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（午後２時 00 分  開会） 

○議長（大槻 哲也君）   本日は何かとご多忙な中をお集まりいただき、ありがとう

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（大槻 哲也君）   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、これから北河内 4 市リサイクル施設組合議会平成 17 年第２回定例会

を開会します。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  会議に際しまして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。 

  本日は北河内 4 市リサイクル施設組合平成 17 年第２回定例会を招集させていただき

ましたところ、議員の皆様方にはご多用の中、全員ご出席をいただきまして誠にあり

がとうございます。 

  本年度は本格的に事業を進める年でございますが、国におきましては循環型社会形

成推進交付金制度が新設され、容器包装リサイクル法の中間見直しによります法改正

が間近に予定されていることなど、諸制度の改正時期にある中で、事業に対する反対

住民から提訴があり、議員の皆様方にはご心配をおかけいたしているところでござい

ます。しかしながら、当施設建設は地球的規模の環境問題に取り組むために大変重要

な事業だと認識しており、循環型社会形成に向けて慎重かつ適切に進めていく所存で

ございますので、引き続き議員各位の力強いご支援をお願い申し上げます。 

  本日は、平成 16 年度の歳入歳出決算の認定について及び人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例の制定についてのご審議並びに一般質問を予定いたしております。

議案につきましては、上程の都度ご説明を申し上げますので、何とぞよろしくご審議

の上、ご認定、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 

  以上、誠に簡単でございますが、定例会開会にあたりましてのごあいさつといたし

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大槻 哲也君）   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
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署名議員は榎本正勝議員と堂薗利幸議員の２名を指名します。 

  日程第１、議席の指定を行います。このたび新たに組合議会議員となられた交野市

派遣議員の前波艶子議員に 12 番の議席を、山口幸三議員に 13 番の議席を指定します。

なお、議席表はお手元に配布をしております。 

  日程第２、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。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大槻 哲也君）   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。 

  この際、諸般の報告をします。平成 17 年６月３日から平成 17 年 11 月 15 日までの

諸般の報告につきましては、お手元に配布をしております報告書のとおりです。ご了

承いただきますようお願いします。 

  日程第３、認定第１号 平成 16 年度北河内４市リサイクル施設組合歳入歳出決算の

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

○事務局長（中野 泰雄君）   ただいまご上程いただきました認定第１号 平成 16

年度北河内４市リサイクル施設組合歳入歳出決算の認定につきまして、その内容をご

説明申し上げます。 

  本決算認定は、地方自治法第 292 条において準用する同法第 233 条第３項の規定に

より監査委員の意見を付して認定に付するものでございます。 

  平成 16 年度決算につきましては、本施設組合設立後、初年度の決算でございまして、

決算の期間といたしましては平成 16 年６月１日から平成 17 年３月 31 日までの 10 カ

月間となっております。 

  事業の概要といたしましては、施設建設に向けた準備として、測量や地質調査業務

などを実施し、また健康被害に対する不安の払拭のため、専門委員会による調査・検

討を行ってまいった次第でございます。今後とも、事務執行にあたりましては、適正

かつ的確に対応するとともに、構成４市の財政状況も勘案し、合理的・効率的な財政

運営に努めてまいりたいと考えております。 

  それではお手元の歳入歳出決算書に基づき順次ご説明を申し上げます。 

  初めに決算書の６ページ、実質収支に関する調書をお開き願います。 

  歳入総額は１億 972 万 9 千円でございまして、一方、歳出総額は 8131 万 2 千円でご

ざいます。その結果、歳入歳出差引額は 2841 万 7 千円でございます。翌年度へ繰り越
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すべき財源といたしましては、繰越明許費繰越額で 2610 万円、内容といたしましては

整備計画書策定業務委託でございます。 

  歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支額は 231 万 7 千円

となり、同額を平成 17 年度へ繰り越しいたしまして平成 16 年度決算を終了させてい

ただいた次第でございます。 

  ご参考までに、現計予算額に対する執行率は、歳入では 17.6％、歳出では 13.0％と

なっております。 

  続きまして７ページ以降の歳入歳出決算事項別明細書によりまして主な決算内容に

ついてご説明を申し上げます。８ページをお開き願いたいと存じます。 

  まず歳入でございますが、１款 分担金及び負担金、収入済額は１億 972 万 8313

円でございまして、内訳といたしましては枚方市負担金が 3903 万 5007 円、寝屋川市

負担金が 3068 万 186 円、四條畷市負担金が 1949 万 6706 円、交野市負担金が 2051 万

6414 円でございます。 

  ２款 諸収入、収入済額は 209 円でございます。これはすべて組合預金利子でござ

います。 

  続きまして 10 ページ、３款 組合債につきましては、用地購入費を翌年度に繰り越

したことから、収入済額は０円でございます。 

  歳入合計といたしましては、収入済額１億 972 万 8522 円でございます。 

  続きまして歳出につきましてご説明を申し上げます。12 ページをお開き願いたいと

存じます。 

  １款 議会費、予算現額 273 万 8 千円に対しまして、支出済額は 213 万 3827 円でご

ざいます。主な内容といたしましては議員報酬が 156 万 4457 円、行政視察に伴います

費用弁償が 30 万 1300 円などでございます。 

  ２款 総務費、予算現額 5983 万 4 千円に対しまして、支出済額は 5906 万 4850 円で

ございます。内訳につきましては目ごとに説明申し上げます。 

  １項 総務管理費、１目 一般管理費、予算現額 5959 万 1 千円に対しまして、支出

済額は 5887 万 7561 円でございまして、主な内容といたしましては、次のページにお

移りいただいて、庁用器具費・車両購入費等の備品購入費として 383 万 4850 円、派遣

職員の人件費などの負担金補助及び交付金として 5236 万 9260 円などでございます。 

  次に２目 公平委員会費、予算現額６万 3 千円に対しまして、支出済額は２万 4 千

円でございます。内容といたしましては公印購入費でございます。 
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  次に 16 ページでございます。２項 監査委員費、１目 監査委員費、予算現額 18

万円に対しまして、支出済額は 16 万 3289 円、内容といたしましては監査委員報酬 13

万 9289 円と公印購入費２万 4 千円でございます。 

  以上が総務費の内訳でございます。 

  続きまして３款 衛生費でございますが、予算現額５億 5512 万 5 千円に対しまして、

支出済額は 2011 万 3446 円でございまして、主な内容といたしましては専門委員会委

員報酬 27 万 5 千円、不動産鑑定などの手数料として 165 万 7500 円、廃プラスチック

の圧縮及び発生ガスの測定分析調査業務委託及び測量業務委託等の委託料 1774 万

2900 円などでございます。 

  なお、13 節  委託料における翌年度繰越額 2609 万 9850 円につきましては、整備計

画書策定業務委託でございまして、また 18 ページ、17 節  公有財産購入費における

翌年度繰越額４億 9400 万円につきましては、施設建設予定地の用地購入費でございま

す。 

  次に４款 公債費でございますが、予算現額 389 万円に対しまして支出済額が０円

で、全額が不用額でございます。これにつきましては用地購入にかかる起債の借り入

れまでの資金に対する一時借入金利子でございまして、用地購入費を翌年度に繰り越

したことから、本年度は未執行となった次第でございます。 

  歳出合計といたしましては、予算現額６億 2358 万 7 千円に対しまして、支出済額は

8131 万 2123 円でございまして、翌年度繰越額は５億 2009 万 9850 円でございます。 

  なお、20 ページ以降の財産に関する調書につきましては記載のとおりでございます

ので、ご了承賜りたいと存じます。 

  以上、甚だ簡単な説明でございますが、平成 16 年度北河内 4 市リサイクル施設組合

歳入歳出決算の説明とさせていただきます。添付いたしております主要な施策の成果

及び決算審査意見書をご参照賜りまして、何とぞよろしくご審議の上、ご認定いただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（大槻 哲也君）   それではこれから質疑に入ります。なお、会議規則により

まして質疑の回数は３回を超えることができません。また、議題は決算の審査ですの

で、議題外に及ぶことのないように念のためお知らせをします。順次質疑を許します。

まず通告に従いまして石村議員の質疑を許します。５番、石村議員。 

○５番（石村 淳子君）   平成 16 年度北河内 4 市リサイクル施設組合の歳入歳出決

算認定について、以下３点お尋ねいたしたいと思います。 
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  本組合設立 10 カ月後の初めての決算であり、平成 16 年度は歳入で１億 972 万 9 千

円、それから歳出で 8131 万 2 千円、それを差し引いて 2841 万 7 千円というふうにな

っています。決算書の６ページ、先ほどご提案いただきました実質収支の調書、これ

で繰越明許費が書かれています。この繰越明許費はこの決算の参考資料にもあります

とおり、先ほどのご説明の中にもありましたように整備計画書策定費用、この金額

2610 万円が繰越明許費として計上されているわけです。この繰越明許費なんですけれ

ども、容器リサイクル法が来年変わるということ、それから国の補助金が今回受けら

れなくて、交付金申請に変わったと、いろんな経過があると思うんですけれども、こ

の整備計画書が繰越明許費に変わった理由をまずお聞かせいただきたいと思います。

さらに今後この計画書が交付金申請にどのように反映されてくるのか、お尋ねをいた

します。 

  次に２つ目です。16 ページのリサイクル施設費の委託料、これが 5836 万 3360 円計

上されています。このうちこの委託料はプラスチックの容器の圧縮業務委託、それか

ら発生ガスの測定分析、活性炭のＶＯＣの試験、こういった業務委託や、生活環境影

響調査業務委託など本当に大変高度な試験の調査の委託になっています。こうした委

託はすべて随意契約ということだと思うのですが、この点について随意契約なのかど

うかという点を確認いたします。さらに環境調査、化学物質などの調査、こういう点

では本当に専門的な事業者に限られるというふうには思うんですけれども、４市とい

うこういう広域行政で行う事業としては、やはりこれらの業務委託につきましても透

明性を持った財政執行でなければならないというふうに考えています。この業務委託

がもし随意契約であるということであれば、今後、郵便や電子入札など公平な形での

入札制度を導入するべきではないかと考えますが、その点についての見解を尋ねます。 

  次に、この今申し上げました委託料のうち生活環境影響調査についてお尋ねをいた

します。この生活環境影響調査は平成 13 年度この組合が設立する以前に１度調査が行

われています。そして昨年やり直したというふうにも聞いていますが、住環境や健康

被害にとって本当に大きな調査です。この調査表を見ますと、住環境、それから健康

被害等についても、もう問題はないという形で書かれているわけです。複合汚染など

の心配についても若干書かれてはいますけれども、その点についても心配はないとい

う分析になっているわけです。しかし、これらの生活環境影響調査というのは化学物

質は全く網羅されていません。あくまでも住環境に関する道路とスモッグ等、こうし

たものの調査だけだと思います。その化学物質については専門委員会の方で別にこう
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した調査が行われているので、この点についてはこの生活環境影響調査には関係ない

ということもあるかも分かりませんが、やはり住民にとってはこの化学物質というの

は大きな問題であり、現在裁判になっているように複合汚染の心配もあるわけです。

この専門委員会の中でも化学物資除去となる活性炭の問題の指摘、さらに専門委員さ

んの方からは複合汚染も心配があると、払拭できないという、こういう意見書も出さ

れているわけです。こうしたことを見まして、その後にこの生活環境影響調査が行わ

れた後で都市計画審議会も開催されています。私も昨年、都市計画審議会の委員をさ

せていただきましたが、私ども枚方の方でも３人の委員さんが反対や、また棄権をさ

れたことがあります。こういう意見も都市計画審議会の中では出ているわけですね。

ですからこうした生活環境影響調査以後に出された様々な化学物質の問題や都市計画

審議会の問題、さらに専門委員会から出された意見、そしてその他公聴会、住民の意

見ですね。そうした調査、意見というのがこの生活環境影響調査にどのように反映さ

れているのか、まず 初にお尋ねをいたします。 

○議長（大槻 哲也君）   理事者から答弁を求めます。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   それでは順次、石村議員のご質問にお答えを申し上げ

ます。 

  まず整備計画書についてのお答えでございますが、整備計画書策定等業務委託につ

きましては、平成 17 年３月 31 日付で繰越明許費の専決処分を行い、平成 17 年第１回

６月３日の臨時会におきまして専決処分の報告に対してご承認をいただいた次第でご

ざいます。平成 17 年度に繰り越した理由といたしましては、平成 17 年度から国庫補

助金が交付金化されることとなり、従来の国庫補助金申請にかかる整備計画から「循

環型社会形成推進地域計画」の策定が平成 17 年度において必要になったためでござい

ます。なお、「循環型社会形成推進地域計画」は、従来の整備計画書の数字を活用しな

がら策定するものでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  次に地域計画の中で大阪府が指導しております内容についてというご質問でござい

ますが、環境省が現在、市町村に基本的に求めている２つの問題、ごみ減量のための

有料制の導入、もう１つはコスト削減を行うためのこれは基本的にはダイオキシン対

策から出発しておりますけれども、焼却施設等ごみ処理施設の広域化、この２点につ

いて指導をいただいているところでございます。 

  次に入札の件でございます。委託料の入札等で今回の業務委託等、生活環境影響調

査については競争入札でございましたが、専門委員会等の要求しました資料の作成な
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りガス測定については随意契約でございます。ご質問いただいております電子入札に

ついては、私どもの施設組合では少し馴染まない。しかしながら郵便入札等について

は可能性を持っておりますので、今後検討してまいりたいと存じます。 

  次に生活環境影響調査の件でご質問をいただいております。私どものいたしました

生活環境影響調査については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、事業

計画地周辺環境を把握するために行ったものでございますが、先生のご質問は専門委

員会や都市計画審議会が結論を出した後に住民の皆様の意見を生活環境影響調査に改

めて反映しなさいというご質問だと思いますけれども、残念ながらそういうシステム

になっておりません。今回の生活環境影響調査において化学物質につきましては排出

基準等があるものについてはわずか５品目で、その他の品目については特別な基準が

ございません。これには基準がないということで比較材料がないので、特に専門委員

会を設けて今回ご判断をいただいたという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。以上でございます。 

○議長（大槻 哲也君）   石村議員。 

○５番（石村 淳子君）   それぞれのご答弁ありがとうございます。まず１点目の整

備計画、先ほどちょっと大阪府のことに触れられたんですが、これからそこに触れて

いこうかなと思ったんですが、まずお答えが出ましたので若干ずれると思いますが、

申し訳ありません。よろしくお願いします。この整備計画についてなんですが、一か

ら設計見積という点で計画書を出していきますので、コスト的な部分という点で費用

もかかるし、平成 17 年度に交付金申請に変わる際に循環型社会の地域計画にそれを

もとにして作っていこうという趣旨だと思います。しかし、交付金申請にあたりまし

てはまず地域計画書、先ほどちょっとお触れになられましたが、地域計画書というの

が必要になります。この地域計画書なんですけども、これは先ほどお答えの中で広域

化についての指導をちゃんとしなさいよと、そういうお答えだけだったんですが、そ

れだけではなくて、例えば全体の各市のいわゆる循環型社会となる広域化という点に

ついては各市それぞれ持っているいわゆる３Ｒですね。焼却施設だとかそういったも

のだとか、入ってくるというふうに思うんですが、そういうことも含めて各施設の構

造の問題、それからさらに広域化ですから４つの市の住民がそれぞれそこに住んでい

るわけなんですが、各市のそれぞれの住民合意についてもやはりこれは反映されたも

のにして出さなければいけないのではないかなというふうに思うんです。大阪府の協

議の中でそういう点は全く出ていなかったんでしょうか。 
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現在、先ほど一番 初に寝屋川の市長さんが裁判になっているということで大変ご

心配をかけているということもおっしゃいました。環境影響の問題や体の化学物質の

問題ということについては本当に住民の皆さんが心配をされているわけで、裁判も行

っているわけです。こういう状況のもとでは私はやはりこの住民合意、住民の説明会

や公聴会の住民意見を十分反映した計画書でなければならないというふうに考えてい

るんですが、そういう点での大阪府の判断、また国の判断というのはどうだったのか。

当施設組合としてもその点については十分説明がされて、大阪府からもきっちりとそ

ういう指摘はされなかったというふうに判断されているのか。もう一度お答えをお願

いいたします。 

  次に委託契約についてですが、つい先日も東京の町田市で広域の廃プラ処理の建設

施設が発表されました。そのとき 5000 人の人が集まって今、反対の行動も起こされて

いるわけなんですね。近年、本当にこうした環境に対する不安、健康被害に対する不

安というものはものすごく大きなものがあります。そういう点で東京は特に杉並の問

題がありますが、こういった集会でもそういう意味での大きな反応があったというふ

うに思いますけれども、調査の内容についてやはり随意契約という点になりますと、

これはそこしか本当にないということであるならそれはやむを得ませんが、４市の中

にもたくさんの事業者があるというふうにも思いますし、そういった点ではやはりこ

の点についてどんな調査が行われるかという点は非常に住民にとっても大事な点であ

ります。ですから随意契約というのはできるだけやめていただきたい。透明性を本当

に求めていただきたいというふうに思います。先ほど郵便入札についても今後検討す

る課題だとおっしゃいましたので、この点については、私はすべての委託につきまし

ても随意契約はやめるべきではないかというふうに考えていますので、その点につい

て再度ご答弁をお願いいたします。 

  ３点目ですが、環境影響評価というのは、 後、差し替えになった時点で複合汚染

について少し触れられているわけなんですが、杉並病というのも杉並区でも杉並病と

診断されない人もいまだにやっぱり喉の痛み、皮膚アレルギーというのが、あの被害

が起こってこれだけ話題になった後からも徐々に徐々に広がって出てきているんです

ね。2002 年の裁判で被害が杉並の中継所の化学物質排出によるものだと、こう言われ

ている、その後でも業務が続けられる中でやはりこうした健康被害というのが起こっ

ているわけです。杉並区の皆さん、杉並病をなくす会の皆さんが立ち上げられまして、

今もまだ独自で健康調査を行っているんですが、逆にあの裁判が終わってからの方が
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まだ健康被害者が出ているという、そういうデータも出ているわけです。ですからや

はりこういった点での環境影響評価というのは非常に重要ではないかというふうに私

は思っています。生活環境影響調査というのは化学物質の調査ではないから、だから

これについてはもういいんだと、そういうご指摘ですし、システム的には馴染まない。

特別なことでない限り、比重の点についても数値は低いということでおっしゃってお

りますけども、やはり私は第二京阪の問題も含めまして今後非常に環境も変わってき

ますので、専門委員さんの意見、それから都市計画審議会の意見や住民説明会の住民

意見、これをきっちりと反映して、再度調査を行うべきだと考えていますが、その点

についての見解をお尋ねいたします。 

○議長（大槻 哲也君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず１点目の私どもが建設しようとする施設の構造等

について化学物質の除去など安全性についての大阪府の指導は受けていないのかと

いうご質問でございますけども、この質問に関しまして大阪府は現在まだこの施設の

建設の具体的な設計その他が上がっているわけではございませんので、大阪府の指導

はございません。それから現在、反対運動を受けている状況については大阪府に十分

説明をさせていただいております。基本的には一定の鎮静化をみるべきだろうという

ことは言われております。 

  続きまして入札の件でございますが、先ほどもご答弁申し上げましたように、電子

入札に関しましては私どもの入札はごくわずかでございますので馴染まないというこ

とで、郵便入札等が可能性があるということでお答えを申し上げました。今回の専門

委員会等のいわゆる特別な事業をお願いいたした関係上、３社見積もり等で、ごく少

ない専門家しかございませんでしたので、３社見積もりの中で随意契約をしていった

ということでございます。今後もそういう特別な場合を除きまして一般競争入札ある

いは指名競争入札等を行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

  それから 後の生活環境影響調査を再度行えというご質問でございますが、先ほど

もご答弁申し上げましたように、化学物質につきましては特に排出基準等が定められ

ているものはごくわずかでございます。それ以外非常にたくさんのものがある中で、

私どもが特別に調査をしたとしても、どういう判断をどなたにいただくのかというこ

とになろうかと思います。そういう中で、専門委員会を開いていただいて専門委員会

の結論を得た状況でございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。以
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上でございます。 

○議長（大槻 哲也君）   石村議員。 

○５番（石村 淳子君）   ３度目の質問で恐縮です。地域計画書についてですが、４

市の施設状況が違う中で時間がかかって府と国との協議も進められていってるとい

うふうに聞いているんですが、この点については住民協議の問題、それから環境問題

ですね。先ほど大阪府からの指摘では、施設の分については具体的な設計書が上がっ

ていないからこれについてはきっちりとした指摘というのは受けていないというこ

となんですけど、この施設ができるまでに様々な点でいろんな化学物質の問題だとか、

そういった環境問題で住民自身が非常に影響を心配しておられるわけですね。ですか

らそういう点についての考え方、裁判が起きているので一定鎮静化するようにという

指導が入ったということですけれども、そのあたりの住民の合意という点をやはりき

っちりとこの４市リサイクルの組合としても受け止めて報告すべきではないかとい

うふうに私は思っています。そういう点では住民協議や環境問題などいろんな面での

住民の不安をこの地域計画書にもきっちりと反映をしていただきたい。このことは要

望しておきます。 

  それから環境影響評価についてなんですけども、専門委員会で別にやったから、化

学物質が定められている特別に判断ということで、定められている物質が少ないから、

そういう点ではクリアになっているんだという点でおっしゃっているのかなというふ

うに思いますけれども、しかし現実的に専門委員会では化学物質の影響ですね。目に

見えない影響だとか、また実際行った試験の中でも袋の問題だとか様々な後で穴を開

けていろんな実験調査を行いましたけれども、それが後にどうなっていくのだとか、

活性炭の問題につきましても活性炭が吸収しない物質が、目に見えない物質が出てく

る恐れもあると、こういったことも非常に懸念をされているわけです。ですからそう

いった分につきましては現在、行政がこれを指定しているから、この指定された物質

だけしか測定をしない、そういうことではなくて、例えばアスベストでも行政側が決

めた基準というのはその当時そんなになかったと思います。しかし、その後でアスベ

ストという本当にひどい状況のものが出てきて、この被害というのが今大きく広がっ

ているわけですから、環境基準になくても後から公害として体に出てくるということ

もあるわけですよね。ですから本当に慎重にやらなければならないという点で、それ

を踏まえた上で環境影響評価は今の時点でも結構ですし、その前回やった環境影響評

価にプラスアルファして、こうした住民の意見や専門委員会の意見も取り入れた形で
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の影響評価を本当にやるべきだと思うんですよ。その点については再度ご答弁をお願

いして、これは私の方からは強い要望ということになるんですけれど、この点につい

てもう少し考えていただけないかなということをご答弁だけお願いいたします。 

○議長（大槻 哲也君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄）   何回も同じ答弁で大変恐縮でございますが、化学物質に

つきましては環境基準等のあるものは非常にわずかでございます。そのわずかなもの

以外が出てくるとトータルＶＯＣということで総揮発性物質がたくさん出てまいる

という、量的にたくさんじゃなしに、たくさんの種類が出てくるということで評価判

断する材料がないことから、私どもは生活環境影響調査では実施いたしておりません

し、今後も実施する予定はございません。しかしながら住民の皆様が健康についてご

心配をされているという状況であったために専門委員会を設置させていただきまし

て、本施設が周辺環境にどのような影響を与えるか、可能性を持っているかというこ

とについて調査・検討をさせていただいて、専門委員会の報告書としてまとめていた

だいたものでございますので、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（大槻 哲也君）   次に扇谷議員の質疑を許します。10 番、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。通告をさ

せていただきました認定第１号 平成 16 年度北河内４市リサイクル施設組合歳入歳

出決算の認定につきまして１点質疑をさせていただきます。 

  本決算におきまして翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費繰越額 2610 万円

の整備計画書策定等業務委託料が計上されましたことに関連をいたしまして、循環型

社会形成推進地域計画の策定につきまして質疑をさせていただきます。どうぞよろし

くお願いを申し上げます。 

  この地域計画の策定は、循環型社会形成推進交付金の も重要な交付要件であり、

本施設組合の施設建設の成否を左右する重要な要素であることを踏まえまして、環境

省が本年４月 15 日に明らかにいたしました地域計画策定のフローチャートについて

まず確認をしておきたいと、このように思います。示されましたフローチャートでは、

市町村が原案を作成し、そしてその市町村主催の協議会で国、都道府県、自治体が意

見交換をいたします。協議会での協議を経まして自治体が地域計画を決定し、都道府

県経由で環境大臣に提出し、環境大臣の承認を受けて各年度ごとの交付金の交付手続

きに入ると、これがフローチャートでございます。協議会での協議は合意が条件とは

なっておりませんし、また環境大臣の承認も形式的な審査とされており、交付金交付
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の要はまさに「地域計画の策定」であります。 

  今年 11 月４日の本施設組合議会の幹事会の席上、事業の進捗状況について、施設建

設につきまして「協議会開催の案内は来ておらず、交付金の適用は確定していない」

との説明をいただきましたが、このフローチャートに照らせば当然のことであります。

交付金の決定に地域計画原案の策定が必須条件であることは明らかでありまして、地

域計画原案についてはほぼ下打ち合わせを終えておるという状態で、何ゆえ手続きが

進むのか、私は理解に苦しむところでございます。 

  このことは先の６月臨時会で報告されました環境省由田課長見解でも明らかにされ

ております。１つは地域計画の策定は必須条件であること。２つ目にはプラスチック

のみならず、ごみ全体の記述が必要で、広域的な施設の設置について明記をしてくだ

さい。３つ目は反対者の鎮静化を図ってくださいと。また、加えまして次の大阪府の

地域計画の策定にかかる指導もございました。１つは３Ｒ推進策として、ごみの有料

化について明記をしてください。２つ目には地域全体のごみ処理の方向が確認できる

内容にしてください。 

  今年 10 月３日、構成４市の助役が太田知事に上申書を提出いたしました際にも、大

阪府から「ごみの有料化と地域計画のさらなる検討をしてもらいたい」と、釘をささ

れているではありませんか。 

  協議会の開催、そして交付金交付要件の要となる「地域計画原案」策定のプロセス

が私は極めて不透明であることに遺憾の意を表明した上で、以下の３点についてお尋

ねをいたします。 

  １点目、先の６月臨時会での私の質問に対し、地域計画原案策定にあたって４市間

の調整については十分協議をする必要があり、また整合性を図るのは当然のことと、

このように答弁をされましたが、地域計画原案の策定にあたりまして構成４市のごみ

処理基本計画との整合性を図る手順はどのように進められたのでしょうか。 

  ２点目、広域的な施設の設置、ごみの有料化、地域全体のごみ処理の方向等の環境

省や大阪府の指導の「地域計画原案への反映」について、構成４市間の調整はできて

いるのでしょうか。また、どのようにされたのでしょうか。 

  ３点目、本施設建設の基本計画ともいえる「地域計画原案」の本施設組合議会への

報告は、いつの時点でいただけるのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（大槻 哲也君）   理事者から答弁求めます。中野事務局長。 
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○事務局長（中野 泰雄君）   扇谷議員の循環型社会形成推進地域計画の策定につき

ましてのご質問に対してお答えをさせていただきたいと存じます。 

  まず１点目の地域計画の策定の手順ということでご質問をいただいております。地

域計画は環境省が示しております様式に基づきまして、構成４市及び組合がそれぞれ

必要事項を記入いたしまして、組合において取りまとめを行い、これに大阪府の意見

を取り入れまして、４市間で調整の上、地域計画の原案を策定しようと考えているも

のでございます。この原案は向こう５年間のごみ処理に関する計画でございます。な

お、構成４市が必要事項を記入するにあたりましては、基本的には各市の一般廃棄物

処理計画や分別収集計画に基づいていると私ども組合としては認識をいたしておりま

す。 

  ２点目の「大阪府の指導に対する調整について」でございますが、大阪府からいた

だいている広域的な施設の設置や、ごみの有料化などにつきましては、一般廃棄物処

理基本計画よりも若干踏み込んだ市もございます。現在、構成４市と調整していると

ころでございます。 

  ３点目の「地域計画の報告」でございますが、報告につきましては国と大阪府・構

成４市などでの協議会の議を経た後にお示しする予定でございますので、ご理解を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（大槻 哲也君）   扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）  ご答弁ありがとうございました。それではただいまいただき

ましたご答弁踏まえまして 2 点ばかり再質疑をさせていただきたいと、このように思

います。 

  ただいまご答弁いただきました。地域計画原案の策定にあたりまして、構成４市の

計画の整合性を図る手順は、環境省が示された様式への４市のいわゆる加除修正とい

うお話だったと思いますが、これは私にとりましては非常に残念なご答弁でございま

す。実質的には整合性を図る手順を十分踏んだということを言い切られたご答弁では

なかったと、本当に残念に思います。 

  次に広域的な施設の設置やごみの有料化という極めて重要な問題・課題について、

構成４市と調整中と、こういうご答弁でございました。この調整方法が大きな問題で

ございますが、いまだ調整ができていない地域計画原案という、こういうご答弁かと

思います。このご答弁は、協議会開催の条件整備が整っていないことを自ら認められ

たものであります。このような状態では現時点で交付金スキームを満たすことが困難
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なことは明らかではないでしょうか。 

  そもそも構成４市におけるごみの有料化や地域全体のごみ処理の方向につきまして

は、本施設組合で決定できる筋合いのものではないと思います。このような重要な問

題につきまして、構成４市間の具体的な調整を抜きに地域計画原案が一人歩きするこ

とがあっては、これはなりませんし、また本施設組合主導で地域全体のごみ処理の方

向や、まして広域的な施設の設置について決定をしていくというものではないと、こ

のように思います。 

  少なくとも四條畷市におきましては、粗大ごみの有料化導入は検討材料とされてお

りますものの、一般ごみの有料化には全く触れられていないのが現状でございます。

また、四條畷市交野市の新炉整備につきましても、ごみ処理基本計画の中で平成 22

年度稼働した場合の中間処理量は示されておりますものの、整備スケジュール案に示

されております稼働時期は、本年度、平成 17 年度を取り組み初年度とした場合であり

ましても、 も 短のタイミングで平成 25 年度と、このようになっております。しか

し現状は、建設予定地の地元同意や施設建設に対する住民合意は、今のところ見通し

は立っておりません。一体どのようにこの地域計画原案に盛り込まれておるのか、大

変懸念するところでございます。 

  仮に、現在四條畷市が地元説明会を通じまして住民合意を図ろうと努力している段

階で、構成２市が発表している内容以上に踏み込んだ計画が盛り込まれておるとすれ

ば、憂慮すべき事態を招くことになると、このように申し上げておきたいと思います。 

  地域計画原案のベースとなるものは、本施設組合のごみ処理基本計画と、このよう

に考えます。しかし、このごみ処理基本計画はあくまでも容器包装リサイクル法にの

っとりプラスチック類の４市の基本的対応方針を定めたものであり、ごみの発生抑制

や地域全体のごみ処理の方向が示されたものではございません。平成 17 年４月の環境

省事務次官通達によりますと、地域計画に盛り込まれなければならない事項として、

「発生抑制、再使用の推進」「施設整備に関する計画支援事業」「計画のフォローアッ

プと事後評価」等が具体的に示されております。これはごみ処理基本計画に入ってな

い新たな情報について計画の中に盛り込みなさいと、このように示されております。

これらの事項は既存の本施設組合のごみ処理基本計画を大幅に超える内容で、これは

先ほどのご答弁の中にも出てまいりました。極めて重要な問題だと私は認識をしてお

ります。これらのことにつきまして調整中とのことでございますが、今後の調整作業

の進め方と見通しについて、これは改めてご答弁を求めたいと、このように思います。 
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  それから３点目の地域計画原案の本議会への報告についてでございます。国・府、

そして構成４市の協議会の議を経た後とのご答弁でございます。本組合が行おうとし

ております処理施設等の整備を根本から位置づける地域計画の原案につきまして、構

成４市の調整を経た上でもなお本議会に示さないとの姿勢は、これは到底受け入れら

れず、この答弁については撤回を求めます。 

  私は地方分権時代の地方自治のあり方について、市民・政治・行政のトライアング

ルが有効に機能することが肝要と考えております。「市民」は選挙を通じ政治家・議会

を選択し、「政治家・議会」はその立脚理念を明らかにして実現すべき価値の優先順位

を選択する。そして「行政」は政治家が指し示した理念に従って政策を立案し、資源

の 適組み合わせ、すなわち施策を選択し「市民」に提供する、こういうトライアン

グルでございます。 

  施設建設を左右する交付金の交付問題、そして交付金の交付を左右する地域計画原

案の策定、環境省から協議会開催の必須条件といわれるこの地域計画原案が、協議会

開催前に議会に示されない。このことにつきましては誠に遺憾であります。構成４市

と調整ができれば、組合議会にもお示しをいただき、行政・議会が一体となって本事

業を進めるというのが本位ではないでしょうか。行政が議会に対する説明責任を放棄

し、議会の権能すなわち政治のトライアングルを無視する政治手法は私は許されない

と、このように思っております。 

  私は施設組合発足以来、一貫して拙速な政治手法に警鐘を鳴らし続けてまいりまし

た。今日、施設組合が抱えております様々な課題の解決に も必要な要素は、施設組

合がその設立の本旨を踏まえ、「市民」や「議会」の信頼を回復し、構成４市と十分連

絡・調整を図り、一つ一つ事に当たると、こういうことではないでしょうか。地域計

画原案の議会への報告に関するご答弁につきましては、改めてその撤回を求め、そし

て誠意あるご答弁を求めます。 

○議長（大槻 哲也君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   扇谷議員の再質問につきましてお答えをさせていただ

きたいと存じます。 

  まず１点目でございますが、現在、構成４市と調整をいたしている部分につきまし

ては、先ほどもご答弁申し上げましたとおりでございますが、各市の今後の取り組み

を示すものでありますことから、各市の意思を十分に尊重したものを取りまとめてい

きたいというふうに考えておるところでございます。 
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  次に２点目の「議会への報告について」でございますが、先ほどご答弁いたしまし

たように、地域計画の策定におきましては、本組合は各市の取りまとめを行う立場で

ございまして、地域計画に記載をいたします内容は、今後、各市の取り組みを示すも

のでありますことから、その方向性についての意思形成過程は各市の主体性の中でご

判断いただくものであるというふうに考えております。 

  協議会の開催以前の原案の提示につきましては、協議会におきまして国や大阪府か

らのご指摘やご意見に伴います修正等があろうかと思われますので、混乱を招く恐れ

がありますことから、協議会終了後といたしたいと考えておりますが、今後、私ども

も各市とご相談させていただいた上で判断をしてまいりたいというふうに考えており

ますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（大槻 哲也君）   扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）  ご答弁ありがとうございました。それではご要望だけさせて

いただきたいと、このように思います。 

調整作業につきましては、今ほどご答弁いただきました。「各市の意思を十分尊重す

る」と、こういうご答弁をいただきました。この点を踏まえまして、地域計画の内容

は構成４市にそのまま跳ね返ってまいります。そして極めて重要な問題でございます。

構成４市におかれまして慎重の上にも慎重な取り組みをしていただくように、これは

構成４市に強く要望をしておきたいと思います。 

  それから地域計画原案の議会への報告についてでございますが、先ほどのご答弁か

ら一定前向きの内容というふうに判断をさせていただきたい、このように思います。 

  国から示されました交付金スキームでも、地域計画原案の協議会での修正は、これ

は想定されていることであります。決して混乱を招くというようなものではないと私

は思っております。何よりも大切なことは本施設組合と構成４市が十分調整を図って

地域計画原案を策定することであると、このように考えております。その上で、今後、

施設組合と議案の信頼関係の上に立って、政治と行政の両輪で施設整備にあたるよう

に、これは強く要望をさせていただきたいと思います。 

  ただ、先ほどのご答弁にございました。この地域計画の原案に盛り込まれる方向性

につきましての意思形成は、構成各市の主体性の中で判断してほしいというご答弁が

ございました。この地域計画原案の策定にあたりましては構成４市が責任を持って施

設組合をサポートされて対処されるよう強くお訴えをさせていただきまして、私の質

疑を終えます。ありがとうございました。 
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○議長（大槻 哲也君）  それでは次に岸田議員の質疑を許します。11 番、岸田議員。 

○11 番（岸田 敦子君）  日本共産党の岸田敦子です。私も通告のとおり２点の問題

についてお伺いをさせていただきます。 

  まず１つ目、決算書の 17 ページにあります「大阪府立産業技術総合研究所でのプラ

スチック製容器包装圧縮試験」の実験方法について伺いたいと思います。2004 年 11

月 25 日に行われたこの圧縮実験に立ち会った住民側２名の立会人が、今年２月 11 日

付で、馬場管理者と専門委員会に対して報告書を提出しておられます。その中では、

北河内 4 市リサイクルプラザで実際に行われる圧縮梱包に近い形の部分もあるが、逆

に実際とかけ離れた条件となる部分もあって、「この実験結果を現場に適用するのは無

理である」という判断が示されています。 

  その内容は、圧縮力に関しては４市リサイクル施設組合のものと近い状態であると

していますが、圧縮速度は４市リサイクル施設組合では毎秒 25～ 30 ㎝が予定されてい

るけれども、産業技術総合研究所の実験では毎秒約４㎝というもので、現場の圧縮速

度より６～７倍はゆっくりしたものであったと。「圧縮速度が、廃プラの機械的な崩壊、

破壊に影響を与えることは容易に予測できるので、本実験は現場とかけ離れている」

というふうに指摘がされています。 

  また、圧縮工程についても、１個の梱包をつくるのに、実際は５～10 回に分けて圧

縮するということで、250～ 350 ㎏の梱包をつくるには、それだけの重量のものを１回

だけで圧縮するというのではなくて、１回目投入したものを１回圧縮をしたら、その

上からまた廃プラスチックを投入して２回目圧縮すると。プラスチックというのは嵩

高いですので、そうやって５～10 回圧縮する。その作業を繰り返すということで、１

回目に投入されたものは一番下になって、５回から 10 回の圧縮を受けるというわけで、

その報告書では「圧縮のたびごとに分解産物がその程度発生するかは分からないが、

発生は 初の１回だけで後は全く発生しないとは考えられない。折り曲げ、圧縮はプ

ラスチックの劣化を促すことを考えれば、後になるほど分解物が増えるとも考えられ

る。仮に毎回同量が発生するとすれば、実際の圧縮梱包では、梱包されたプラスチッ

ク量から推定される分解産物量の 5.5 倍が発生することになる」と、その 5.5 倍とい

う計算根拠も示して指摘がされております。 

  そして結論として、「実験は、幾つかの点で実際とはかけ離れた条件となっているの

で、この実験結果を現場に適応するのは無理であると考える。実験方法の検討を含む

基本問題が課題として残っていると考える」というふうにしておられます。この指摘
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についてどうお考えか、お伺いします。 

  そして２点目、住民合意についてですけれども、専門委員会が設置されて、実験が

行われて分かったことは、廃プラスチックの圧縮によって化学物質が発生することが

確認されたことです。そしてもう１つ、化学物質の発生は廃プラスチックを圧縮する

ことによるだけでなくて、保管しておくだけでも発生するということが分かったこと

は重大でした。 

  そういった結果が出た中でも、委員会の答申は意見が分かれました。総合判断では、

「周辺環境にはほとんど影響を与えないと判断される」としながらも、付け加えられ

ている少数意見として、総合判断の立場と全く逆とも言える意見が提出されている中

で、住民合意が図られたとお考えかという問いは、今年の６月臨時会でも私、質問を

させていただいたところでもあるんですけれども、しかしその後、８月３日付で住民

28 名が原告となって大阪地裁に訴状が提出され、裁判に発展しています。 

  原告側は、北河内 4 市リサイクル施設組合に関しては建設指し止めを、そして株式

会社リサイクル・アンド・イコールに対しては操業停止を求めており、こういった裁

判が進められる中で建設へ向けた作業が着々と進められるのは、住民無視と言わざる

を得ないのではないかと考えます。 

  この施設に関して、私ども日本共産党は「住民合意」について何度も繰り返し訴え

をさせていただいておりました。専門委員会の報告書の少し前に戻ると、先ほど石村

議員も指摘しておりましたけれども、各市の都市計画案には反対意見ばかりで、寝屋

川市で言えば 198 通届いた意見書すべてが反対意見であって、こういった意見が十分

審議されたとは言えない問題も抱えていると思います。この場で再度、住民合意が図

られていないことに対する施設組合のお考えについてお伺いします。 

○議長（大槻 哲也君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず１点目の大阪府立産業技術総合研究所で行った圧

縮試験につきまして、計画施設とかけ離れているというご指摘でございますが、平成

16 年 11 月１日開催の第３回の専門委員会でご指示をいただきまして実験計画を立て

ました。これはシュミレート試験の仕様書の作成を行い、実験計画として委員の皆様

と十分調整した上で実験を行ったものでございます。 

  なお、圧縮速度・圧縮回数についても大阪府立産業技術総合研究所で立ち会い住民

の皆様のお２人でしたけれどもご意見を反映して試験分析を行ったものでございます。

試験結果についてのシュミレートにつきましては、平成 16 年 12 月 29 日開催の第４回
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専門委員会において、「真空圧縮機の制約があるため、60 分の間で同回数の圧縮を行

ったと考えたい」との発言もございまして、過剰評価も過小評価もなされていないと

いう発言があり、専門委員会としては一連の圧縮試験及び分析について、実機に即し

た試験であったという皆様のご見解であったと認識をいたしております。 

  次に住民合意についてのご質問でございますが、昨年度来、専門委員会を設置しま

して、その答申に基づく報告会の実施をはじめ、住民代表者との定期的な協議会や周

辺地域自治会役員を対象とした住民説明会の開催など、住民との合意形成を図るべく、

健康被害に対する不安の払拭に私どもは努めてまいりました。 

  また、今年６月臨時会においてご答弁しておりました専門委員会の指摘であります

施設設置に伴う課題の整理・解決等の目的をもった（仮称）北河内 4 市リサイクルプ

ラザ環境保全推進連絡協議会を地元 17 自治会の参加により発足をいたしております。

今後とも、組合ホームページなどを活用し、協議会での議論を情報発信していくなど、

私ども組合の事業にご理解をいただけるよう引き続き努めてまいりたいと存じます。

以上でございます。 

○議長（大槻 哲也君）   岸田議員。 

○11 番（岸田 敦子君）  ご答弁ありがとうございます。では１つ目の専門委員会の

実験の方法なんですけれども、今ご答弁いただいた中で、第３回目で仕様書を作って、

立会人の住民の方の意見も反映して行ったとおっしゃっておられました。確かに専門

委員会議事録を見ますと、仕様書が作成されて、それに基づいた実験を行ったと。先

ほど申し上げた住民お２人の立会人からの報告書の中にも、この点は変更をというこ

とについて、例えば袋がそのまま、袋のまま圧縮されるというような形を、これでは

物質が十分検出されるか分からないので、穴を開けるようにというようなことでそれ

を実践していただいたというような、そういう報告はありますけれども、速度と工程

の問題は第４回の議事録で、柳沢先生の発言で「圧縮の方法については柳沢先生が言

及していなかった」というふうに言っておられるんですね。これはどういうことか説

明をしていただきたいと思います。 

  そしてまた、この立ち会い報告が出されたのは今年２月 11 日ですね。その報告の中

で一番 後に追伸として、「本報告についてぜひ専門委員会にてご検討を願うとともに、

必要であれば説明をお受けし、ご質問もお答えしたいと思います」ということで、こ

の報告書の 後に「ぜひ検討してほしい」という意見も添えられているんですが、専

門委員会でこのことが検討されていないのではないかと見受けられます。このことに
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ついてはなぜなのかということを再度、これはご答弁の繰り返しになるかしれません

けど、お尋ねしておきたいと思います。 

  そして今、住民合意の問題ではご答弁あったように、住民への合意形成に向けてい

ろいろと努めてきたと、今も協議会を設置して、今後も努力するというような旨のご

答弁いただきました。確かに私たちも組合として何もされていないとは考えてはおり

ません。そのことは認めております。反対住民の方との話し合いも、そういう場を設

けて一定やれることはやってきたということは聞いています。ある一定の努力をして

きた面もあると、そういうことは思うんですけれども、いろいろやってきていただい

ている中で、それだけやってきていただいているのに住民がまだ納得しないのは、じ

ゃあどこに問題があると考えておられるか。これを再度質問します。 

○議長（大槻 哲也君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず 初の事前の試験方法の設定時に圧縮の方法につ

いては言及していなかったと、発言の記録はあるかという柳沢委員の発言ですけど、

このことに関してはそのときにも事務局でお答えしておりますが、記録はございませ

んが、方法の確認は柳沢先生にしていただいたところでございますので、よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

  次にこの意見書をいただいたのが、昨年 11 月の 29 日の立ち会いの中で、いただい

たのが今年２月の 11 日だったと思います。こういう時期にはもう既にシュミレートの

仕様等含めてこの実験が実機の反映をしておるかということについて、既に専門委員

会として結論を出しておりましたので、私どもとしては専門委員会にはご報告申し上

げておりません。以上でございます。 

  次に住民合意についてのご質問があったかと思います。住民合意について私どもは

何回も説明してきているのに理解を得られない理由はなぜなのかというふうにおっし

ゃったと思います。私ども当初はこの施設から住民不安を招く杉並病等の発生が起き

ない状況であるということについて専門委員会等で十分に審議をしていただいてご説

明をしてまいっております。先に杉並病ということで皆さんおっしゃってますが、国

の公害等調整委員会が認定した住民の方々のお住まいの範囲内というのは半径 300ｍ

範囲内でございます。今回の施設で一番近い住民の方は、反対されている方々の中で

は約 450ｍから 500ｍ以上離れたところでございますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。以上でございます。 

○議長（大槻 哲也君）   岸田議員。 
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○11 番（岸田 敦子君）  実験の方法の問題ですけれども、確かに柳沢先生は実験の

方法は言及していなかったと言っておられて、その後のご答弁で、記録はないが、そ

の方法は指導を受けたというような、それも私も実際見てます、議事録の中で。しか

し、記録がないから言った言わんの問題になると思いますので、これはどうだったか

というのは仕様書、今回私は見てないのでそこまで言えないですけれども、そういっ

た発言がされているわけで、この住民の方の指摘というのがだいぶ後になっています

けれども、専門委員会で議論がされなかったということも大きな問題であるかと思い

ます。この意見書、報告書、住民の立会人からの報告書が今年２月 11 日付で提出さ

れた。その後、専門委員会が行われたのは今年２月 24 日です。約２週間後ぐらいに

専門委員会が行われた中で、この住民からの意見についてやはり議論がされるべきで

はなかったかというふうに私は申し上げておきます。これはもう既に過ぎた問題です

ので今さら遅いと言われるかもしれませんけども、住民はこのように実験はまだまだ

不十分だという指摘がされている中で、この実験自体に満足をしていないという状況

があるわけです。このことは強く申し上げておきます。 

  そして今、住民合意の問題おっしゃって、専門委員会で十分な審議がされてきたと

いうふうにお答えされました。専門委員会というほんとうに今の科学の先端を行って

るような話し合いがされたということは画期的なことであったと思いますし、その議

論で我々市民もプラスチックのメカニズムについていろいろ勉強になりましたし、よ

く分かりました。しかし、そういった議論が進められる中で、住民が一番不安を抱い

ていた複合汚染の問題は議論がされませんでしたし、費用対効果、この問題も出され

なかったなど、本当に多くの不十分さを残しているというふうに感じます。そこのと

ころが解決されない限り、住民は納得できないということなんですね。組合としては

これだけやってきたのにという思いがおありでしょうけれども、住民としたら不十分

な結果になぜ満足できるのかというのが感情だと思います。住民の不十分だと指摘す

る面をすべてクリアするぐらいの構えが必要じゃないか。そうしないと住民の合意と

納得はあり得ないのではないかと私は思います。 

  そして先ほど杉並病のことについて半径 300ｍとおっしゃいましたかね。ここは一

番近いところで 450～ 500ｍというようなこともおっしゃってました。しかし杉並病の

ことについては中野事務局長もよくご存じじゃないんですかね。そのことについては

半径９㎞圏内の住民が健康被害が発症しているという、そういう報告がなされている

ことを全くお認めになっていない、こういう発言だというふうにとらえました。この
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ことは今の発言でより住民の感情を逆なでしたのではないかと私は感じます。そのよ

うな姿勢ではなかなか住民の理解は得られないのではないか。もっとやはり反対して

いる住民の方に気持ちも寄り添っていくというような、そういう姿勢で臨んでいただ

きたいということを強く申し上げておきます。 

  そして住民協議会、 後にこのことだけ言わせていただきますけれども、これは建

設をすることを前提として、じゃあ環境負荷を少なくするのにどうすればいいかとい

うことを話し合う協議会ということです。反対する住民は建設そのものに反対してい

るから、建設ありきで議論する団体に入れないということは当然の感情ではないかと

思います。住民合意を得るという作業は、賛成している人だけと対話するということ

じゃなくて、反対している人の意見をより聞いて、お互い歩み寄れる。それは一定今

まで進めてきておられるところですけども、再度その姿勢でやっていただきたいとい

うことを強く申し述べて、これは 後に要望いたしまして、以上で私の質問を終わり

ます。 

○議長（大槻 哲也君）   他に質疑はありませんか。なお、通告のない議員の皆さん

も質疑があれば挙手をしていただいて結構です。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（大槻 哲也君）   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

ありますけれども、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。岸田

議員。 

○11 番（岸田 敦子君）  日本共産党の四條畷選出の岸田敦子です。私は認定第１号 

平成 16 年度北河内 4 市リサイクル施設組合歳入歳出決算の認定について反対の立場

で討論します。 

 反対する理由の第１番目は住民合意が図れていない問題です。日本共産党はこの施

設建設に関して当初から住民合意の問題を繰り返し取り上げ、その不十分さを指摘し

てきました。確かに施設組合として説明会を実施し、専門委員会も設置し、その説明

会も行うなど、何もやってこなかったと言うつもりはありませんが、逆にそういった

ことを行う中で、廃プラスチックを圧縮梱包する作業において有害物質が発生すると

いう事実は科学的根拠をもって証明され、廃プラスチックを保管しておくだけでも有

害物質が発生するという新たな事実が分かったため、施設建設に反対する住民の不安

はかえって増大したと言えます。このことは住民の皆さんが訴訟を起こされたことが

その事実を物語っています。そういった住民の不安が払拭されていない状況が残って
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いることがまず大きな問題です。 

  また、昨年 11 月に実施された生活環境影響調査報告書に対する意見書の問題では、

74 人から延べ 117 件の意見が寄せられましたが、施設組合のホームページに掲載され

ているのはその不安や疑問に対して問題ないから大丈夫ですという角度の回答や見解

ばかりで、住民の意見は取り入れられず、形だけ整えるという姿勢にしか見えません。

これで本当に住民の意見を尊重しようとしておられるのか、大いに疑問を感じます。 

  また、専門委員会のプラスチック製容器包装圧縮試験の実験方法が不十分であると

いう問題があります。昨年 11 月 25 日に立ち会った住民側の２名の報告によると、圧

縮速度、圧縮工程における問題点が指摘され、実験は幾つかの点で実際とかけ離れた

条件となっているので、この実験結果を現場に適用するのは無理であると考えるとい

う意見が出されており、この実験結果が実際に４市リサイクルプラザから発生するで

あろう予測とは異なるもので不十分なものであると考え、再度現実に即した実験をす

ることを求めます。 

  そのほか各市の財政が困難だとする中で巨額の税金を投入する必要性があるのかと

いうこと、また容器包装リサイクル法の見直しが今年 11 月中には方向性が出され、来

年の国会でその内容が決定されるという情勢において、その方向性を見極めての検討

が必要ではないかという問題もあると指摘しておきます。 

  以上、本施設を含めた環境汚染に対する住民の不安は払拭されておらず、公害を未

然に防止するという立場に立つと、この北河内 4 市リサイクルプラザの建設には疑問

を感じざるを得ません。また、裁判を起こしている多数住民の声を尊重する立場から

も本決算に反対することを申し述べ、討論とします。 

○議長（大槻 哲也君）   他に討論はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（大槻 哲也君）   これをもって討論を終結します。 

  これから認定第１号を起立により採決します。本件は認定することに賛成の議員の

起立を求めます。 

 （賛成者 起立） 

○議長（大槻 哲也君）   起立多数であります。よって本件は認定することに決しま

した。 

  日程第４、議案第３号 北河内 4 市リサイクル施設組合人事行政の運営等の状況の

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

 23



ます。中野事務局長。 

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

市リサイクル施設組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につきま

して、提案理由の説明を申し上げます。議案書の２ページから４ページ並びに参考資

料の１ページをお開き願いたいと存じます。 

  本案は、地方公務員法の一部改正によりまして、地方公務員法第 58 条の２で、人事

行政の運営等の状況の公表制度が法律上、規定されましたので、本組合におきまして

も人事行政の公正かつ透明な運用を確保するため、新たな条例を制定するものでござ

います。 

  それでは条文の朗読を省略させていただきまして、条例案の要旨につきましてご説

明を申し上げます。 

  第１条は、この条例の趣旨を定めるものでございます。 

  第２条は、任命権者の報告についての規定でございまして、任命権者は毎年 10 月末

日までに管理者に対し、前年度における人事行政の運営状況として、職員に関わる任

免及び職員数、給与、勤務時間、その他の勤務条件など広く報告しなければならない

こととしております。 

  第３条は、公平委員会の報告についての規定でございまして、公平委員会は毎年 10

月末日までに管理者に対し、前年度における措置要求や不服申し立てなどの業務の状

況を報告しなければならないこととしております。 

  第４条は、公表の時期及び方法についての規定でございます。管理者は毎年 12 月末

日までに、任命権者からの報告の概要と公平委員会からの報告を公衆の閲覧に供する

などの方法によりまして公表しなければならないこととするものでございます。 

  第５条は、管理者への委任についての規定でございます。 

  続いて附則といたしまして、公布の日から施行することといたしております。 

  また、平成 16 年度におけるそれぞれの報告につきましては、平成 17 年 12 月 25 日

までに行うこととしております。 

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

ご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（大槻 哲也君）  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） 
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○議長（大槻 哲也君）  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（大槻 哲也君）   討論なしと認めます。 

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

せんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大槻 哲也君）   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５、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。まず扇谷議員の質問を許します。10

番、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

いまして一般質問をさせていただきます。今回は、「再資源化理念を踏まえた分別基

準適合物の再商品化のあり方」と、そして「北河内４市リサイクルプラザ環境保全推

進連絡協議会」の２点についてお尋ねをいたします。 

  「容器包装リサイクル法」は、第２条第８項におきまして「再商品化」について、

自ら分別基準適合物を製品の原材料として「利用すること」「譲渡し得る状態にするこ

と」、また製品として「そのまま使用すること」「譲渡し得る状態にすること」と、こ

のように規定をしております。しかし、入札の制限条件によりまして、マテリアルリ

サイクルをケミカルリサイクルに優先させる根拠が不明確であり、その再商品化手法

の優先順位、承認基準も不明確であるとして、多くの識者から問題が提起されてまい

りました。 

  そこで、今一度本施設組合が目指す使用済みプラスチックの再資源化の目的を確認

しておきたいと思います。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

同処理事業における基本構想」は、その冒頭で、ごみの発生抑制、資源の循環利用及

びごみの適正処分を確保することにより、天然資源の消費を抑制し、環境負荷をでき

得る限り低減する循環型社会の構築を推進することが求められていると、その目的を

高らかにうたっております。 

  再資源化の目的は、資源の循環的な利用を促進することにより、天然資源の消費を
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抑制することであり、再資源化にあたって大切なことは、新たな資源の投入を 小限

にし、環境への負荷をでき得る限り低減することであります。その手法の選択につい

ては、環境に与える負荷を抑え、かつ社会的なコストを抑えることが大変重要となり

ます。 

  しかし、ここで指定法人の独占性と入札制度のあり方が問題となってまいります。

指定法人は容器包装リサイクル協会１社で、再商品化事業の需要をほぼ独占している

のが現状でございます。また、再商品化単価は入札によって決められますが、自治体

が入札条件を設定することができず、加えて入札プロセスが不明確・不合理の上、マ

テリアルリサイクルされた再生原料の行き先が不明瞭との指摘もあります。 

  1991 年、社団法人プラスチック処理促進協会は廃プラスチックのリサイクル・処理

方法について、ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）評価の検討に着手をし、今年

５月、この間行われてまいりました一連の環境負荷と経済性の２軸で評価する「エコ

効率分析」結果を公表いたしました。この分析の結果、ケミカルリサイクル手法のガ

ス化、サーマルリサイクル手法のセメント・原燃料化、廃プラ発電が も優位に位置

し、ケミカルリサイクル手法の高炉原料化、コークス炉化学原料化が続く結果となっ

ております。高炉原料化、コークス炉化学原料化は環境的側面は良好でありますもの

の、経済的負担が相対的に大きいのが難点であります。そしてマテリアルリサイクル

手法の再生樹脂化、この場合、新樹脂代替率 30％のケースでありますが、品質向上が

さらなる課題であること、環境負荷も埋め立て処分を除く他の手法より も高く、経

済的負担は 大となり、評価結果は 悪となっております。 

  地球温暖化問題が叫ばれ、持続可能な社会づくりが人類共通の課題といわれる今日、

この評価結果を踏まえるならば、本施設組合が指定法人ルートを選択し、当然のごと

くマテリアルリサイクル手法の再商品化の道を進むことが、果たして許されるのでし

ょうか。 

  今、施設建設を目前に、地域住民の皆さんの施設建設に対する合意問題や地域計画

の策定・交付金交付要件の確保等、大きな課題と直面をしております。しかし、向か

う方向の延長線上に崇高な環境政策・理念の構築と具体的な実践が問われているので

あります。私は、本施設組合としての環境政策の確立と、その環境政策に基づく廃プ

ラスチックの処理・処分、すなわち再商品化ルートの決定が今後の大きな課題と認識

をしております。そこでお尋ねをいたします。 

  １点目、北河内４市リサイクル施設組合及び４市の「地域計画」策定における基本
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的な考え方、環境政策について。 

  ２点目、プラスチック処理促進協会が公表いたしましたＬＣＡ評価のエコ効率分析

によるシステム境界及び環境負荷と経済的負担の分析結果を施設組合はどのように認

識・評価しておられるのか。 

  ３点目、「再商品化」手法の優先順位が明確になってまいりますと、現行の入札制度

の見直しは必至と考えます。プラスチック処理促進協会のエコ効率分析結果は、マテ

リアルリサイクルをケミカルリサイクルに優先させる根拠が不明確であったことを立

証したもので、サーマルリサイクルも視野に入れながら、自治体の環境政策と整合性

を保った処理・処分ルート、すなわち再商品化の選択が可能となるよう、現行の入札

制度の改善を強く国に訴えることが必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  次に２点目、北河内４市リサイクルプラザ環境保全推進連絡協議会についてお尋ね

をいたします。今年３月 14 日付の専門委員会報告書は、検討内容の中で、施設完成後

の維持管理の大切さに触れ、排出空気のモニタリングは連続的・定期的に行うこと、

得られた情報は公開すること、透明な維持管理を行うことで市民の安全を守っていく

姿勢が大切であるとし、市民参加型のモニタリング・維持管理の実施を課題といたし

ました。また、同じく総合判断の中で、施設並びに周辺地域でのモニタリングの継続

実施とその表示、それによる速やかな活性炭の交換や情報公開の徹底を訴えておりま

す。 

  ところが、連絡協議会の設置要綱（案）は、全般的事項として情報発信に関するこ

ととの明記はあるものの、環境保全について、「得られた情報の公開に関すること」「透

明な維持管理への反映に関すること」の規定が欠如しており、何よりも連絡協議会の

権能に関する規定が盛り込まれておりません。 

  今年 10 月 29 日に開催されました第１回連絡協議会には、対象 30 自治会のうち参加

の意思を表明した 17 自治会中出席は 10 自治会にとどまったと聞いております。明確

に不参加を表明した自治会が７つもあることに加え、対象自治会のちょうど３分の１

の自治会代表の参加で第１回目をしなければならなかったわけで、果たしてこれで専

門委員会が課題とした「市民参加型のモニタリング・維持管理」が可能と言えるのか、

大変疑問に思うところでございます。これらの点を踏まえまして、以下３点お尋ねい

たします。 

  １点目、連絡協議会の設置要綱（案）に関し、「得られた情報の公開と維持管理への

反映」さらには「管理者への報告にとどめることのない連絡協議会の権能」について、
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それぞれ規定が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  ２点目、市民参加型モニタリング・維持管理をより実効あるものとするためには、

建設予定地に隣接する自治会のすべてを含む連絡協議会への参加が不可欠と考えます

が、今後の対応について。 

  ３点目、施設稼働後の透明な維持管理を行うため、行政・市民以外に第三者の立場

から専門知識を有する学識経験者もしくは技術者が委員として入ることが肝要と考え

ますが、いかがでしょうか。 

  以上、一般質問をさせていただきます。 

○議長（大槻 哲也君）   理事者の答弁を求めます。濱本次長。 

○事務局次長（濱本 遵市君）   それでは扇谷議員のご質問にご答弁させていただき

ます。 

  まず 初に再資源化理念を踏まえた分別収集適合物の「再商品化」のあり方につい

てお答えをさせていただきます。まず「地域計画」策定における基本的な考え方と環

境政策でございますが、循環型社会形成推進地域計画の作成にあたりましては、環境

省より「廃棄物の３Ｒを総合的に推進するための施策」の記述が求められております

ことから、今回策定しております地域計画におきましても、ごみ処理及びリサイクル

を含めた循環型社会形成推進を目指す３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）及

び４Ｒ（＋リフューズ）の取り組みを推進していくことを基本的な考えとしているも

のでございます。 

  また、本組合といたしましては、その中で容器包装リサイクル法に基づきますペッ

トボトル及びその他プラスチック製容器包装のリサイクルを共同して推進するため、

圧縮梱包・保管の中間処理を任務とするものでございます。 

  本組合の環境政策でございますが、当然ながら循環型社会の形成を推進していくこ

とでございまして、３Ｒに基づき資源の循環的な利用により、石油など限りある天然

資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減することを目的とするリサイク

ルを推進していくものでございます。 

  次に２点目の「ＬＣＡ評価のエコ効率分析によるシステム境界及び環境負荷と経済

的負担の分析結果をどのように認識しているのか」のご質問でございますが、ライフ

サイクルアセスメント、いわゆるＬＣＡ評価のエコ効率分析などによりますと、再商

品化手法の中でマテリアルリサイクルがリサイクル率によります環境負荷や、再生品

の評価によります経済性におきまして、ケミカルリサイクルやサーマルリサイクルに
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比べて課題となっており、容器包装リサイクル法の見直しの論点の１つになっている

と認識いたしております。 

  しかしながら、現行の容器包装リサイクル法の枠組みに基づきまして今日まで行政

や特定事業者の責任と負担で構築されてまいりましたリサイクルの仕組みが安易に変

更されるべきでなく、これまでの積み上げや社会資本整備が無駄とならないように、

再商品化技術の進歩あるいは社会的な合意などを考慮しながら、必要な改善を行うべ

きであると考えているものでございます。 

  ３点目の「国への入札制度の改善の訴え」に関するご質問でございますが、現在、

環境省におきまして行われております容器包装リサイクル法の見直しにつきましては、

環境負荷やごみ処理全体への影響、３Ｒ・４Ｒの推進など、様々な角度から行われて

いると理解をしております。自治体からもこうした観点で見直しの意見が出されてい

るところでありまして、本組合といたしましても見直しの動向やリサイクルの手法に

関する情報の収集などを行いながら、循環型社会形成の推進を 終的な目的に据えま

して、今後、国への要望につきまして判断をしていきたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

  続きまして（仮称）北河内４市リサイクルプラザ環境保全推進連絡協議会について

お答えをさせていただきます。まず１点目の「得られた情報の公開と維持管理への反

映」につきましては、要綱案第３条の「情報発信に関すること」に含んでいると解釈

しておりますが、今後、協議会におきまして施設運営に関する議論へと話が進んでい

く中で、議員ご指摘の項目の明確化につきまして協議会で検討してまいりたいと考え

ております。 

  また、本協議会の権能につきましては、協議会が負います責任の問題とも関係をい

たしますので、「管理者への報告」として規定をいたしますのが 善であると考えてお

ります。 

  次に２点目の「すべての自治会の協議会参加」についてでございますが、今後、参

加をご承諾していただける自治会につきましては、協議会におきましてその取り扱い

を議論いただき、決定していきたいと考えております。 

  次に３点目の学識経験者や技術者の協議会への参加につきましては、所掌事務のす

べての事項に対しまして常にその参加が必要であると考えておりませんので、必要に

応じた委員として規定をしている次第でございますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。以上でございます。 
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○議長（大槻 哲也君）   扇谷議員。 

○10 番（扇谷 昭君）  ありがとうございます。若干再質疑をさせていただきたいと

思います。 

まず１点目の再商品化のあり方につきましては、誠意のあるご答弁と一定評価をさ

せていただきます。再資源化ができれば何でもよいということではなく、限りある天

然資源の投入を 小限にしながら、環境への負荷をでき得る限り低減する。加えまし

て社会的コストを抑制する。このことの重要性を改めて確認をしておきたいと、この

ように思います。 

  国は 2005 年５月、廃プラスチックにつきましてはまず発生抑制、そして再生利用、

残るものは熱回収との基本方針を発表いたしました。しかしその１年前、東京都廃棄

物審議会で画期的な動きがございまして、単一素材についてはマテリアルリサイクル

の一層の推進を、そして汚水付着や複合素材についてはサーマルリサイクルで埋め立

て処分をゼロにとの提言が出されました。環境負荷の低減に加えまして、社会的・経

済的な実効性・効率性の観点から、より望ましい方向へ変わる兆しが見られたのであ

ります。 

  プラスチック処理促進協会の 新データでは、2003 年度のプラスチックの再資源化

フローを見てまいりますと、市場投入が 1495 万トン、そこから排出が 1001 万トンで、

処理・処分の段階では現在マテリアルに回っているのが 164 万トン、ケミカルに 33

万トン、サーマルリサイクルに 387 万トンであります。そして未利用のうち焼却処理

に回っておるのが 152 万トン、埋め立て処分が 265 万トンと、実に 42％が未利用とな

っておりまして、なおかつマテリアルリサイクルは意外とサーマルリサイクルの 50％

に満たないのが現状でございます。 

  私の今回の一般質問は、再資源化・再商品化の優先順位の認識をお尋ねしたもので、

当施設組合の基本的な考え方を踏まえ、その考え方に合った処理・処分ルート、再商

品化の選択に責任を持っていただきたい、このことを訴えたいわけでございます。 

  このたびご紹介申し上げました「エコ効率分析」は、環境負荷評価に加えましてコ

スト評価がなされましたもので、二酸化炭素等の大気中への排出の係数設定や各シス

テムの処理費の積算方法等に一部は課題が残っておりますものの、今まで全く明確に

されなかった再商品化手法の優先順位を明らかにする画期的な内容でございます。 

  結果、再生樹脂化の環境負荷に対する優先順位は７システム中６位、経済的コスト

負担の優先順位は同じく７システム中 下位の７位と、再生樹脂化を推し進めること
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は環境負荷、経済的コストの側面からノーとの結論が出されたわけでございます。 

  当施設組合の環境政策を踏まえまして、環境負荷を低減し、経済的コストを抑える

「ガス化」や「セメント原燃料化」の選択を視野に今後の取り組みを強く要望してお

きます。 

  ガス化の現状といたしましては、加圧二段ガス化プロセスが現在国内２社で年間９

万 4000 トン処理が稼働しております。また、セメント原燃料化の現状といたしまして

は主にＲＰＦの固形燃料化を中心に、地球温暖化ガスの低減という観点からも風力、

太陽光、バイオマス等と並んで新エネルギーとしての重要性が再認識をされておりま

して、日本ＲＰＦ工業会によりますと、2004 年のＲＰＦの国内需要は約 40 万トンで、

2006 年、来年には 100 万トン強の需要が見込まれておる、このようなことでございま

す。 

  自治体が再商品化の選択に責任を持つということから、自治体が入札条件を設定で

きない、今の入札制度の改善は今後の大きな課題と認識をしております。先ほどもご

答弁をいただきました。今後、力強い国へのご要望・働きかけをお願いをしておきた

い、このように思います。 

  それから２点目の連絡協議会については、もう一歩踏み込んだ答弁をいただきたか

ったと、このように思います。専門委員会は、施設建設後の稼働に際し、市民参加型

のモニタリング・維持管理を担う監視委員会の必要性を取りまとめたものでございま

す。今回立ち上げられました連絡協議会は、施設建設にかかる事項と稼働後の環境保

全にかかる事項を同じく所掌事務とされたために、この立ち上がった連絡協議会の位

置づけや組織のあり方を極めて不透明にしたと、このように思われます。施設建設と

稼働後のモニタリングを明確に区分けをし、地域に理解と協力を求め、市民と協働し

て解決するための組織を、設置目的を十分踏まえ順次立ち上げるのが本来のあり方で

はないでしょうか。ただいまの答弁からは施設組合が住民とともに協働して事業を進

めようとの意思は十分には伝わってまいりません。あえて再質問はいたしませんが、

今一度地方分権時代の行政と市民の協働のあり方を施設組合自身が再検証なされ、連

絡協議会が目的とする整理解決が十分図れるよう取り組んでいただきたいと強くご要

望を申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大槻 哲也君）   これにて扇谷議員の一般質問を終結します。次に石村議員

の一般質問を許します。５番、石村議員。 

○５番（石村 淳子君）   一般質問をさせていただきます。一般質問にあたりまして
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は先ほどの決算認定の質問や、また先に一般質問を行われました扇谷議員の質問と重

なる点があると思います。しかし私なりに観点を変えて質問をいたしますので、ご答

弁のほどよろしくお願いをいたします。 

  まず住民協議会と住民合意についてお尋ねをいたします。先ほどの扇谷議員の質問

の中にも何度も出てまいりましたけども、先日この住民協議会、環境保全推進連絡協

議会が設置をされ、30 の自治会に案内が行ったということです。さらにそのうち 17

自治会が参加し、説明が行われたということですが、この説明会は半径１㎞、この協

議会の説明文の中では周辺住民と書いておりまして、周辺地域住民の自治会として寝

屋川市立東小学校、宇谷小学校、明和小学校及び梅が丘小学校の校区の自治会と、こ

う明確に指定をされているわけですが、半径１㎞という範囲で考えますと本当に近い

地域の三井小学校ですね。こちらの方の小学校の地域の住民に対しては案内が全く行

われていないのではないかというふうに聞いています。こうした協議会を設立された

わけなんですが、設立をするという説明もなければ住民説明もない。本当に近い範囲

にいるはずなのに、この協議会に入れない。こういう案内が全く来なかったという点

について、なぜ 30 自治会だけになったのかという、この点についてお尋ねをいたしま

す。 

  次に交付金と広域化問題についてお尋ねをいたします。先ほども扇谷議員からの質

問がありまして、この地域計画原案、これが本当に交付金申請については非常に大き

な位置を占めるということで質問されておられました。この施設組合ができる以前か

ら市街化調整区域に建設するこの施設に関しては、本当にたくさんの住民さんから反

対が起こっていたわけです。さらにこれを４市で広域化という点におきましては、寝

屋川市民だけの問題ではなく、４市の住民の大きな問題となっているわけなんですね。

そういう点でこの交付金申請については、当初補助金申請が受けられず、今年度交付

金申請になるにあたってこの地域計画書が大きな役割を果たすということを申し上げ

たわけなんですが、これについてはすべてのごみ処理施設、いわゆる３Ｒのごみ処理

計画というのがすべて出されなければならないというふうに考えているわけです。そ

の点でこの廃プラ施設だけがなぜ広域化というふうになるのか。４市はそれぞれ焼却

施設も持っておりますし、枚方市も当然焼却炉施設、また新設もされてくるわけなん

ですが、そうした焼却施設本体も広域化という点ではこの交付金の申請対象にもあた

りますし、この計画の中にそういった焼却炉施設そのものも今現在持っている自治体

であっても広域化しなければこの申請の交付金というものが入らないのではないか。
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それも含めた交付金の対象となるのではないかとうふうに思いますが、その点につい

てはどのようにお考えなのか、お聞かせをください。 

  さらに３Ｒのごみ処理の関係で、環境負荷を減らすという点では各市のごみ減量計

画、こういうものが出されてくるわけなんですが、本組合として各市の調整を行うと

いうことで、主体的には各市が主体となって行うということですが、これをまとめる

にあたってはどんなまとめ方をされるのかというのは非常に難しいんじゃないかなと

いうふうに思っているのです。そういう点で原案を今出されているのではないかとい

うふうに思うんですが、このごみ減量に関する本組合としての計画については、やは

り住民自身も非常に心配な部分もありますし、その計画そのものが先ほど言いました

様々な化学物質の問題だとか、いろんな専門委員さんの意見の問題だとか、そういっ

た意見が住民の意見も含めてきっちりと吸い上げられたものになっているかどうかと

いうのは、この計画案そのものも非常に大きな問題があると思うんです。ごみ減量計

画そのものは本組合として原案として出された段階では、私はこれはきっちりと住民

に公表するべきだと考えていますが、この点での計画案の公表について見解をお尋ね

いたします。 

○議長（大槻 哲也君）   間もなく午後４時になりますが、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。中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   石村議員の一般質問について順次お答えを申し上げた

いと思います。 

  まず 初に住民合意に関連して環境保全推進連絡協議会の対象自治会につきまして

は、概ね半径１㎞の範囲ということでご案内をさせていただいております。北側は枚

方交野寝屋川線、西側は大阪外環状線、南側は讃良川、東側は交野市との行政界で一

定の範囲を定めましてご案内を申し上げたものでございます。説明会には 30 自治会の

うち 24 自治会がお見えになりました。お見えにならなかった 6 自治会に関しては後か

ら私どもの方でお伺いをして説明をさせていただいております。 

  それからこの１㎞範囲の設定の問題でございますが、いずれにしても範囲設定につ

きましては一定判断をしなければならないので、私どもとしてはほぼ１㎞の範囲内で

道路等で範囲を設定していったということでございますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

  次に交付金に関してのご質問でございます。交付金の中で地域計画の作成に関して

のご質問でございます。地域計画というのはご承知のとおり向こう５年間のごみ処理
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に関する基本的な考え方をまとめたものでございます。これは各市のごみ処理基本計

画なり分別収集計画の範囲内で現在各市がまとめたものを私ども４市分ということで

まとめていっておりますけども、地域計画の原案については大阪府環境農林水産部資

源循環課と協議をして環境省の方に協議会の開催をお願いしていっている状況でござ

います。基本的にはごみ処理の基本的な計画でございますので、環境保全等の問題に

ついてはここでは触れられていないということです。 

  それから広域処理の問題でございますが、広域的な施設の設置につきましては一般

廃棄物処理基本計画よりも踏み込んだ部分がございますので、先ほどもご答弁申し上

げましたとおり現在、構成４市と調整をしておるところでございます。以上でござい

ます。 

○議長（大槻 哲也君）   石村議員。 

○５番（石村 淳子君）   初の１点の地域協議会の点につきましては半径約１㎞と

いうことで、道路に沿った形でほぼ１㎞の範囲で指定したということなんですが、し

かし１㎞の範囲に入っているところの三井小学校区域が入っていないのは、やはり道

路で区切ったとしてもこれは影響的には同じですからね。そういう意味では非常にお

かしいんではないかなというふうに思います。その三井小学校区の自治会長さんから

も馬場市長さんあてにその理由を聞かせていただきたいという点について何ら説明

がなかった点についても意見書が上がったりしてたというふうに聞いています。なお

かつ協議会参加についてもやはり要望もされているんではないかというふうに思う

んですけどね。こういう形の中で半径１㎞の範囲の住民の意見すら反映できないとい

うことが、本当に住民合意を得て努力をしていくという組合の趣旨に関して合致して

いるのかなと非常に残念な思いがするんです。そういう点では三井小学校校区につい

てもきっちりと案内をし、協議会含めて参加すべきではないかというふうに考えます。 

この点については再度ご答弁を求めるのと同時に、先ほど岸田議員からも杉並病の

範囲につきまして９㎞圏内だということを言われました。私ども４市も寝屋川だけに

限らず、枚方の場合も９㎞になりますとちょうど香里園あたりがかかってくるわけで

すね。そちらの住民さんに対してはここの寝屋川の市民会館でやりました大きな説明

会に来いと、来なさいということでやっているのと、そして公聴会等での意見だけと

いうことになるんですけれども、やはりこうした協議会というのは施設管理も含めた

様々な環境影響もありますけども、施設の問題だとか、いわゆるいろんな意味で関係

があるわけです。そういう点では他市の３市ですね。寝屋川以外、枚方、交野、四條
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畷、そういったところについてもこうした協議会を設置すべきではないかと考えます

が、その点についての見解をお聞かせください。 

○議長（大槻 哲也君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず三井団地の話でございますけど、基本的には先ほ

どお答え申し上げましたように、私どもは半径１㎞の範囲内で道路その他でいわゆる

対象自治会についての案内した範囲を決めたということでございます。これは範囲設

定につきまして一定判断を当然しなければならないし、すべての理解を得るのは非常

に困難であると考えておりますので、過去における事業概要の説明会等を勘案いたし

て決めたものでございますので、ご了解を賜りたいと思います。 

  当然私どもこのことを協議会の中で議論されました内容については、今後はホーム

ページ等でもちろんご報告してまいるというふうに考えております。 

  それから杉並病云々ということで先ほど来ご質問をいただいております。私どもが

環境省なり東京都から現在の杉並病の状況ということでお伺いしておるのは、一定鎮

静化しておるという状況で聞いております。併せて現在、公害等調整委員会で認定さ

れた方々の居住範囲は 300ｍ範囲内だというふうに確認をいたしておりますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（大槻 哲也君）   石村議員。 

○５番（石村 淳子君）  その範囲に関しましては先程も岸田さんが言いましたけれ

ども、杉並病については９㎞圏内やということはやっぱりお認めにならないというこ

となんですけれど、現在鎮静化しているといいますが、そうではなくて逆に今もその

実態としては出てきているんですね。裁判で言われた後でもさらなる被害が出ている

というのが実態です。 

  私は、その杉並病については先ほど１回目の質問でも申し上げましたように、住民

さんが独自で健康調査をされても健康被害が出ているんだということを指摘をしまし

たので、この点については 200ｍの範囲だ、300ｍの範囲だということではなく、実質

９㎞の範囲で本当にきっちりやらなければいけない。姿勢としてそういう姿勢を持つ

べきだということを申し上げているわけです。まず 初から１㎞の範囲のところの三

井団地の三井小学校校区を外しておくというそのこと自体もおかしいですし、さらに

今お答えの中ではその三井小学校そのものを協議会に入れるという回答はありません

でしたね。その点ではきっちりと半径１㎞に入っているんですから、きっちり聞くべ

きですよ。同じ条件じゃないですか。その点について反対をしているところだから入
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れないという、そういう姿勢がありありと出ているんじゃないですか、この協議会の

中では。もしそうでないならば、きっちりとこの三井小学校の住民に対して協議会の

ご案内を出すべきです。この点については再度きっちりお答えをいただきたいですし、

先ほど申し上げました９㎞範囲の枚方、四條畷、交野そういった地域でもこの協議会

を設置する点についてはちょっと納得できませんので、もう一度回答をください。 

  先ほどこの質問に関連してちょっと質問を落としてしまったんですが、ごみ処理計

画についてですけども、お聞きをした中で各市の計画を調整しながらということでし

たけれども、このごみ処理計画の公開ですね。これについてはお答えいただけました

か。その点、３回目になりますので、ごめんなさい。ぜひこれは公開していただきた

いというふうに思っていますし、その点についての再度の答弁よろしくお願いします。 

○議長（大槻 哲也君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず１点目の９㎞の範囲というお話でございますが、

私どもが環境省なり東京都なりに杉並病に関して照会をいたしましたところ、現在、

公害等調整委員会で認定された方々の居住範囲は 300ｍ範囲内でございますというこ

とと、併せて一定の鎮静化をしてて、これ以上のことは環境省は要望していかないと

いうふうに聞いておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

  次に私どもの地域計画の報告についてでございますが、先ほどもご答弁申し上げま

したけども、この地域計画の報告については本来、国及び大阪府との協議会が終了し

た後にしたいと存じておりましたが、先ほどご答弁申し上げましたように、各市とご

相談の上、判断をしてまいりたいということでご答弁申し上げておりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

  三井小学校区の自治会ということで１㎞の範囲に入っているというのは確かにご指

摘のとおりでございます。私どももこの小学校区については距離が今回問題をしたわ

けじゃございませんで、概ね半径１㎞の範囲内にある方々ということで、１㎞未満の

ところもあれば１㎞以上のところもあるということでございますので、道路等で範囲

を設定しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（大槻 哲也君）   これにて石村議員の一般質問を終結します。次に岸田議員

の一般質問を許します。11 番、岸田議員。 

○11 番（岸田 敦子君）  それでは私から通告した２点の問題、過去にこの問題は他

の議員さんも含めて質問をした内容と重なる部分もありますけれども、いまだ住民の

皆さんが納得されていない問題についてお伺いをします。 
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  まず専門委員会の柳沢意見書に、「寝屋川市が大阪府下の他の市町村に比べて、非メ

タン系炭化水素に高濃度に汚染された地域である」と書かれてあることについて、本

組合議会今年６月の臨時会での答弁では「柳沢先生の個人的考えである」と述べられ

たことに驚きましたが、ご答弁を確認しても、なぜ柳沢先生の個人的見解であるとす

るのか、その根拠が述べられていません。「非メタン系炭化水素に高濃度に汚染された

地域」ではないとする根拠は何なのか、説明を求めます。 

  また、寝屋川市議会でも「事実誤認」という発言があり、驚きと同時に怒りを覚え

ています。寝屋川市議会での発言は、本施設組合に関係ないと言われるかもしれませ

んが、本施設組合で調査された専門委員会の見解に対する発言は、施設組合にも関係

あるという観点から、ＴＶＯＣについても柳沢意見書を「事実誤認」とする考えはど

こから来ていると思われるのか、説明を求めます。 

  次にスケールメリットについてお伺いします。スケールメリットについては以前か

ら質問をしているところですが、この問題については４市に施設をつくるより、１カ

所につくる方が建設費や土地取得という面で経費節減が図れるという観点が主で、収

集・運搬費用が含まれたスケールメリットについては十分な計算が行われているのか

疑問を感じています。改めて収集・運搬にかかる費用について、各市が独自で実施す

る場合と４市で実施する場合を比較した費用の差額を示していただきたいと思います。 

  また、その数字の根拠を具体的に教えてください。 

○議長（大槻 哲也君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず１点目の専門委員会の報告書についてのご質問で

ございますが、「非メタン系炭化水素に高濃度に汚染された地域」というご指摘でご

ざいますが、大阪府下の非メタン系炭化水素濃度が年々低下してきており、寝屋川市

においても年平均で 0.31ｐｐｍｃが 0.30ｐｐｍｃに低下している状況でございます。

これは昭和 60 年度、平成 12 年度、平成 17 年度と段階的に自動車排ガス規制を強化

した結果でございまして、平成 16 年度に大阪府の実施した「自動車排ガス等街頭検

査」の結果におきましても、炭化水素の規制に関しては 100％適合している結果とな

っております。これによりまして非メタン系炭化水素についても低減しておりますし、

今後も低減していくと認識いたしております。 

  なお、柳沢意見書については専門委員会におきまして、柳沢委員自ら個人的見解で

あり、議論の必要はないという発言であったため、個人的な考えであるというご答弁

をいたしたものでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
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  次に寝屋川市議会における事実誤認という発言につきましては、柳沢先生は現在の

施設計画の現況で既知あるいは未知の化学物質が施設から大量に発生すると予想され

ておりますが、専門委員会の行った実験では、発生するＶＯＣ濃度は発生源において

既に環境基準と同等またはそれ以下のレベルである。このような状況でございますの

で、施設から大量に発生するという表現に対して事実誤認と答弁されたものであると

いうふうに聞き及んでおります。 

  スケールメリットに関して収集運搬費が含まれているのかどうかということでご質

問があったと思います。スケールメリットにつきましては、（仮称）北河内 4 市広域リ

サイクル共同処理事業に係る基本構想において、収集運搬費も含めて算定はいたして

おります。構成４市において、各市でお示しになっておられるというふうに存じてお

りますので、この収集・運搬に関しては各市の責任でやっていただいておりますので、

私どもではご答弁差し控えたいと思います。以上でございます。 

○議長（大槻 哲也君）   岸田議員。 

○11 番（岸田 敦子君）  では専門委員会の報告書、柳沢意見書の問題についてです

けれども、まず確かに柳沢先生が個人的見解であるというふうなことを述べられてい

る部分は私も確認はしました。しかし問題にしているのは、寝屋川市の市域の空気の

現状がどうなのかという科学的データに基づく事実であります。今先ほどお答えの中

で大阪府下の濃度が低下してきているということを数字も挙げていただきながら言

っていただきました。それについては確かに若干少なくはなってきている。寝屋川で

もそういった状況にあるというのは私も確認しているところではありますが、しかし

非メタン系炭化水素の濃度の値が大阪府下 17 カ所の一般大気汚染測定局の中で平均

値が第２位である。少なくはなってきているという現状の中で第２位であって、環境

省の環境保全目標値、これはご存じのとおりだと思いますが、0.20ｐｐｍｃから 0.31

ｐｐｍｃの範囲内ということで、これを見ますと 0.20 を超えているのが寝屋川で年

間 285 日あり、0.31 を超えている日も 175 日もあるという、既に汚染されているとい

う現状認識を持っているかということをお伺いしたわけでありまして、低下している

というような、そういうお答えを望んでいたわけではないんですね。この現状認識に

ついて再度お伺いしたいと思います。 

  この削減についてはこれからの課題であると、先ほどもそういったお答えありまし

たけれども、それは当然のことでありますけれども、今現在のこの状況についての認

識を再度お伺いしたいと思います。 
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  そしてスケールメリットの問題についてですけれども、今１問目では確かに私、運

搬と収集、その問題についてのみお伺いをさせていただきました。それについては基

本計画、この施設組合をつくるだいぶ前ですね。５市でやろうという、そういう計画

が持ち上がった中で、基本構想の中に確かにあらゆるスケールメリットに関しての算

定ということも行われているのはありますけれども、各市でそれが本当に十分に議論

がされたのかということについては私も疑問に思っているところがあるんです。私も

市の議会で四條畷で 2003 年 12 月にこの問題質問して、十分検討がされたかどうか疑

問だということは言わせていただきました。これについては各市の問題だとおっしゃ

るかもしれませんけれども、一方で専門委員会の発言の中で植田先生が費用対効果の

ことをしきりにおっしゃっていたんですけれども、同時に比較検討がされていないと

いうようなこともおっしゃっておられました。そのようなもとではこの施設建設は時

期尚早だという指摘がされています。この中の比較検討には周辺環境への影響問題の

比較検討も含まれていますが、メンテナンス費用も含めた比較検討もされていないと

いう旨の発言もあって、施設組合が設置した専門委員会で比較検討、いわばスケール

メリットについての議論もされております。スケールメリットの議論は組合設立前の

問題と言われますが、現に組合設立後にもスケールメリットの議論の必要性について

の指摘がある中で、それでもスケールメリットの問題、組合には関係ないとおっしゃ

るのかどうか。収集・運搬についてはということでありましたら、その専門委員会で

の議論の問題について再度お答えを求めます。 

○議長（大槻 哲也君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず非メタン系炭化水素に高濃度に汚染された地域と

いうご指摘で私どもがどういう認識をしているかということでございますけども、こ

れは先ほどご答弁させていただいた年平均が 0.31ｐｐｍｃが 0.30ｐｐｍｃに低下し

ている状況、こういう状況にあるというふうに認識をいたしております。さらに平成

16 年度に大気汚染防止法が改正をされまして、平成 18 年春にはＶＯＣの排出規制が

施行される予定となっておりますので、今後、非メタン系炭化水素についてはさらに

低減していくというふうに私どもも認識をいたしております。 

  次にスケールメリットに関連しまして植田教授のご指摘になった部分ということで

ございますが、私どもが今回、専門委員会でお願いをいたしましたのは、周辺環境に

与える影響もしくは住民の生活に与える影響ということで環境面におけるガス等の測

定に関して特定をいたしまして専門委員会にお願いいたしました。植田教授は確かに
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何でも言っていいんやなというお話でございましたけども、実際にはそういう範囲内

で審議がされたものでありますので、ああいう意見については今回審議されてない内

容だというふうに認識をいたしております。もちろん植田教授がおっしゃる費用対効

果については施設整備計画の中で、この施設をつくらなかった場合に代替方法で行っ

て比較する方法という形で費用対効果の資料はお付けしておりますし、皆様にもご配

布をさせていただいておりますので、ご参照いただきたいと思います。以上でござい

ます。 

○議長（大槻 哲也君）   岸田議員。 

○11 番（岸田 敦子君）  では 後の質問になりますが、今、年平均が 0.31 から 0.30

に下がったということで低下している現状があるということを言われましたけれど

も、これは時間を限定して朝の６時から９時における年平均という数字、これは時間

限定しておりますけれども、その平均値を見ますと、これも若干下がってきていると

いう事実はありますが、2000 年で 0.38 だったのが 2001 年が 0.37、 2002 年が 0.35、

そして同じく 2003 年も 0.35、 2004 年が 0.33 というふうに、この朝６時から９時と

いう午前の早い時間帯は非常に高いという値がこの寝屋川では検出されている。こう

いう事実も現にあるということで、排出抑制ということは今おっしゃっておりますけ

れども、やはりそういう意識を持ってこの問題より削減に努めるべきだ。そしてその

ためにはさらに化学物質の排出が予想される施設の建設は極めて慎重になるべきだ

と強く申し上げたいと思います。 

  先ほど申し上げましたけれども、専門委員会では複合汚染について検討がされてお

りません。リサイクル・アンド・イコール、そして第二京阪、こういうところから排

出される物質について多岐にわたった検討がされていないという中で、柳沢意見書は

そういうことも訴えている。そういう中で化学物質の大量の排出が予想される施設の

建設は慎重になるべきだとおっしゃっておられる。こういったことはぜひそのことを

よくお考えいただいて、私たちも慎重になるべきだと再度この場で訴えをさせていた

だきたいと思います。 

  そして運搬・収集のことについては各市の問題ということもありますけれども、活

性炭の量とか交換時期、そういった問題についても専門委員会ではスケールメリット

という観点でどうなのかということが出ておりました。また、周辺環境に与える大気

汚染の影響も含めた比較検討、こういったメリット、デメリットについて今現在でよ

しとするのでなく、やはりこの問題を再度慎重に審議されるべき、検討されるべきだ
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と、このことも強く訴えて、以上で私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（大槻 哲也君）   これにて岸田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。 

  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。 

  本日はすべての案件について慎重なご審議をいただき、ご認定、ご可決を賜りまし

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、議員の皆様方におかれましてはご健康にご留意をされますと

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

すけれども、閉会に際しましてのごあいさつとさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。 

○議長（大槻 哲也君）   それでは閉会にあたりまして私からも一言ごあいさつを申

し上げたいと思います。 

  ただいま無事、平成 17 年第２回の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、また理事者の皆さん、関係者の皆さん方に心からご協力のお礼を申し

上げたいと思います。 

  今後は管理者をはじめとしまして理事者の皆さんにおかれましては、引き続いて適

正かつ円滑な事業執行に一層の努力をされるようお願いをしておきたいと思います。 

  議員の皆さん方には 12 月議会を間近に控えまして大変お忙しい時期を迎えられる

と思います。また、 近は特に朝夕の冷え込みがきつくなってまいりましたので、風

邪等引かれないよう、どうか十分お体ご自愛いただきたいと思います。 

  甚だ簡単ではありますけれども、閉会に際しまして一言ごあいさつにさせていただ

きます。本日はどうもご苦労さまでございました。 

  以上をもちまして北河内 4 市リサイクル施設組合議会平成 17 年第２回定例会を閉会

します。お疲れさまでした。 

（午後４時 26 分  閉会） 
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