の行政ではないでしょうか。

管理者の感覚を疑います。３点目は縦覧の場所です。80 万市民が対象であるのに、縦

覧場所は施設組合１カ所です。各市役所で縦覧させるのが当たり前ではないでしょう

か。４点目は、条例の第５条で意見書の提出先及び提出期間を告示すると決めていま

す。しかし交野市に掲示されているお知らせには、意見書の提出については一言も記

載されていないんです。交野市民は意見書の提出について知らされていないんです。

これほどひどい縦覧の手続きは今まで経験したことがありません。私は管理者に対し

て生活環境影響調査報告書の縦覧、意見書の提出の手続きを最初からやり直すことを

求めます。再度の手続きにおいては４市の広報に縦覧意見書の提出を掲載し、そして

最悪でも各市役所で縦覧可能とすることです。再度の手続きを行うこと、このことを

管理者に求めます。 

○議長（津上 敏広君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず、ご指摘いただいてます広報の方法でございます

が、これにつきましては私ども組合の公告式条例という形でご審議いただいた広報方

法について先にもご答弁申し上げましたが、ございます。それに基づいて告示を行っ
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ておりますので、条例違反では全くございません。 

  各市の広報に生活環境影響調査等の縦覧についての同じ記事を一斉に載せるという

ことについては、なかなか調整が非常に困難でございます。と申しますのは、寝屋川

市の広報は月２回発行いたしております。１日号と 15 日号です。交野市の広報、枚方

市の広報は月初日に１回でございます。四條畷市の広報はたしか 15 日号で月１回とい

う形になっており、交野、枚方、四條畷のいずれの３市にも掲載日の１カ月前が原稿

の締め切りでございます。寝屋川市のみが掲載日の 20 日もしくは２週間ぐらい前とい

うような形で相当な余裕をもっておりますので、この辺の調整が大変困難で、一斉に

広報に載せるというわけにはまいりませんので、ご理解をいただきたい。先ほど予算

の質問の中でホームページ云々というようなご質問もございましたので、私どもは今

後その辺の部分を研究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）  全然話にならんですよね。広報の発行時期が違ってもそれ

はどないでもなりますやん。４月１日から縦覧にするんだったら今からでも間に合い

ますやん。そんなことちょっと考えたら分かることですやん。それから交野や四條畷

や枚方では意見書の提出について何にも知らされてない。これについては答弁ないん

ですよね。それはもう一度答弁してくださいね。 

  その次に、この生活環境影響調査報告書の内容に入りますけども、報告書の２－９

ページに大気汚染にかかわる環境基準として二酸化窒素、浮遊粒子状物質などととも

にベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロメタンなどの環境

基準が示されていますけども、こういうベンゼンなどの化学物質は調査項目から外し

しております。また、悪臭において、悪臭というのは化学物質なんですよね。この悪

臭においては現況調査は行っているが、予測値を示さずに、科学的な証明もなしに影

響は軽微であるという結論を出しています。環境影響調査をすべき化学物質に関して

環境基準が定められているにもかかわらず、調査項目や予測値から意識的に除外して

います。住民が化学物質の発生による健康被害を一番心配しているときだからこそ、

化学物質の調査予測を行わなければなりません。また、厚生省による生活環境影響調

査の指針におけるその他の施設が今回この廃プラ施設にあたりますので、このことか

らしても化学物質の調査を含めることができます。現在、専門委員会が調査している

化学物質についてその調査結果を待って、これを生活環境影響調査報告書に含めるの
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が当然だと考えます。また、第二京阪道路の供用に伴う複合的な予測を行っているこ

とは一定評価しますが、複合的な予測を行うんであれば、すぐ前に建設される民間の

廃プラのこのリサイクル施設、これも当然含めるべきではないでしょうか。そしてこ

のような化学物質が入っていない、また複合的な予測でも不十分な報告書になった原

因は、住民参加なしで環境影響調査をまとめたことによるものだと言えます。したが

って私は、生活環境影響調査に化学物質を含め、また民間施設を含めた総合予測を住

民参加のもとでやり直す、このことを管理者に求めます。管理者の答弁を求めます。 

○議長（津上 敏広君）   寺西次長。 

○事務局次長（寺西 喜久雄君）   環境アセスのご質問でございます。確かに今、環

境基準というのは大気に４種類ございまして、ベンゼン等４種類規定しております。

先ほどのアセスの報告書の説明の概要書の３ページで先ほど説明させていただきま

したけれども、平成 10 年の厚生省が作りました指針に基づきまして今回表２－１で

生活環境影響調査項目という格好で列記させていただいてます。この中で施設稼働、

施設からの悪臭、排水、廃棄物運搬の車両等々ございます。こういうものにつきまし

ては一応その基準に従って処理させていただいて結果として出させていただいてま

す。先ほど説明申しましたように、排水につきましては公共下水道に放流するという

ことで排除させていただいてます。もう１点は先ほどの中で第二京阪については加味

しておるが、前の民間のパレットは加味していないというご質問でございますけれど

も、ページ数でいきますと、これによりますと９ページでございます。３－５の中で

第二京阪等の供用に伴う複合的な環境影響の予測という格好で、等とついてますのは

前のパレット工場の運送の車両等も含めた中の意見でございまして、本書にその中を

列記しておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（津上 敏広君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   先ほどのご答弁漏れでございます。確かにご指摘のと

おり枚方市、交野市、四條畷市の３市の掲示板に掲示させていただいた４市リサイク

ルプラザ設置にかかる生活環境影響調査報告書の縦覧につきましては、意見書のこと

については触れておりませんが、私どもの掲載しておる告示板に意見書についても触

れておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

○議長（津上 敏広君）   これにて坂野議員の一般質問を終結します。 

  間もなく午後４時になりますが、本日の議事が全部終了するまで会議時間を延長し

ます。ご了承願います。 
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  次に広瀬議員の一般質問を許します。広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）   枚方の日本共産党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。 

先ほど坂野議員の方から生活環境影響調査報告書について質問がありましたので、

まず住民合意から質問させていただきたいと思います。まず、この報告書のことなん

ですけれども、ただいま縦覧が行われている。坂野議員の方からもう一度やり直しを

せよ。こういうふうに今話があったわけなんですけども、私も同様の思いなんです。

前回の組合議会は 11 月の 29 日に行われました。このとき坂野議員は都市計画決定と、

それから専門委員会の検討と、そしてこの生活環境影響調査の報告、これがばらばら

やないかと、こういう質問をされたわけなんですね。これにやはり整合性をもたせて

いくべきやないのかと、こういった中身の質問をされたわけなんです。この質問に対

する答弁では、専門委員会と並行しながら補充事項の調査を現在進めており、この専

門委員会等結論の時期には十分整合がとれる。こういうことだったわけなんです。こ

の報告書は表紙に書いてますが、11 月に策定をされたんですね。前回の組合議会は 11

月 29 日にやってるんですよね。報告書は 11 月に策定されていると。一体いつこの報

告書というのは策定されたのか、まず聞かせていただきたいと思います。 

  続いて、先ほどの答弁の続きで、この結論を得て当然閲覧をしたいんだと。この結

論というのは当然専門委員会の結論だと思うんですけれども、12 月から１月ぐらいの

間の縦覧期間には間に合わすことが可能だと言われているんです。私はこの結論とい

うのは、専門委員会の結論を得て縦覧するんだというふうな意味に受け取ったわけな

んですけれども、今回実際には専門委員会の結論の前にこの縦覧の手続きが行われて

いるんですね。これでは整合性がないじゃないかというふうに言われると思うんです。

なぜ１月４日から縦覧を始めなければいけなかったのか。これがどうも理解できない

ところなんですよね。だって補助金申請のためだとか言われるんだったら、ああなる

ほどなと、まだ分からなくもないんですね。しかし 12 月にはもう補助金申請だめにな

っているじゃないですか。なぜあわててこの中途半端な１月４日という時期に始めな

ければならなかったのか。これが分からない点なので、ぜひとも答えていただきたい

と思います。 

  それから、いただいた整備計画書には廃棄物処理法第９条の３に基づく届け出に関

する書類としてこの計画書が添付されているわけなんですけども、この廃掃法はなぜ

この環境影響調査の提出を求めているのか、教えていただきたいと思います。 
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  次にスケジュールについて教えていただきたいと思います。３月まで大まかにお示

ししていただいているわけなんですけども、その後のスケジュールについても大まか

に示していただきたいと思います。 

  それから寝屋川の都計審の方が継続審議になったということで、先ほど２月から３

月にかけては各市の都計審も開かれる予定というふうにご説明をいただいたわけです。

用地の買収についても大体同時期というふうにご説明があったかと思うんですけれど

も、この用地の買収というのは各市の都市計画決定のあとになるのかどうか。この点

についてもお答えいただきたいと思います。 

  次に補助金の廃止とコストについてということで、先ほど扇谷議員さんの方から予

算の質疑の中で詳しく質問をしていただいたわけなんですけれども、少し分からない

点がありました。お聞きをしておきたいというふうに思うんですけれども、この整備

計画書では 28 億 7700 万円と見積もられていたわけです。しかし今回の行政報告では

約 23 億円と見積もられたと。これは９社の中央値の８割をとったのでこうした数字に

なったんだというご説明いただいたわけなんですけれども、その８割をとらなかった

場合、各市の負担金というのはどういった金額になっていくのかということを教えて

いただきたいと思います。 

  それから平成 15 年度算定事業費が過大に見積もられたのではないかというお話も

ちらっとあったわけなんですけれども、これについては平成 15 年度の当時の見積もり

の内容について資料の提出を後日で結構ですのでお願いをしておきたいと思います。

以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（津上 敏広君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   生活環境調査にかかる一連のご質問にお答えをしてい

きたいと思います。まず、この環境調査はいつ出来上がったのかというご質問でござ

いますけども、平成 13 年に行ったものをベースにしまして、今回改めて環境影響調

査を作成いたしたものでございまして、完成日は 11 月の 30 日に業務完了をいたして

おります。この業務完了いたしたものを印刷に回しましたので、現在皆さんのお手元

にご配布させていただいておるものでございます。この縦覧の時期１月４日にした理

由というのは、年末にしたのでは正月を挟むということで、1 月４日に印刷を出来上

がったものを順次縦覧をさせていただいておる。先ほど専門委員会の結論を得てから

と、確かにそういうご答弁を申し上げております。私どもは今回専門委員会が若干ず

れ込んだということで、この時期について確かに専門委員会の時期と縦覧の時期がい
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くらかずれを生じているということでご理解を賜りたいというふうに思っておりま

す。 

  補助金の廃止に伴うコストの比較ということでのご質問でございますが、先ほど要

するに８掛けというんか、２割減をしなかった場合の数値についてご説明をいただき

たいというご質問でございますが、私どもは建設工事と造成工事、平成 17 年、18 年

度分を合わせまして 28 億 4329 万 5000 円と試算をいたしておりまして、それにプラス

することの各種委託料ということで 3370 万 5000 円、合計 28 億 7700 万円を建設工事

費としての試算をしております。これに伴いまして国庫交付金が３分の１ということ

でございますので９億 3681 万円でございます。地方債が 17 億 4810 万円、残りが各市

の一般財源ということになりますが、枚方市が 9332 万 6000 円、寝屋川市が 6016 万

6000 円、四條畷市が 1727 万 2000 円、交野市が 2132 万 6000 円ということになろうか

と思います。地方債元利償還金合計が 20 億 7403 万円でございまして、枚方市の地方

債元利償還金合計が 10 億 765 万 7000 円、寝屋川市が６億 4962 万 6000 円、四條畷市

が１億 8648 万 6000 円、交野市が２億 3026 万 1000 円ということになり、各市の合計

負担額が 22 億 6612 万円で、枚方市が 11 億 98 万 3000 円、寝屋川市が７億 979 万 2000

円、四條畷市が２億 375 万 8000 円、交野市が２億 5158 万 7000 円ということになろう

かと承知をいたしております。 

  次に当面のスケジュールということで３月までお示しをさせていただいております

が、これ以後のスケジュールということでご質問がございますので、お答えを申し上

げたいと思います。今後のスケジュールですが、新年度に入りまして５月後半から６

月議会に各市が入る前までに私どもは臨時議会をお願い申し上げて、建設費関係経費

の補正予算のご審議をお願いしたいと考えております。 

  次に交付金の内示等でございますが、環境省は「４月当初に交付金の内示を行うこ

とは困難と思われる」というふうに先ほどの報告の中で申し上げたとおりでございま

すが、私どもはできるだけ早く早期に実施したいという環境省の意向を受けまして、

要綱等の提示がありましたら、早急に「循環型社会形成推進地域計画」の策定に取り

組みまして、「循環型社会形成推進協議会」を設立してまいりたいと思います。 

  それから用地買収の件でございます。先ほどのご質問の中で都市計画審議会終了時

までに用地買収を行うことは控えるべきではないかというご質問でございましたが、

都市計画決定というのはご承知のとおり位置の決定でございます。位置の決定を民間

の用地に対してするのはいかがかというような議論もございますので、私どもは都市
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計画決定と相前後してこの用地の買収等を行ってまいりたいと、さように考えており

ますので、ご理解をお願い申し上げたいと思います。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）   ご答弁いただいたわけなんですけれども、まず生活環境

影響調査なぜこの時期にしたのかという質問に対して、年末では困るだろうというよ

うなご答弁だったわけなんですね。11 月の 29 日に質問をしていて、十分整合性を図

っていきますと言ったその次の日に出されて、そして年末ではばたばたということで、

１月の４日からやったというのは答えになってないというふうに思うんですよね。な

ぜ急がなければならなかったのか。この点について再度ご答弁をいただきたいという

ふうに思うんです。 

恐らく事務局は整合性をもたす必要というのは、はなからないだろうというふうに

思ってたんじゃないかというふうにそれでは受け取れると思うんですよね。先ほど環

境影響調査なぜ必要か。廃掃法が求めているのかというふうに聞かせていただいたん

ですけれども、これは実務的に補助金得るために、この書類が要るから出さなきゃい

けないというようなものだけではないと思うんですよね。やっぱりここには法の精神

というものが含まれているというふうに思うんです。わざわざ住民の皆さんに縦覧を

していただいて、労力かけて意見書の提出をお願いするわけですよ。環境影響評価調

査書こんなにたくさんあるじゃないですか。これ見ようと思ったら本当に大変じゃな

いですか。私も見せていただいたけれども、どうやって見たらいいのか本当に分から

ない。だけども住民の皆さんきっと不安だから、今一生懸命見られているんだってい

うふうに思いますよ。本当に住民への説明責任を果たしていくというふうに思われて

いる態度なのかどうかということが今やっぱり問われているんじゃないでしょうか。

住民の皆さんから見れば、この中身で書かれていることも、今この中身には入ってな

いけれども、様々に心配の声があげられていて、そして専門委員会の中で安全性の検

証をとお願いしている中身についても、この施設を立地するからこそこの周辺の環境

に影響を与えるのではないかということで検討されている事項なわけですよね。です

から住民の側から見れば、あれはあれこれはこれというふうにやっていくのではなく

て、やはり整合性をもたせて説明責任を果たしていくというのが行政としてはやるべ

き努力ではないかというふうに思います。 

  それと、この意見書と報告書なんですけれども、専門委員会にはこの報告書どのよ

うに扱われていくのかということと、そして一生懸命書いていただいたこの意見書は
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どのように扱っていくのかということについても聞かせていただきたいと思います。 

  土地の購入についてなんですけれども、民間の土地を位置決定していくのはどうか

というお話があったわけなんですけれども、しかしこれ４市で購入をする予定の土地

ですから、仮に都市計画決定打てなかったと、４市でこの土地一体どうするんだとい

う話になってきますよね、逆に。都市計画決定する前からもう４市で土地購入してし

まえば本当にもう縛りがかけられてくるというふうに、逆に審議委員の皆さん思われ

るんじゃないかというふうに思いますし、ましてや住民の皆さんはそういうやり方を

されたのでは今まで以上に納得がいかない思いをされるんじゃないかと思います。で

すからやはりこれは都市計画の決定の前に土地を買うべきではないと思いますので、

再度ご答弁をいただきたいと思います。 

  補助金の廃止とコストについてなんですけれども、結局、補助金が２分の１から交

付金に変更して３分の１に減額なったと。そうなった場合に各市の負担が増えるんじ

ゃないかというふうに私としては心配をしたわけなんですけれども、しかし実際示さ

れた額は逆に減りますよと。しかし８掛けをしないと、今言っていただいたように若

干負担が増えてくるという数字になっていることだというふうに理解をさせていただ

きたいと思います。 

  では再度報告書の縦覧、どうしてそうした時期にしなければならなかったのかとい

う点と、そしてこの報告書を専門委員会に対してはどのように示していくのかという

ことと、そしてこの意見書の取り扱いをどうしていくのかという点について、そして

土地の問題について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）   まず縦覧の時期をなぜ１月４日から始めたのかという

のは、特別に他意はございません。 

  それから、この意見書を専門委員会にどのように反映させるのかというご質問でご

ざいますが、私どもは今回の専門委員会でご審議をお願いいたしておりますのは、プ

ラスチックを起因とする化学物質についての健康に与える影響ということで、不安を

払拭するための専門委員会でございますので、生活環境影響調査の調査項目には含ん

でおりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

  次に用地の件をご質問いただいております。私どもはこのたびの用地に関して、い

わゆる土地鑑定士の評価をいただきながら地主の皆様と買収交渉を重ねてまいってお

ります。このまとまる時期というのは、私どもの都合も当然ございますけども、地主
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さんのご都合もございます。そういう意味合いではまとまった段階から順次契約を求

めていきたい、さように考えております。そこでこれがいわゆる都市計画審議会の審

議の決定を経た後というご意見もございますが、民間の土地を先ほどご答弁申し上げ

ましたように都市計画決定をしていくことについては異論もあろうかと思います。私

どもは現在の段階では土地所有者に一定の了解は求めておりますけども、絶対に都市

計画決定を経た後に購入するというお約束は少々難しいかと思いますので、ご理解を

いただきたいと存じます。 

  今回、環境影響調査に関して住民の方々からいただいた意見書については、私ども

組合行政の中に反映をしてまいるということで考えておりますので、よろしくお願い

いたします。必要によりましては関係行政機関等に意見書として送付していくという

ことでございますので、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）   広瀬議員。 

○５番（広瀬 ひとみ君）   意見書と報告書なんですけれども、３月の 7 日が締め切

りなわけですから、やはりこの専門委員会は施設の安全性の検証をお願いしていると

いうわけなので、この報告書はぜひとも見ていただいて、そして意見書についても見

ていただいて、説明会も開いていただくわけなんですから、そのときに一番住民の皆

さんが不安に感じていることに対して専門家としてはどうなんだ、こうしたご意見も

もらっていくと、それが説明責任を果たしていくものとしての態度ではないかという

ふうに私は思います。ですからぜひともこの意見書の取り扱い、報告書の取り扱い、

本当に今言われたような形でいいのかということをぜひともご検討をしていただき

たいと、このことを申し上げて、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一般質問を終結します。次に松尾議員

の一般質問を許します。松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）   寝屋川の松尾信次です。通告に従い一般質問を行います。 

  まず専門委員会資料についてです。専門委員会で報告し審議するための活性炭のＶ

ＯＣ類等の吸着試験結果が本議会の行政参考資料で報告されました。この間、専門委

員会資料は委員会終了後、または委員会傍聴時等に傍聴者に公表されてまいりました。

資料をもとに審議する専門委員会がまだ開催されていないのに、事前に公表するのは

異例のことであります。しかも公表にあたっては専門委員の了解を得ていないと聞い

ています。また、専門委員会資料はほかにもあり、現在作成中であるのに一部だけを

出したのも不可解であります。慎重に専門委員会で検討すべきことを、先に資料だけ
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出せばそれが一人歩きするのではないか。行政が安全宣言をするために都合のいい資

料を先に出したのではないかと感じざるを得ません。今回の異例の対応について見解

を求めます。 

  次に 04 年度、今年度の国庫補助申請についてです。大阪府からの情報提供を受け、

昨年 12 月急遽施設建設の国庫補助申請のため、整備計画書を国に提出されたとの説明

がありました。しかしこのことについて管理者に知らされず、約２週間後に管理者が

知ったと聞きますが、これは事実ですか。また、整備計画書が不受理になったのは、

土地が取得されていないこと、都市計画決定がされていないことなどが挙げられてお

りますけれども、地域住民の同意を得られていないことはその理由になっていないの

ですか。 

  次に化学物質過敏症についての認識についてです。廃プラ処理による環境や人体へ

の影響を考える上で、化学物質過敏症に対する認識が不可欠です。化学物質過敏症と

は、環境の中にある極めて微量な化学物質に反応して自律神経系を中心として不愉快

な症状が出てくる病気です。この病気の患者の７割以上が女性で、平均年齢は 30 代後

半と言われています。また、アレルギー体質の方がかかりやすい傾向があります。２

つの廃プラ施設や第二京阪道路の開設による新たな化学物質の発生により住民が健康

被害を心配するのは当然であります。化学物質過敏症に対してどのように認識をされ

ていますか。 

  次に疫学的調査についてです。この間私は本施設組合議会で２回この問題について

質問してまいりました。寝屋川市と連携して取り組むこと、専門委員会でも議論して

もらうことなどの答弁がありました。しかし寝屋川市を含め具体的な動きが見えませ

ん。寝屋川市のクリーンセンターの廃プラ処理施設、またクリーンセンター自体も含

め住民の健康にどのような影響を与えているか調査すべきであります。このすぐ近く

に新たな施設を設置しようとしている本施設組合としても寝屋川市とともに具体化す

べきではありませんか。 

  次にごみ処理施設の共同化・広域化についてです。ごみ処理施設を順次共同化する

ことが既定の方針のように行政は説明をしています。しかし各市の議会にはきちんと

した説明や意見を聞くことがされていません。まして住民には何の説明も意見聴取も

されていません。この問題については十分な情報公開を行い、市民的議論をすべきで

はありませんか。 

  次に容器包装リサイクル法の見直しについてです。ペットボトルやその他プラスチ
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ックなど削減すること、ごみになるものを可能な限り市場に流通させないことが必要

です。拡大生産者責任の立場に立って、自治体が費用を負担し行っている分別収集、

選別及び保管は本来すべて事業者の責任と負担で行うべきであります。容リ法見直し

についてどのようにお考えですか。 

  最後に、今回の施設建設に対する住民合意についてです。都市計画法第 17 条に基づ

く縦覧結果及び都市計画案に対する意見書、寝屋川市では 198 人の方から 202 件提出

されましたが、いずれも施設建設の中止・見直しを求めるものであります。住民合意

が得られていない以上、施設建設は強行すべきでないと考えますが、いかがですか。

以上で１回目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）   松尾議員の一連のご質問にお答えを申し上げます。 

  まず専門委員会資料についてのご質問でございます。先ほど行政報告の中でご報告

申し上げましたように、「化学物質の活性炭吸着効率に関する試験」につきましては、

１月 18 日に実施したもので、その測定結果につきましても一定まとまりました。組合

議会にご報告申し上げる機会が大変少ないので、今回、組合議会にご報告申し上げた

次第でございます。なお、試験結果につきましては、次回の専門委員会におきまして

ご審議をお願いしてまいります。 

  次に国庫補助申請につきましてのご質問でございますが、平成 16 年度の国庫補助申

請を行った理由としましては、先ほど行政報告の中でご報告申し上げましたが、三位

一体の改革により廃棄物処理施設整備費国庫補助金の平成 17 年度以降の存続が非常

に難しいと、そういう状況の中で大阪府より具体的な情報を受けたわけでございます

が、環境省に対してはこのことによって 17 年度以降に計画している各事業市に対して

門戸を開放するということがございました。私どもも平成 16 年度事業として環境省に

対して整備計画書を提出したものでございます。このことは平成 16 年の 12 月６日に

大阪府が環境省の方にお届けになり、当日ではございませんが、その後、組合におい

て不受理になったという電話連絡がございました。寝屋川市においてはちょうど 12

月議会の最中の大変多忙な時期であったことから、報告が遅れた次第でございます。 

なお、整備計画の不受理の理由といたしましては、平成 16 年度中に事業実績を上げ

ることが難しい。先ほどご質問の中でございました都市計画決定が遅れているとか、

用地の取得ができていないとかいうのは理由の一部でございますが、実質は平成 16

年度中に事業実績を上げることが難しいというのが理由でございます。 
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  次に化学物質過敏症についてのご質問でございます。シックハウス症候群などの化

学物質過敏症の存在については私どもも承知いたしております。しかしながら、化学

物質過敏症につきましては共通の定義や診断の基準がないこと、またあっても客観的

な基準でないため、正確な把握が困難であり、現時点ではその病態生理と発症メカニ

ズムはいまだ仮説の段階であると聞き及んでおります。 

  次に疫学調査につきましてのご質問でございますが、現時点で私ども組合は原因施

設もあるいは具体的な症状というようなものもないので、疫学調査は成立しないとい

うことで聞き及んでおりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

  続きまして、ごみ処理施設の共同化・広域化につきましてのご質問でございますが、

「東大阪ブロックごみ処理広域化計画」につきましては大阪府の指導のもと、構成各

市も参画いたしまして策定されたものと聞き及んでおります。本組合でこのことにつ

いて議論される内容ではないと認識をいたしておりますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。 

  次に容器包装リサイクル法の見直しについてのご質問でございますが、ご指摘のと

おりプラスチック製容器包装において論点になっている項目といたしましては、費用

負担の在り方が特に問題となっております。拡大生産者責任の徹底を図り、分別収集

から処理までに要する費用についてすべて事業者責任とすべきであるという事業者責

任論と、容器包装は生ごみ同様、自治体が努力すべきとの自治体責任論が真っ向から

対立しているという状況でございますが、分別収集・中間処理、保管までの自治体の

責務は変わらないものと考えております。 

  施設建設についての住民合意についてのご質問でございますが、都市計画に関する

意見書、公聴会でのご意見につきましては、組合といたしましても真摯に受け止めて

おります。化学物質による健康被害からの不安を払拭するため、専門委員会を設置し、

施設の安全性につきまして検証を現在いただいている状況でございます。いずれにい

たしましても施設建設後も含めまして安全性の確保には万全を期してまいりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。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）   それでは幾つか再質問したいと思うんですが、１つは専門

委員会の資料でありますけれども、これは私は一般的な情報公開の問題じゃなくて、

安全性の問題について専門家が科学的な調査・検討されていると。まだその会議が開

かれていない。何の検討もしていない。ところが資料は先出ているということなんで
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すよね。特に活性炭によって未同定の化学物質が９割以上除去できるんだと、こんな

話が一人歩きしているんですよね、実際言って。これはやっぱり大きな問題だと思う

んですよ。この辺どういうふうに考えていますか。 

  それと、しかも専門委員の了承を全く得ていない、この公開につきましてはね。こ

れも最低限、専門委員の意見を聞くべきだと思うんですね。これも見解がなかったん

ですが、どうですか。 

  それと議会への報告の問題についても機会が少ないと言われますけれども、これが

大事な問題であるならば、私は専門委員会において結果が出た場合、これは臨時議会

開いたり協議会を開くことも可能でありますから、中途半端にやることについては妥

当でないというふうに考えます。この点について改めてお聞きしたいと思います。 

  それと整備計画書につきましては管理者が約２週間知らなかったと、これは忙しく

て知らないみたいな感じの今話ですけれども、個別の部分の問題であれば私もそれは

分かりますけども、基本計画ですね。こういう大事な問題を知らせてなかったと。し

かも寝屋川市の環境部も知らなかった。他市は知りませんけども、寝屋川市もそうで

すね。知らなかったということです。連携と言いながら、こんな大事な問題が知らさ

れずにやられていることが問題になりませんか。何も責任感じませんか。これも改め

てお聞きいたします。 

  また、化学物質過敏症につきましても、これは先般１月の 31 日にテレビで夜、16

歳の少女の記録が報道されておりました。こういう化学物質過敏症というのは本当に

対症療法しかなくて、化学物質に触れないということしかできない。友達が来ても、

外からの電話しか話できない。中に入れないと、こういう非常に大変なことを私見た

んですけれども、これは仮説の問題じゃなくて、実際に現実に起こっているわけです

よね。これに対してもっと認識を深めて、私たちが今回の問題を考えるべきだという

ことを強く申し上げたいと思います。 

  疫学調査については特にこれはひどいと思うんですが、先の答弁では次の専門委員

会でこれについて議論をしていただくことを想定しているんだという話がありました。

あるいは寝屋川市と連携して考えていくんだということもありました。しかし今の話

では全然成立をしない。やる気がないという話、これもおかしな話です。だから少な

くとも住民の皆さんから今これについては提案をしたいということも言われていると

聞いておりますから、寝屋川市も含めてぜひ協議をして、住民の皆さんと一緒にこれ

は考えるべきだと思います。この点につきましても見解をお聞きいたします。 
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  それと住民合意の問題でありますが、さっきありました「東大阪ブロックごみ処理

広域化計画」というこの本ですね。これを見ますと最後の方に、こういう施設整備に

向けた合意形成フローというのが書いてますね。ここでは立地場所、処理方式の複数

案というのが入っておるんですね。住民合意を得ようと思ったら、処理方法や施設場

所の選定は複数案を公開し、計画案の策定にあたるといってこれ書いてあるんです。

皆さん寝屋川市も入ったやつね。しかし今回の施設は初めに寝屋川市ありきですよね。

３カ所寝屋川市で候補地があったという話をあとで聞きましたけれども、どこが２カ

所あかんかったのか、さっぱり我々知らないですよね。そういうことではおかしいと

私は思うんですね。あなた方が決めたという、４市が決めてないか知りませんが、各

市が決めたと言われています、この計画の中で書いていることとも矛盾をするという

ふうに考えますから、この点につきましても見解を求めたいと思います。 

  そして管理者に聞きたいんですが、この都市計画の意見書ですね。寝屋川の場合、

202 件、198 名と申しましたが、これ読まれたと思います。これはどういうふうに感じ

られましたか。この点につきましてもお聞きいたします。 

○議長（津上 敏広君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  まず最初に専門委員会資料ということでございますが、

私どもは組合議会にご報告申し上げる機会が当然少ないということと、内容について

特段に私どもはコメントを申し上げたわけではございません。数値について淡々とご

報告を申し上げた次第でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  次に整備計画書でございますが、私どもに 11 月の 30 日の段階で大阪府から 12 月２

日までに提出できるかということで急遽申し入れがございました。私どもも大変タイ

トなスケジュールで非常に困ったのでございますが、補助金がなくなるという前提の

中で急遽 12 月２日に一部の資料、12 月４日にさらに追加資料という形で大阪府にご

提出をしてまいりました。それを 12 月６日の日に大阪府は環境省の方に届けたという

ふうに伺っております。具体的な返事はそれ以後に私どもに大阪府の方から電話連絡

でございましたので、ちょうど寝屋川市議会の 12 月定例会が始まった段階というよう

な状況もございまして、一定期間ご報告が遅れたということについては大変申し訳な

く存じておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  次に過敏症の問題についてのご質問がございましたが、大変申し訳ございません。

私どもは過敏症があるという認識をしているだけでございますので、よろしくお願い

申し上げたいと思います。 
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  次に疫学調査の質問でございますが、確かにご指摘のとおり私どもは寝屋川市と連

携をもって進めていくというご答弁を申し上げております。それから専門委員の中に

当然薬学ということで公衆衛生学の専門家がおられるので議論をしてみたいというふ

うに存じましてお伺いしたところ、先ほど申し上げたように原因施設、組合の方には

現在のところ原因施設もないという状況の中では、疫学調査については少し成立しな

いのではないかというご意見を専門委員の方からお聞きしておる状況でございます。 

  次に住民合意の中で、東大阪ブロックの用地の複数提示というようなフローがある

んだというご質問でございました。当然私どもも場所を選択するにあたって住民生活

に一番影響が少ない場所というようなことで、さりながら大変不便な場所では輸送効

率が落ちるというようなこともございますので、そういう意味合いで今回の場所も選

定をしてまいっておりますので、これもご理解を賜りたいと思います。 

  それから都市計画で住民合意云々ということでのご質問ございました。先ほどご質

問の中で 202 件のご意見があったんだというふうに私どもも承知をいたしております。

その 202 件のご意見の中で公害等杉並病のご心配をいただいているご意見が 114 件、

専門委員会に期待するご意見が 30 件、合計 144 件あったと承知いたしております。こ

のようなご意見の中で私どもが今回、組合の専門委員会の一定のご報告をいただけば

このような方々、202 件の方々の中で 144 件の方々については一定ご安心をいただけ

る状況になるというふうに認識を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）   馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）   都市計画意見書についてでございますけれども、当然私

どもはこの意見書については真摯に受け止めております。私どももそれに対して誠意

をもって対応していかなければならないと考えておりますし、このこともそうであり

ますけれども、８万を超える署名もいただいております。できるだけ市民の皆さん方、

とりわけ近隣の市民の皆さん方にご心配をかけておるわけであります。今後とも市民

の皆さん方に説明をしてまいり、安心していただけるような努力をしてまいりたいと

思います。施設建設にあたっても万全を期してまいりたいと、このように考えており

ます。 

○議長（津上 敏広君）   松尾議員。 

○８番（松尾 信次君）   ご答弁いただいたんですけれども、専門委員会資料につき

ましては確かに本議会では具体的にあまりコメントはされてません。しかし既に２月
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１日の幹事会でこの資料が出る前から専門委員会資料が、こういう活性炭の結果があ

ったんだという話が流れているんですよ、実際言って。だから先ほど管理者の答弁の

中でも専門委員会が近いうちに結果が出ようと思うがと、こういうご答弁もありまし

たですけど、何を根拠に次の専門委員会で結論が出ようと思うんかということになり

ますよね。私はそういう点では安全宣言を早くしたい。そのために資料を出したんで

はないかというふうに感じざるを得ないというのを率直に思いますね｡だから専門委

員会につきましては多様な形でもっと研究・検討すべきであるという住民の皆さんか

らの要請もありますけれども、早く結論を出すんじゃなくて、急ぐんじゃなくて、十

分な慎重な審議を行うこと、行政はそれに徹するべきであるということを申し上げた

いと思います。 

  それと疫学的調査の問題にもかかわりますが、この都市計画に対する意見書の最後

に、太秦地域から結婚されて他市に転出された方、実家に帰ってくると目のかゆみや

咳が出る、アレルギー症状が出るという、こういうご意見が複数出ております。また、

この地域の中では急死される方とか、がんで死亡される方などの健康被害という問題

も出ております。そういう意味ではぜひ寝屋川市と連携してこれについてもやるとい

うことを強く申し上げたいと思います。 

  そして合意形成のフローのことも話出ましたけども、これは立地場所、処理方式の

複数案を提示をして、専門家と住民の意見を聞くということですよ。意見聞くんです

よ。これが入っておるんですよ。先ほどの４市の場合であれば全く聞いてないんです

よ。そういうことをするべきだということがフローに入っておるんですよ。そういう

ことをやってない。これは大変問題があるということを改めて申し上げておきます。 

  そして住民合意の問題については、私もこの 198 人の方の意見書を昨日も改めて夜

遅くまでずっと読んだんですけども、誰一人賛成の人はいない。見直し・中止を求め

ている。やはり文章を書くってなかなか難しいんですね。これだけの文章を 200 人の

方が書かれているというのは大したことだと私は思いましたし、大変勉強されてます。

一人一人の思いが書かれているというふうに思いました。そういう意味では明らかに

住民合意を欠いているということでありますから、ぜひその点を十分に踏まえてこの

施設の建設については対応することを強く求めて、私の質問を終わります。 

○議長（津上 敏広君）   これにて松尾議員の一般質問を終結します。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。 
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  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。 

  本日は平成 17 年度予算を提出させていただきました。慎重なご審議をいただき、ご

可決賜りまして誠にありがとうございました。本日賜りました貴重なご意見、ご質問

につきましては十分精査をし、今後の組合運営に生かしてまいりたいと存じますので、

今後ともより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  結びになりましたが、皆様におかれましては健康にご留意されますとともに、今後

ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げまして、誠に簡単でございますが、閉会に

際しましてのごあいさつとさせていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（津上 敏広君）   それでは私からも閉会にあたりまして一言ごあいさつを申

し上げます。 

  本日ここに無事、平成 17 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。

議員の皆さん、理事者の皆さん及びすべての関係者の皆さんのご協力に心からお礼を

申し上げます。 

  今定例会におきましては、平成 17 年度の予算案が可決をされ、施設稼働に向けた重

要な年度が始まろうとしております。管理者をはじめ理事者の皆さんにおかれまして

は、これから都市計画決定を経て、用地買収から施設建設へと正念場を迎えられるわ

けでありますが、事業の円滑な推進に向けて一層努力されるようお願いしておきます。 

  まだまだ寒さは続きますが、どうぞ風邪など引かれませんように、議員の皆さん及

び理事者の皆様のご自愛をお願い申し上げ、甚だ簡単ではございますが、閉会のあい

さつとさせていただきます、このたびはどうもご苦労さまでございました。ありがと

うございました。 

  以上をもちまして、平成 17 年第１回北河内４市リサイクル施設組合定例会を閉会し

ます。お疲れさまでございました。 

（午後４時 30 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  下 野 照 二 

 

 

 

 

 

   北河内４市リサイクル施設組合 署名議員  山 口 幸 三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

― 行政報告について

議     案
第　１ 号

平成１７年度北河内４市リサイクル施設組合予算
について

平成17年2月10日 原案可決

扇谷　昭

坂野　光雄

広瀬　ひとみ

松尾　信次

平成１７年２月１０日　北河内４市リサイクル施設組合議会
平成１７年第１回定例会付議事件一覧表

― 一般質問 平成17年2月10日 許　　可


