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（午後２時 00 分  開会） 

○事務局長（中野 泰雄君）   本日は何かとご多忙な中を北河内４市リサイクル施設

組合議会の臨時会にお集まりいただき、ありがとうございます。また、日頃から本組

合には格別なご理解とご配慮を賜りまして厚くお礼申し上げます。 

  さて、本組合の事業につきましては、昨年 12 月に施設の建設工事に着手し、来年２

月の本格稼働に向けて大変重要な時期となってまいりました。 

  本日は平成 19 年度最初の組合議会でございます。枚方市議会、寝屋川市議会、四條

畷市議会からは新たな派遣議員さんもご出席いただいております。つきましては、本

日は正副議長の選挙からどうぞよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、地方自治法第 107 条に議長が選挙されるまでの間は、年長の議員が議長

の職務を行うと規定されておりますことから、本日の出席議員中、最年長の議員でご

ざいます河西正義議員に臨時に議長の職務を行っていただきたいと存じます。恐れ入

りますが、河西正義議員、議長席にお移りいただきまして、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○臨時議長（河西 正義君）   ただいまご紹介をいただきました河西でございます。

議長が選挙されるまでの間、私が臨時に議長の職務を行いますので、よろしくお願い

します。 

  本日は何かとご多忙の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）   ただいままでの出席議員は 13 人でございます。 

○臨時議長（河西 正義君）   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 19 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会

臨時会を開会いたします。 

  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）   臨時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、平成 19 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会臨時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、ご出席いただきまして

誠にありがとうございます。 
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  さて、（仮称）北河内４市リサイクルプラザ建設工事につきましては、本年 12 月末

の完成、来年２月の本格稼働を目指し、安全を第一に、円滑かつ着実に進めていると

ころでございます。また施設の稼働に向けては、構成各市で分別排出にかかる住民説

明会を開催していただき、本事業の効果が十分発揮できるよう進めてまいりたいと存

じております。議員各位には事業の推進に今後ともご理解、ご協力を賜りますようお

願いを申し上げます。 

  さて、本日提案させていただきます案件は、監査委員の選任同意、継続費繰越の報

告及び（仮称）北河内４市リサイクルプラザ建設工事請負変更契約の締結について並

びに平成 19 年度補正予算を予定いたしております。各案件につきましては、上程の都

度ご説明を申し上げますので、何とぞ慎重ご審議の上、ご可決、ご承認を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

  以上、誠に簡単でございますが、臨時会開催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。 

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

議録署名議員は、梶本孝志議員、小原達朗議員の２名を指名します。 

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

皆さんが着席をされている議席を仮議席として指定します。 

  日程第２、会期の決定を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は、本日１

日としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

日１日と決定しました。 

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

ては、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

選によることに決しました。 

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

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（河西 正義君）   ご異議なしと認めます。よって指名推選の指名者は、
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臨時議長にすることに決しました。 

  議長の指名を行います。議長に河西正義議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時議長において指名しました河西正義議員を議長の当選

人と定めることにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

河西正義議員が議長に当選をされました。併せて当選の告知をします。 

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

ます。 

  このたびの議長選挙にあたりましては、皆さん方のご推挙をいただき、不肖私が議

長の要職を仰せつかることになり、まさに身の引き締まる思いをしています。私自身

はもとより未熟者でございますが、前議長同様に組合議会の円滑な運営に全力を尽く

す決意でございます。 

  近年、地球規模で環境問題が深刻化する中、当組合が推進をしている事業は、環境

への負荷をできる限り少なくする、循環型社会を目指した取り組みを広域的に４市が

力を合わせていくという、実に意義深い事業であると考えております。この１年間皆

さん方の温かいご理解とご協力をいただきまして、重責を全うしてまいりたいと考え

ておりますので、何とぞよろしくお願いをいたします。 

  誠に簡単措辞でございますが、就任に際しましてのごあいさつとさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

  それでは引き続き議事を行います。 

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

おり指定します。 

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

いては、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

よることに決しました。 

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

と思います。これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（河西 正義君）   ご異議なしと認めます。よって指名推選の指名者は、議長

にすることに決しました。 

  副議長の指名を行います。副議長に北川健治議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま議長において指名しました北川健治議員を副議長の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）   ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました北川

健治議員が副議長に当選をされました。ただいま副議長に当選をされました北川健治

議員が議場におられますので、本席から当選の告知をします。 

  北川健治副議長から就任に際し、あいさつしたい旨の申し出がありますので、これ

をお受けいたします。北川健治副議長。 

○副議長（北川 健治君）   副議長就任にあたりまして一言ごあいさつさせていただ

きます。 

  ただいま副議長にご推挙いただき、心からお礼申し上げます。私自身はまだまだ未

熟でございますが、皆様方の温かいご支援をいただきまして、微力ながら本組合の運

営に貢献させていただく決意でございます。 

  これから１年間は河西議長と協力いたしまして、公平かつ円滑な議会運営に努めて

まいる所存でございます。皆様方の温かいご理解、ご協力を賜りますようお願い申し

上げまして、簡単措辞ではございますが、就任に際しましてのお礼とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

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

あいさつをしたい旨の申し出があります。これをお受けいたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）   一言お祝いのごあいさつを申し上げます。 

  このたび新しく北河内４市リサイクル施設組合議会の議長にご就任されました河西

正義議員、副議長にご就任されました北川健治議員におかれましては、心からお祝い

を申し上げます。今後、正副議長には当組合の運営に深いご理解とご協力をいただき

ますとともに、議会運営に格別のご配慮を賜りますようお願いを申し上げる次第でご

ざいます。 

  組合といたしましても、副管理者をはじめ事務局職員一丸となりまして、事業の円

滑な推進に全力で取り組む所存でございます。 

  何とぞよろしくご指導、ご協力をいただきますようお願いを申し上げまして、誠に
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簡単でございますが、正副議長ご就任に際しましてのお祝いのごあいさつといたしま

す。 

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

題とします。 

  なお、本件は地方自治法第 117 条の規定により、前波艶子議員が除斥となります。 

 （ 13 番  前波艶子議員 退場） 

○議長（河西 正義君）   管理者から提案理由の説明を求めます。馬場管理者。 

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

ご説明を申し上げます。 

  北河内４市リサイクル施設組合議員選出の監査委員扇谷昭氏が平成 19 年４月 30 日

をもって任期満了のため、後任の議員選出監査委員として前波艶子氏を選任いたした

く、ご提案申し上げる次第でございます。 

  以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎重ご

審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

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

す。本件は原案に対し同意することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

ことに決しました。 

  前波艶子議員の除斥を解きます。 

 （ 13 番  前波艶子議員 入場） 

○議長（河西 正義君）   この際、諸般の報告をいたします。平成 19 年２月 13 日か

ら平成 19 年７月 18 日までの諸会議の報告につきましては、お手元に配布いたしてお

ります報告書のとおりであります。ご了承いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

  日程第７、報告第１号 平成 18 年度北河内４市リサイクル施設組合継続費繰越の報

告についてを議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。辻課長代理。 

○課長代理（辻 康明君）   ただいまご上程いただきました報告第１号 平成 18 年

度北河内４市リサイクル施設組合継続費繰越の報告につきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。 

  議案書の２ページをお開き願います。 
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  本件は継続費としてご承認いただいております（仮称）北河内４市リサイクルプラ

ザ建設事業の繰越計算書でございまして、地方自治法施行令第 145 条第１項の規定に

より報告をするものでございます。 

  ３ページをご覧ください。 

  款  衛生費、項 清掃費、事業名 （仮称）北河内４市リサイクルプラザ建設事業、

平成 18 年度の予算計上額は工事請負費・工事監理委託料を合わせまして 16 億 3157

万円、支出済額が４億 2412 万 2082 円でございますので、差し引き 12 億 744 万 7918

円を平成 19 年度に逓次繰越するものでございます。 

  なお、逓次繰越する理由といたしましては、設計に期間を要し、工事の着工が平成

18 年 12 月になったためでございます。 

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

審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（河西 正義君）   これから質疑に入ります。なお、会議規則によりいずれの

質疑も質疑の回数は３回を超えることはできません。また、質疑は議題外に及ぶこと

のないよう念のためお知らせをいたします。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。９番、中谷光夫議員。 

○９番（中谷 光夫君）   １点、確認の意味でお聞きしておきたいと思うんですが、

入札差金が出ておるというふうにお聞きしております。その事業の予定価額と落札価

額、落札率についてお答えをお願いします。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   中谷議員のご質問にお答え申し上げます。（仮称）北

河内４市リサイクルプラザ建設工事の予定価格につきましては 19 億 9049 万 7000 円

でございまして、落札価格につきましては 16 億 3300 万円、落札率につきましては

82.04％でございます。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）   他にございませんか。伊藤和嘉子議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）   １点だけお聞かせください。設計が遅れて工事にかかっ

た時期が 2006 年 12 月ということなんですが、設計が遅れたその原因だけちょっと教

えてください。 

○議長（河西 正義君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  今回この北河内４市リサイクルプラザの建設工事につ

きましては、設計・施工と一括発注でございます。私ども今回、設計が上がるたびに
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というか、各施設内の設計のたびに住民協議会の方にお示しをしながら進めたという

関係上、遅れております。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）   他に質疑ありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）   これをもって質疑を終結します。以上をもって報告第２号

の聴取を終結します。 

  日程第８、議案第４号 （仮称）北河内４市リサイクルプラザ建設工事請負変更契

約の締結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。永田課長。 

○課長（永田 昌宏君）   それでは（仮称）北河内 4 市リサイクルプラザ建設工事請

負変更契約の締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  恐れ入りますが、議案書の４ページをお開き願います。また、併せまして参考資料

の１ページから８ページをご参照いただきたいと存じます。 

  本件につきましては、地方自治法第 292 条において準用する同法第 96 条第１項第５

号並びに北河内 4 市リサイクル施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございま

す。 

  以下、本文の朗読を省略させていただきまして、内容についてご説明を申し上げま

す。 

  本工事は、本組合の主要な事業であります容器包装リサイクル法に基づくペットボ

トルとその他プラスチック製容器包装の選別・圧縮梱包処理及び保管を行う（仮称）

北河内 4 市リサイクルプラザを建設する工事でございまして、平成 18 年第１回組合議

会臨時会におきまして工事請負契約締結の議決をいただいた案件でございますが、こ

のたび工事の仕様を変更する必要が生じましたので、契約の変更を行おうとするもの

でございます。 

  変更内容でございますが、当初の請負金額 17 億 1465 万円を 9466 万 8000 円増額い

たしまして 18 億 931 万 8000 円に変更するものでございます。 

  変更理由でございますが、１点目が換気設備工事でございまして、当初の発注仕様

書におきましては、周辺環境への悪臭等汚染リスクを未然に防止するため、ごみピッ

ト・受入ホッパー・手選別コンベア室・圧縮梱包機室及び成型品貯留ヤードの各所か

ら空気を吸引し、活性炭吸着設備を通過させて排気することといたしておりましたが、

搬送コンベア室や供給コンベア室など、悪臭の発生を想定していなかった個所につき
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ましても、悪臭対策についてさらに万全を期するため、新たに脱臭装置の設置を行う

ものでございます。 

  ２点目が啓発設備でございまして、来所者に展示パネルによる本施設の紹介などを

通して環境学習ができる設備を計画しておりましたが、すべての人の取り組みが重要

となります地球環境の保全につきまして、子どもから大人まで年齢を問わず、誰もが

楽しく興味深く、実感的・体験的に学習できる魅力溢れる施設とするため、展示室を

啓発室に変更し、設備を充実させるものでございます。 

  ３点目が衛生器具（シャワー）設備でございまして、作業員等の保健衛生に配慮す

るため、仕様を追加し、設備を整えるものでございます。 

  なお、工事期間につきましては、平成 18 年７月７日から平成 19 年 12 月 31 日でご

ざいまして、当初契約から変更はございません。 

  以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（河西 正義君）   これから質疑に入ります。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。質疑ありませんか。中谷光夫議員。 

○９番（中谷 光夫君）   何点か質問をさせていただきます。追加工事の理由の１つ

に住民の声というのがありますけれども、事務局が推進の立場から、行政が指定した

自治会に呼びかけて結成をされた北河内 4 市リサイクル施設環境保全推進連絡協議会、

そこからの要望を住民の声としておられると考えます。今年度もその協議会では副議

長に中野泰雄事務局長が就任しておられますが、私はこれまでも寝屋川市議会におい

て、この協議会は事業に賛成、反対のすべての自治会の声を聞くものではなく、この

事業推進の立場から賛成の者を組織をする。本来住民に対して公平であるべき行政が、

そういう推進の立場から自治会と住民の中に分断を持ち込む不当な役割を持ってい

ると批判をしてまいりました。 

  せめて、協議会を住民組織と位置づけるならば、事務局から役員に入ることをやめ

るべきではないかと考えます。現状では、事務局の思惑に形だけ住民のベールをかぶ

せるだけと言われても仕方がないのではないでしょうか。この点についてのご見解を

お聞きをいたします。 

  次に今回脱臭装置の追加工事が提案されています。４市施設の安全の考え方に関し

まして、専門委員会藤田委員長の見解に関連して２点お聞きをしておきます。１つは、

専門委員会の報告書が提出されて間もなくのときでしたけれども、この議会棟で寝屋

川市に対して議員を含む市の関係者に藤田委員長一人が簡単な報告をされ、質問を受
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けられたことがありました。活性炭吸着に関して私は杉並において新しい活性炭を通

した直後なのに、ジクロロメタンが逆に排気塔でも換気塔でも２倍以上の高い数値を

示していたことを念頭に置いて、活性炭の化学物質との相性について質問をいたしま

した。答えは、相性の問題はなく、活性炭の表面積の大小による許容能力の問題だと

いうお答えでした。私は納得いかないまま今日に至っておるわけですけれども、活性

炭は決して万能ではないと考えるものです。見解をお聞きをいたします。 

  もう１点は、裁判における藤田委員長の証言の最後の発言との関係です。藤田委員

長はマテリアルリサイクル優先の考え方について、「石油資源によるプラスチックはリ

サイクルによって資源節約できる。サーマルリサイクルは最後の手段」と話されまし

た。私は傍聴しておって唖然としたわけですけれども、専門委員会の目的は、住民の

安全のための検討であったと思います。この藤田委員長の人の命、健康安全よりも石

油資源を守る方が大事であったかと、こういう発言に対して事務局としてどういうお

考えなのか、お聞きをしたいと思います。 

  次に協議会だより第 14 号でも紹介をされている３月６日から７日にかけて大阪府

と寝屋川市が合同で行った有害大気汚染物質調査に関してです。寝屋川市は４月１日

付広報に、調査結果が基準値以下だったことから、「安心してください」との見出しを

つけて掲載をいたしました。先日、５月、６月の調査結果が環境政策課から届けられ

ました。３月の結果と比較をしたときに、基準値以下とはいえ、トリクロロエチレン

は 10 倍、テトラクロロエチレンは 48 倍など、極めて変動が大きいと感じました。３

月調査が年平均値に比べて極めて低かったことも分かりました。３月調査結果でもむ

しろ大事なのは、大阪府下の中で８地点が調査されていますけれども、化学物質が 11

物質測定されていますけれども、そのうち寝屋川で７物質が最高値を示し、最も悪い

大気状況にあることが分かった点、また寝屋川市内７カ所の調査で、中心部にある市

立消費生活センターでベンゼンなど４物質が最高値を示した。こういったことこそが

本来市民に知らされるべき内容だったというふうに私は考えています。今回５月、６

月の調査結果ではベンゼンについて環境基準値の３μｇ／㎥を上回る 3.7、3.3μｇ／

㎥が記録されています。 

  協議会の中でも東西南北多方向からの測定が今後とも必要だという指摘があったと

されています。また、協議会だよりでは３月７日から 11 日の５日間、組合独自に有害

大気汚染物質の測定が行われたことも報告をされています。ところが全く公表はされ

ていません。そこで今後の環境調査計画、そして結果の公表についてどう考えておら
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れるか、お聞きをします。また、化学物質の発生対策と監視体制についてどう具体的

にお考えなのか、これもお聞きをしたいというふうに思います。 

  次に啓発設備工事についてです。地球環境保全の学習を体験してもらう施設、設備

の充実としておられます。しかし、地球環境保全というのは生命維持にとって地球環

境の保全が大事だということだと思います。民間の廃プラ施設との関係で健康被害が

言われている、そういった目の前に建てられる。しかも４市施設の建設によってその

健康被害が心配をされているところでもあります。そこでこういう生命維持とかかわ

る地球環境保全の学習を体験的にしてもらう、これがふさわしいと言えるのかどうか。

その点で疑問の感ずるところです。 

また、４市の施設建設のそばには第二京阪道路の建設が行われています。この施設

建設自身そういった第二京阪道路の建設と関連をして計画されたものであることはこ

れまでのご答弁の中でも明らかです。この第二京阪道路というのは貴重な緑が多く失

われ、そして本施設を含む建築が本来であれば市街化調整区域として厳しく規制され

なければならないものが、逆に第二京阪道路の建設とかかわって市街化を目指すとい

う計画に転換をされている点でも、今回の啓発施設の趣旨に逆行してきているという

のは何とも皮肉としか言いようがありません。 

  そこで第二京阪道路の開通、さらには４市施設の稼働によって、大気汚染への影響

をどう考えておられるのか。また、具体的にどう把握しようと考えておられるのか、

お聞きをします。 

  次に悪臭対策についてお聞きします。新たな脱臭装置の設置は悪臭対策に万全を期

すためとされています。しかし、今後の悪臭調査はしないとも聞いています。大気調

査とあわせて悪臭調査を継続すべきではないかと考えます。見解をお聞きします。以

上です。 

○議長（河西 正義君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   中谷議員のご質問に順次お答えを申し上げます。 

  北河内 4 市リサイクル施設環境保全推進連絡協議会の役員から事務局、事務局長は

退くべきとのご指摘でございますが、北河内 4 市リサイクル施設環境保全推進連絡協

議会の発足にあたりましては、施設からおおむね半径１㎞範囲に存在します 30 自治会

を対象に、すべての自治会に参加の説明会を実施したものでございます。現時点で参

画していただいております自治会は 20 自治会でございます。本協議会に私が、事務局

長が副議長にあたっておりますが、副議長は議長の補佐役でございまして、協議会を
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先導できるような立場にないことから、今後も副議長として出席をしていきたいとい

うふうに考えております。 

  次に活性炭の効能について、専門委員会による検証で、非常にわずかでございます

が、未知及び既知の化学物質が発生することが確認されております。それらすべてを

ＴＶＯＣ、いわゆる総揮発性有機化合物として測定いたしまして、活性炭の効果を検

証する中で、90％以上除去できることが確認できております。ジクロロメタンは、環

境基準が設けられている 28 物質の１つとして測定しておりますが、実際に収集した試

料を用いて行いました当該専門委員会における値は検出下限値に近いかもしくはそれ

以下のごく微量な濃度であったものでございます。 

  次に専門委員会の藤田委員長が先般、裁判所におきまして述べられたプラスチック

のリサイクル手法にかかる発言についてのご質問でございますが、藤田委員長がマテ

リアルリサイクルの優先を述べられたのは、国の方針ともマッチしておりまして、発

言されました石油資源の節約は人類の存亡、現在のエネルギー資源の枯渇にかかわる

重要な問題であると認識をいたしております。専門委員会で検討を付託されたのは安

全性・環境影響についてだと報告書の冒頭で確認をされておりまして、この発言は全

く問題になるものではないというふうに考えております。 

  次に環境調査計画と結果の公表についてのご質問でございます。施設稼働後は年２

回程度の環境調査を実施してまいる予定でございます。結果の公表につきましては、

協議会への報告はもちろんのこと、組合ホームページ及び掲示板において公表すると

ともに、構成４市のホームページや広報への掲載をお願いするなど、広く市民に情報

発信をしてまいります。 

  次に化学物質の発生対策と監視体制についてでございますが、化学物質の発生につ

きましては専門委員会報告書におきましてプラスチック類に付着している残渣が大き

く影響しているとの見解が出されていることから、分別排出につきまして構成４市市

民啓発の推進や本プラザ内の啓発設備を利用しまして化学物質の発生を抑制してまい

ります。また、排出空気の状態は、化学物質を連続測定いたしまして、施設前面道路

付近に設置する電光掲示板によりまして公表をしてまいります。 

  次に本施設と民間施設及び第二京阪道路との大気汚染の複合的な影響についてでご

ざいますが、私ども施設の稼働による環境への影響につきましては、先の生活環境影

響調査におきましてほとんど影響はないとの結果を得ております。現況を悪化するこ

とはないと認識をいたしております。この施設の化学物質の具体的な把握方法につき
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ましては、施設の排気口において排出空気をＴＶＯＣ濃度で管理をしてまいります。 

  次に大気調査とあわせて悪臭調査を継続すべきとのご指摘でございますが、施設稼

働後につきましても年２回、規制４物質とアルデヒド類の調査を実施してまいります。

以上でございます。 

○議長（河西 正義君）   中谷光夫議員。 

○９番（中谷 光夫君）   まず協議会の件ですけれども、１㎞以内というふうにおっ

しゃったんですけれども、１㎞以内ならば呼びかけられた 30 自治会以外にも対象が

あるということはこれまでも明らかにされてきたところです。そういう点では行政が

指定した自治会というふうなことであったところは間違いないと思います。 

  それからその協議会に事務局から入るということについて私は意見を申し上げたわ

けですけれども、そこに入ることの理由、規約だとか、当然そういう要綱だとかとい

うことはありますから、それに基づいておられることは間違いないと思いますけれど

も、事務局がそういった協議会の中に住民の声を聞く組織というふうに位置づけなが

ら入ること自身について私は聞いているわけで、そういう意味では納得の得られる、

また十分な説明とは言えないと思います。今一度、事務局がそういう協議会の役員に

入る、その理由について明確な説明をいただきたいと思います。 

  それから次に藤田委員長の見解に関連したご答弁ですけれども、確かに 90％、活性

炭等を使うことによって吸着をするというふうにこれまでも説明をされてきました。

しかし全体の量としては、これは１日 53 トンという大変な量を処理する施設として計

画をされています。90％吸着をしても、発生する量そのものは大量になることは間違

いないところだというふうに思います。そういう点では健康被害、健康不安を解消す

るものではないと考えますけれども、どうでしょうか。もう一度ご答弁をお願いいた

します。 

  もう 1 点の藤田委員長のマテリアルリサイクル優先についての考え方について問題

ないというふうにおっしゃいましたけれども、ご説明でもあったように専門委員会の

目的自身は住民の健康不安、この解消のために安全性を明らかにする。そのために専

門委員会が作られ、検証が求められたというふうに思います。その委員長の最も関心

事がそういった健康安全の問題よりも、国の方針と重なるようなエネルギー資源の節

約にあったというのは、これは本来の専門委員会の目的を外れたとんでもない考え方

だというふうに言わざるを得ません。この点についても改めて見解を求めたいと思い

ます。 
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○議長（河西 正義君）   中野泰雄事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   まず１㎞の話が最初にございましたので、もう一度ご

説明を申し上げたいと思います。私ども今回、住民協議会の働きかけをするにあたっ

ておおむね半径１㎞ということで、北側につきましては枚方交野寝屋川線から南側、

それから西側につきましては国道 170 号線から東側、それから南側につきましては讃

良川、四條畷市との境界、それから東側については交野市との市境界をおおむね半径

１㎞という範囲内ということをとらえまして、半径１㎞の 30 自治会に説明会をさせ

ていただきました。この説明会にはすべての自治会がお見えになり、自治会によって

若干違うかもしれませんけども、役員会をお開きになって参画するかどうかお決めに

なったというふうに聞いております。 

  私ども事務局がこの協議会に役員として参画することについては、行政と住民が対

峙するという立場ではなく、同じ視線で協議していきたいという考え方の中で、事務

局長が副議長という形で参画をさせていただいているものでございます。 

  次に活性炭の能力の問題で若干ご質問ございました。前回、藤田委員長の証言の前、

その前の回に柳沢・東大教授がご証言になっております。その中で活性炭の効力につ

いて柳沢先生は、プラスチックゆらいの炭化水素についてはほとんど取れるというご

証言をなさっております。私どももその意味で 90％以上取れるということについては

確信を持っております。 

  次にマテリアルリサイクル優先についての考え方ですけども、今回、先ほどご答弁

申し上げましたように藤田先生が私的な立場ですというお断りの上にマテリアル優先

についてご証言をなさっております。私どもは今回の資源循環型社会形成推進基本法

という法律の考え方を踏襲されたものであるというふうに考えておりますので、先ほ

どご答弁申し上げたように、この藤田先生の発言については全く問題がないという認

識をいたしております。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）   中谷光夫議員。 

○９番（中谷 光夫君）   まず北河内 4 市リサイクル施設環境保全推進連絡協議会で

すけれども、今ご答弁あったように推進の立場で目線が同じだということで作られて

いるものです。そうであればなおさら事務局が入る必要はないものだというふうに私

は思いました。改めて本来の住民の声を聞くということであれば、事業推進ありきと

いうことではなくて、事業そのものに対しても反対しておられる住民も含めて１㎞以

内の中に明確に存在するわけですから、そういった事業に賛成、反対、その双方の声
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を行政が真摯に受け止めて、事業そのものについても見直しも含めて検討していくよ

うな立場でこそ今求められているということを改めてこれは求めておきます。 

  それから活性炭吸着についてほとんど取れるという、そういう柳沢先生の紹介も含

めてありましたけれども、私が申し上げておるのは万能でないということです。すべ

てについてそうなのかと言えば、そうではないという事例が、これはジクロロメタン

だけではありません。活性炭を通した後、その前よりも数値が高くなる、そういう物

質はほかにもあります。そういう意味ではこの表面積のすべて吸着できるかどうかと

いう、そういう問題ではなくて、化学物質そのものの性質との問題があるということ、

これは藤田委員長の説明ではつかないことが課題として残されている。この点を改め

て指摘をしておきたいというふうに思います。 

  それからもう１つの藤田委員長の私的な見解だということでマテリアルリサイクル

優先についての考え方を是とされましたけれども、これは裁判において個人的な見解

とはいえ、裁判で争われていることは２つの廃プラ処理施設を巡っての健康被害、事

業そのものの是非が問われているわけであります。そのことにかかわって公的な立場

で証言に立たれた藤田委員長の発言というのは私的な見解ということで免れるもので

はないと思います。改めて専門委員会の目的との関係で私はその責任が問われたこと

になったというふうに考えます。その点も指摘をしておきたいというふうに思います。

以上です。 

○議長（河西 正義君）   他にございませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

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

ありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。伊藤和嘉子

議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）   議案第４号 （仮称）北河内４市リサイクルプラザ建設

工事請負変更契約の締結について反対の討論を行います。 

  広報ねやがわ 12 月 15 日号には４市リサイクルプラザの建設が始まりますというお

知らせが記載されており、記事の見出しに、施設は安全性を最優先に、周辺環境に配

慮した施設設置へなどと書かれています。しかし、現実にはリサイクルプラザ建設地

の近くにある民間廃プラ工場の本格稼働に伴い、周辺の住民が健康不良を訴え、目、

喉、呼吸器などの粘膜症状、皮膚の湿疹などが出ています。行政が対応しない中で住

民の依頼により、専門家の調査も健康調査も実施されていますが、その報告において
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も因果関係が明らかにされています。また、今年３月、５月、６月に行った大阪府と

寝屋川市の調査、大気環境調査結果でも揮発性有機化合物やアルデヒド類の 11 項目中、

大阪府域８カ所の調査と比べても寝屋川市の調査地点７カ所が最高濃度を示した。５

月、６月の調査ではベンゼンが環境基準を超える測定値になっている。11 項目の多く

が３地点とも全国平均を超えていることなどが明らかになっています。現状でも寝屋

川市の大気汚染は深刻であると専門家が指摘しています。 

４市リサイクルプラザ施設の安全性、周辺環境に及ぼす影響が明らかになっていな

い中で、周辺住民の皆さんはこのリサイクルプラザ施設建設そのものに反対をされて

います。寝屋川の６月市議会に提出された住民の請願、行政の責任で健康調査をもと

める請願は、慎重を要する議案なので十分審議する必要があり、閉会中の継続審査と

なっています。行政が施設の建設を行うことで一番影響を受ける周辺住民の反対を押

し切って施設建設を進め、操業を開始していくことは、住民の安全、健康を守るとい

う自治体の責任、役割を放棄するものと言わざるを得ません。今、優先すべきことは、

施設建設を推進していくということではなしに、民間の廃プラスチック工場の操業以

降に発生している地域住民の皆さんの健康被害の実態をしっかり把握し、住民や専門

家が求めている十分な健康調査を行うことであります。以上、意見を申し上げ、反対

討論といたします。 

○議長（河西 正義君）   他に討論はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）   これをもって討論を終結します。 

  これから議案第４号を起立により採決します。本件は原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者 起立） 

○議長（河西 正義君）   起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決をさ

れました。 

  日程第９、議案第５号 平成 19 年度北河内４市リサイクル施設組合補正予算（第１

号）を議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。辻課長代理。 

○課長代理（辻 康明君）   ただいまご上程いただきました議案第５号 平成 19 年

度北河内４市リサイクル施設組合の補正予算（第１号）につきまして、提案理由のご

説明を申し上げます。 

  別冊の補正予算書１ページをお開き願います。 
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  平成 19 年度北河内４市リサイクル施設組合補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 9115 万 8000 円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億 1013 万 1000 円と定める。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 （一時借入金の補正） 

 第３条 一時借入金の借入れの最高額に 12 億円を追加し、一時借入金の借入れの最高

額を 17 億円と定める。 

  それでは以下、内容につきましてご説明を申し上げます。 

  まず歳出からご説明をさせていただきます。10 ページをお開き願います。 

  ２款 総務費、１項 総務管理費、１目 一般管理費、補正額 1101 万 4000 円でご

ざいます。主な内容といたしましては、（仮称）北河内４市リサイクルプラザ開設観覧

会に要する経費が８万円、施設警備・清掃業務などの各種委託料が 422 万 7000 円、管

理棟庁用器具購入費 650 万円などでございます。 

  次のページ、12 ページをお開き願います。 

  ３款 衛生費、１項 清掃費、１目 リサイクル施設費、補正額 8014 万 4000 円で

ございます。主な内容といたしましては、（仮称）北河内４市リサイクルプラザ稼働に

伴う光熱水費が 597 万円、運転管理業務委託などの各種委託料が 3600 万 3000 円、施

設周辺整備事業が 2000 万円、車両購入費 1650 万円などでございます。 

  以上が歳出でございます。 

  続きまして歳入についてご説明を申し上げます。恐れ入りますが、６ページにお戻

り願いたいと存じます。 

  １款 分担金及び負担金、１項 負担金、１目 負担金、補正額 7885 万 8000 円で

ございます。内訳といたしましては、枚方市負担金が 3587 万 9000 円、寝屋川市負担

金が 2379 万 6000 円、四條畷市負担金が 883 万 4000 円、交野市負担金が 1034 万 9000

円でございます。 

  次のページ、８ページをお開き願います。 
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  ４款 組合債、１項 組合債、１目 組合債、補正額 1230 万円につきましては、一

般廃棄物処理事業債でございます。 

  以上が歳入でございます。 

  続きまして３ページにお戻り願いたいと存じます。 

  「第２表 地方債補正」でございます。これは一般廃棄物処理事業債の限度額を２

億 4910 万円から２億 6140 万円に変更するものでございます。 

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

審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（河西 正義君）   これから質疑に入ります。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。中谷光夫議員。 

○９番（中谷 光夫君）   先ほども討論でも言われましたけれども、今回の補正予算

は周辺住民が反対をしている施設の本格稼働のためのものです。周辺住民の声は民間

廃プラ処理施設の稼働、本格稼働に伴って広がっている目、鼻、喉などの粘膜系と皮

膚などの空気に触れる個所などをはじめとする健康被害の訴えです。寝屋川市の６月

定例議会にも廃プラ施設周辺における健康調査の実施をもとめる請願が提出され、閉

会中の継続審査とされています。また、現在行われている裁判では本施設建設の中止

を巡って争われています。まず、何よりも大事なことは周辺住民の健康状況の把握が

本事業にとっても極めて大事だと考えます。健康調査の必要性についてどうお考えか、

お聞きをいたします。 

  次に各種委託料について要望意見を申し上げながら質問いたします。寝屋川市が廃

プラ処理に関連して、4 市施設建設についても、既に操業している民間施設について

も先導されてきたことは承知のとおりです。２つの施設を結ぶ結節点にあるのが大阪

東部リサイクル事業協同組合です。寝屋川市では廃プラ中間処理業務を東部リサイク

ル事業協同組合に随意契約で業務委託を続けてきている経過があります。私は市議会

でも、契約の７年間全体で考えたときに、業務委託費に加えて土地、建物、機械、光

熱水費のすべてを行政が負担するシステムになっていることを追及してまいりました。

住民からも監査請求に続いて、現在、裁判が起こされています。 

  そこで私は周辺住民の健康調査や裁判の結果が明らかになるまで、少なくとも凍結

すべきだと考える立場でありますけれども、あえて４市施設の稼働に関してこれまで

東部リサイクル事業協同組合がかかわってきた運転管理業務委託、分別基準適合物再

商品化委託、これらが今度の補正予算ではどの程度になるのか明らかにしていただい
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た上で、市民から見て納得できる公正な方法で行われるべきであると強く要望するも

のですが、見解をお聞きをいたします。 

  次に本格稼働に伴って各市からの分別回収費や運搬費の負担がどうなるのか、お聞

きをしておきます。 

  次に工事請負費、施設周辺整備事業についてです。都市計画決定されている４市施

設はネットフェンス内です。施設周辺整備をする理由、根拠はどこにあるでしょうか。

本来の事業責任はどこにあるでしょうか、お聞きをします。 

  また、先ほど申し上げたように私は少なくとも事業凍結すべきという立場ですけれ

ども、今予定されているインターロッキング舗装は、高くつく割には舗装が歪んだり、

剥がれたりしやすく、車いすの方からは不評のものであることを指摘をしておきます。

見解をお聞きをいたします。以上、第１回目の質問を終わります。 

○議長（河西 正義君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   中谷議員のご質問に順次お答えを申し上げます。 

  まず健康調査についてのご質問でございますが、私ども（仮称）北河内 4 市リサイ

クルプラザは現在建設中でございます。まだ稼働してないというような立場から健康

調査を実施する理由はないというふうに考えております。 

  次に北河内 4 市リサイクルプラザの運転管理業務委託の費用等についてのご質問で

ございます。運転管理業務委託については、今回想定しております期間は３カ月間で

ございます。3240 万円程度を予定しております。 

  それから分別基準適合物再商品化委託については、これは日本容器包装リサイクル

協会にお願いする分で 233 万 5000 円程度ということでございます。 

この北河内 4 市リサイクルプラザの運転管理業務委託につきましては、今後具体的

に公平性・透明性・競争性を確保できる契約方法を検討してまいります。 

  なお、分別基準適合物の再商品化委託につきましては、指定法人でございます財団

法人日本容器包装リサイクル協会によりまして審査の通りました再商品化事業者の中

から、保管施設ごとの入札によって選定がされます。この選定は財団法人日本容器包

装リサイクル協会でございます。 

  次に施設周辺整備事業につきましてのご質問でございますが、整備個所は本施設に

隣接した区域でございまして、寝屋川公園の入口にあるということから、景観調和の

ために、本施設と一体的な整備を実施するものでございます。舗装内容につきまして

は、景観保全とユニバーサルデザインを考慮した上で決定してまいりたいと、さよう
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に考えております。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）   中谷光夫議員。 

○９番（中谷 光夫君）   少し答弁漏れもあるかというように思いますので、本格稼

働に伴う各市の廃プラの分別回収あるいは運搬の責任はどこにあるのか。それがもし

４市とかかわるなら、その負担はどうなのかということ。それから最後の施設周辺整

備事業、これは都市計画決定されている施設外のことになります。そういう意味では

この施設周辺整備事業の本来行うべき事業責任はどこになるのかということについ

ても多分答弁漏れだと思いますので、お願いします。 

○議長（河西 正義君）   中野泰雄事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   すみません。１点目はご指摘のとおり答弁漏れで大変

失礼を申し上げました。今回私どもが整備する施設を最初に基本構想としてまとめま

した折に、各市との基本構想の中では、収集運搬に関しては各市の責任で行いますと

いうことでございますので、北河内 4 市リサイクル施設組合は施設に搬入された品物

の圧縮梱包までが業務でございますので、それと保管までが業務でございます。 

  続きまして、この工事につきましては先ほどご答弁申し上げましたけども、本来、

大阪府、寝屋川市、この組合と十分協議をした上で行うべき事業であるというように

認識をいたしております。したがって、この整備の工事者が誰が適切なのかというこ

とについては見解が分かれるということでございますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（河西 正義君）   中谷光夫議員。 

○９番（中谷 光夫君）   ２回目の質問をします。以前ですね、この健康調査につい

ては本組合でも疫学調査を寝屋川市とも相談をして実施について検討していくとい

う答弁もあったことがあるというふうに思います。そういう意味では今こそ健康被害

を訴えられているときでもありますし、踏み出すべきではないかというふうに思いま

す。 

  また、先ほどの答弁では建設中だからしないというふうに説明ありましたけれども、

むしろ疫学調査というのは経年的に調査をすることによって施設との関連が明らかに

なるものですから、それは説明にはならないというふうに思います。改めての答弁を

求めます。 

  次に寝屋川市の議会において寝屋川市がこの事業にかかわる質問に対して、住民の

命や健康ということが何より大事だと、それはその立場は優先するものだと。したが
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って健康被害が明らかになれば事業の中止や施設の稼働の停止も当然行っていくとい

う答弁をしたことがあります。これとの関連で健康被害についてどう考えるのか、改

めてお聞きをしたいというふうに思います。 

  それから次に東部リサイクル事業協同組合との関係ですけれども、最初にも質問を

申し上げたように、この資源再生業協同組合、今、大阪東部リサイクル事業協同組合

ですけれども、ここが寝屋川市はじめ北河内各市にこういった廃プラ処理事業の推進

を働きかけをした。そしてその大阪東部リサイクル事業協同組合が出資をして、今建

設中の４市組合施設の目の前に、これは私どもは特別扱いというふうに申し上げてき

ましたけれども、開発許可や建築許可についてもまさに特別扱いで建設が認められ、

操業が行われてきたということも経過として指摘をしてきています。そういう意味で

は市民から見れば、もしこういった 4 市施設建設が行われて、先ほどの圧縮梱包処理

などの運転管理業務が委託されるとなったときに、両方とも手にするんではないかと

いう、最初から出来レースではないかというふうな指摘もありました。この点も踏ま

えて改めてどのようにしていくのか、どのように考えていくのか、ご答弁があれば求

めておきたいというふうに思います。とりあえず以上について答弁を求めます。 

○議長（河西 正義君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   ご質問の中で寝屋川市とどういう協議をしたのかとい

うことでお尋ね、健康被害についての関連してそういうお尋ねだったと思います。私

どもが承知しておりますのは、大阪府、寝屋川保健所、寝屋川市、３者でもって協議

の結果、環境調査はすべて基準値以下であり、現時点で健康調査はする必要がない。

それから２点目に特定物質が明らかになり、原因がはっきりしなければ健康調査はで

きない。３点目としまして、健康調査については年間を通じた継続測定の結果を踏ま

えて判断するというふうにお伺いをいたしております。寝屋川市に対して、請願につ

いても先ほど先生が述べられたとおり継続審査となったというふうに聞き及んでお

ります。 

  次に私どもの業務委託に関連してのご質問でございます。地方自治法は競争入札が

原則でございます。しかしながら、この入札の方法については私どもまだ予算もいた

だいておりません。この予算をいただいた後に具体的に先ほど申し上げたとおり、公

平性・競争性が確保できる方法を検討していくというふうにご答弁申し上げた次第で

ございます。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）   馬場管理者。 
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○管理者（馬場 好弘君）   先ほど中谷議員さんから何かこう東部再生資源組合がこ

のリサイクルプラザあるいは民間の施設に深くかかわっているというような印象の

発言がございます。しかも民間リサイクル会社についても特別に配慮をして建設を許

可した。こんな発言もございます。都市計画審議会にかけて都市計画決定もし、きっ

ちりとなんの齟齬もなしに許可を出しております。その点を理解いただきたいと思い

ますし、何かこう誤解を与えるような発言は差し控えていただきたいと思います。以

上であります。 

○議長（河西 正義君）   中谷光夫議員。 

○９番（中谷 光夫君）   先ほど私は疫学調査について従前、検討を約束した経緯も

あると。今回改めて実施の方向で踏み出すべきでないかということに対して申し上げ

たんですけれども、残念ながら寝屋川市の意向に沿うような答弁というよりも、寝屋

川市の説明にとどまったように思います。これは専門委員会まで作られて、本事業推

進をほんとに住民の安全性第一にということでおっしゃってきたことに照らしても

極めて残念なことだと。結局事業推進ありき、施設建設ありきなのかという思いを強

くせざるを得ませんでした。 

  それから管理者からあえて答弁がありましたけれども、しかしこの間の開発や建設

等についても、民間の施設については都市計画決定もされませんでしたし、建築基準

法の第 51 条ただし書を適用されて住民に対する説明も意見聴取もないまま許可をさ

れてきたものでもありますし、行政自身がそういった廃棄物施設の建設について提案

基準を決めている１日取扱量５トン未満の基準に照らしても、民間も１日 50 トンを超

える。この４市施設も計画では１日 53 トンの処理能力をもつという、本来環境保全す

べき市街化調整区域の趣旨に照らして許可すべきでないものだったというふうに、こ

れは言えるものだというふうに思います。あえて住民が裁判の中で行政がやらない中、

岡山大学の津田教授や頼藤医師らの協力を得て行われた健康調査、疫学調査の報告書

にも明らかなように、まさに今事実として明らかになってきている。しかも深刻に広

がり続けている健康被害の問題に行政が最優先で対処することこそが求められている。

４市組合についても同様だということを申し上げて、質問を終わります。 

○議長（河西 正義君）   他に質疑はありませんか。伊藤和嘉子議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）  恐れ入ります。13 ページに記載されています３番目の（２）

に環境調査委託というものがあります。これはどんな内容なのでしょうか。ちょっと

お尋ねしたいと思います。 
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○議長（河西 正義君）   中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）   先ほど中谷議員のご質問の中でお答えしました、いわ

ゆる大気規制の４物質、それからアルデヒド類の調査委託でございます。以上でござ

います。 

○議長（河西 正義君）   伊藤議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）   私自身も民間の廃プラ施設のほんとに 100ｍ以内のとこ

ろに住んでいらっしゃる方の体の状況を見せていただきました。現に住民の方が発疹

が出ている。そして目やにが出ているというようなことで、この施設がないときには

なかったということをお聞きしました。住民がこういう状況を示しているときであれ

ばなおさら見解として大阪府も保健所も寝屋川市も調査する必要はないという見解

を持っておられるようですが、ぜひ大気環境調査だけではなくて、健康被害の調査も

行うべきだと意見として申し上げておきたいと思います。 

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

ありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありませんか。中谷議員。 

○９番（中谷 光夫君）   本議案は、周辺住民が健康被害を訴えて裁判で争っている

事業にかかわるものです。周辺住民の願いは事業の中止、本施設建設の中止です。私

自身も６月 22 日に前参議院議員とともに現地調査に入りましたけれども、雨の小雨

降るときでしたけれども、窓はほとんど閉まっていましたが、パッカー車だけが出入

りする扉だけ開いていた。そんな状況の中でわずかに近くに行っただけでしばらくの

間、目がしょぼしょぼして何ともいえない不快な状況になったことを、これはもう忘

れることができません。そういった意味で本格稼働になればそういった健康被害を訴

えて反対している多数の住民の声を無視をして、一層住民の不安と被害を深刻にしか

ねないものになります。こういった住民の健康、命よりも施設建設事業ありきの推進

の補正予算を認めるわけにはいきません。以上の理由から反対をいたします。 

○議長（河西 正義君）   他に討論はありませんか。伊藤議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）   議案第５号 2007 年度（平成 19 年度）北河内４市リサ

イクル施設組合補正予算（第１号）について反対の討論を行います。 

  この予算につきましては議案第４号のときにも申し上げたとおり、現状の中でも本

当に近隣の住民の皆さんが健康不良や不安を抱えているにもかかわらず、その願いを

真摯に受け止めず、一層深刻にしかねない施設建設や管理を進めていく予算であると

いうことから認めることはできません。私は寝屋川市に隣接する市に住んでいる者と
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しても、本当に地域住民の皆さんの声を聞いていただくことが大切であると考え、反

対の討論といたします。 

○議長（河西 正義君）   これをもって討論を終結します。 

  これから議案第５号を起立により採決します。本件は原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者 起立） 

○議長（河西 正義君）   起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決をさ

れました。 

  以上をもって本臨時会に付議された事件はすべて議了いたしました。 

  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

いたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）   閉会にあたりまして一言お礼のごあいさつを申し上げま

す。 

  本日は、監査委員の選任同意をはじめ、継続費繰越の報告及び（仮称）北河内４市

リサイクルプラザ建設工事請負変更契約の締結並びに平成 19 年度補正予算について

の議案を上程させていただきましたが、すべての案件について慎重ご審議をいただき、

いずれも原案どおりご可決、ご承認、ご同意を賜りまして、誠にありがとうございま

した。 

  事業の推進にあたりましては、平成 20 年２月からの施設稼働を目指し、慎重かつ着

実に準備を進めてまいりますので、今後ともよろしくご指導、ご鞭撻をいただきます

ようお願い申し上げます。 

  これから暑さが厳しくなってまいります。議員の皆様におかれましてはくれぐれも

ご健康にご留意をいただき、なお一層ご活躍をいただきますようご祈念を申し上げま

して、誠に簡単でございますが、閉会に際してのごあいさつとさせていただきます。

ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

○議長（河西 正義君）   それでは閉会にあたりまして一言ごあいさつをさせていた

だきます。 

  本日ここに無事、平成 19 年第１回臨時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御礼を

申し上げます。 

  今臨時会におきまして、（仮称）北河内４市リサイクルプラザ稼働にあたって重要な
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補正予算が可決をされ、来年２月の施設稼働が待ち望まれておりますが、事務の執行

にあたっては、事業の安全かつ円滑な推進に向け一層努力をされるようお願いをいた

します。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 19 年第１回臨時会を閉

会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後３時 22 分  閉会） 
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議     案
第　４ 号

（仮称）北河内４市リサイクルプラザ建設工事請
負変更契約の締結について

平成19年7月19日 原案可決

議     案
第　５ 号

平成19年度北河内４市リサイクル施設組合補正
予算（第１号）

平成19年7月19日 原案可決

平成19年７月19日　北河内４市リサイクル施設組合議会
平成19年第１回臨時会付議事件一覧表




