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（午後２時 00 分  開会） 

○議長（河西 正義君）  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）  本日の会議のただいまの出席議員は 13 名です。以上

で報告を終わります。 

○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、これから北河内 4 市リサイクル施設組合議会平成 20 年第１回定例

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

いたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  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議会平成 20 年第１回定例会を招集させてい

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

がとうございます。 

  また、先月に開催させていただきましたリサイクルプラザ竣工報告会及び開設観覧

会に多数ご参加を賜りまして、重ねて厚くお礼を申し上げます。 

  さて、２月１日の施設稼動から間もなく１カ月となりますが、この間、事故や大き

なトラブルもなく、搬入物の処理も順調に行われております。また、予想を上回る分

別収集量となっており、このことは４市市民の皆様がリサイクルの重要性をご理解い

ただいているものと存じ、大変喜ばしい限りでございます。今後とも引き続き構成４

市並びに関係機関とより一層連携を図り、循環型社会の構築に向け市民の皆様方に対

する環境意識のさらなる高揚に努めるとともに、周辺地域の環境対策には万全を期し

てまいる所存でございます。組合議員の皆様方には温かいご理解とご協力を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

  さて、本日提案させていただきます案件は、平成 19 年度補正予算並びに平成 20 年

度予算の２議案と一般質問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、定例会の開会にあたりましてのごあいさつとさせ



 2

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（河西 正義君）  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

署名議員は稲田美津子議員、伊藤和嘉子議員の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。 

 （「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。よって本定例会の会期は、本日１

日と決定いたしました。 

  この際、諸般の報告をします。平成 19 年 11 月 29 日から平成 20 年２月 25 日までの

諸会議の報告につきましては、お手元に配布しております報告書のとおりであります。

ご了解いただきますようお願いいたします。 

  日程第２、議案第１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３

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１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３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。 

  平成 19 年度北河内４市リサイクル施設組合補正予算（第３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７億 1013 万 1000 円の予算の範囲内において予算の更正

をする。 

 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。 

  それでは以下、内容につきましてご説明を申し上げます。４ページをお開き願いま

す。 

  １款 分担金及び負担金、１項 負担金、１目 負担金につきましては、244 万 3000

円の減額補正でございます。本補正の理由につきましては、繰越金の予算計上に伴う

各市負担金の精算でございます。内訳といたしましては、枚方市負担金が 72 万 9000

円の減額、寝屋川市負担金が 64 万 2000 円の減額、四條畷市負担金が 53 万 1000 円の

減額、交野市負担金が 54 万 1000 円の減額となっております。 

  次に５款 繰越金、１項 繰越金、１目 繰越金につきましては、244 万 3000 円の
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補正でございます。理由につきましては、平成 18 年度決算における実質収支額、決算

剰余金を繰越金として予算措置するため、補正させていただくものでございます。 

  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。なお、会議規則によりいずれの

質疑も質疑の回数は３回を超えることができません。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。なお、通告のない議員も質疑があれば挙手願います。

質疑はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（河西 正義君）  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（河西 正義君）  討論なしと認めます。 

  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（河西 正義君）  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３、議案第２号 平成 20 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。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２号 平成 20 年

度北河内４市リサイクル施設組合予算につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。別冊の予算書、１ページをお開き願います。 

  平成 20 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３億 5319 万 2000 円と定める。 

 第２項 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。14 ページをお開き願います。 
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  １款 議会費、１項 議会費、１目 議会費、本年度 311 万 8000 円でございます。

主な内容といたしましては、議員 13 人分の報酬が 211 万 3000 円、行政視察旅費が 67

万 6000 円、会議録の作製に要する経費が 27 万 9000 円などでございます。 

  次のページ、16 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、本年度 6938 万 5000 円でご

ざいます。主な内容といたしましては、特別職の報酬などの人件費が 72 万 4000 円、

車両管理に要する経費が 28 万 7000 円、例規集追録作製に要する経費が 54 万 9000 円、

総合管理委託などの各種委託料が 556 万 6000 円、派遣職員人件費６人分などの各種負

担金が 6066 万 2000 円などでございます。 

  次のページ、18 ページをお開き願います。 

  ２目 公平委員会費、本年度４万 9000 円でございます。内容といたしましては、公

平委員３人分の報酬２万 4000 円、その他諸経費２万 5000 円でございます。 

  ２項 監査委員費、１目 監査委員費、本年度 24 万 6000 円でございます。内容と

いたしましては、監査委員２人分の報酬 22 万 1000 円、その他諸経費２万 5000 円でご

ざいます。 

  次の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、本年度２億 2108 万 9000

円でございます。主な内容といたしましては、北河内４市リサイクル施設環境保全推

進連絡協議会に要する経費が 26 万 6000 円、施設稼動に要する経費といたしまして消

臭剤等消耗品費が 130 万 5000 円、光熱水費が 2354 万 3000 円、運転管理等業務委託な

どの各種委託料が１億 9549 万 6000 円などでございます。 

  次のページをお開き願います。 

  ４款 公債費、１項 公債費、１目 元金、本年度 2398 万 1000 円でございます。

内容といたしましては、組合債元金償還金でございます。 

  ２目 利子、本年度 2532 万 4000 円でございます。内容といたしましては、組合債

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 1000 万円でございます。 

  以上が歳出でございます。 

  それでは続いて歳入についてご説明を申し上げます。恐れ入りますが、８ページに

お戻り願いたいと存じます。 

  １款 分担金及び負担金、１項 負担金、１目 負担金、本年度３億 5316 万 2000
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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１億 5351 万 4000 円、寝屋川市負担金が１億 436 万 6000 円、四條畷市負担金が 4462

万 8000 円、交野市負担金が 5065 万 4000 円でございます。 

  次のページをお開き願います。 

  ２款 財産収入、１項 財産売払収入、１目 物品売払収入、本年度１万円につき

ましては、科目設定でございます。 

  次に３款 諸収入、１項 組合預金利子、１目 組合預金利子、本年度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。 

  次に２項 雑入、１目 雑入、本年度１万円につきましては、科目設定でございま

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。まず通告に従い、中谷議員の質

疑を許します。９番、中谷議員。 

○９番（中谷 光夫君）  それでは通告に従って議案質問をさせていただきます。予

算書の 21 ページにかかわる内容でございます。 

  １点目は消臭剤等の使用についてですけれども、これまでも専門委員会の委員をさ

れておられた柳沢幸雄東京大学大学院教授が以前、化学物質過敏症に関係をして、誰

もがすぐにできる努力として、芳香剤の使用はやめようじゃないかというふうに訴え

られたことがあります。消臭剤の使用に関して、その点を含めて検討された内容があ

れば明らかにしてください。 

  次に運転管理等業務委託について質問します。私たちは、裁判でも争われている健

康被害の広がりを防ぐためにも、稼動すべきでないと反対をしてまいりました。そう

したことを前提にしていることを断った上で質問いたします。 

  本事業の運転管理等は業務委託しているとはいえ、継続的な公共事業として行われ

ていると考えます。いかがですか。そうであるなら、業務委託に際しても、継続的な

公共事業にふさわしい雇用・労働形態を求めるべきと考えます。入札にあたって示さ

れた条件、既に私の方にいただいております。したがって、その選定にあたって低価

格入札調査委員会が設けられ、検討されたその内容について明らかにしていただきた

いと思います。 

  また、現在、大阪東部リサイクル事業協同組合の従業員の雇用形態、労働形態につ
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いて、これは派遣も含めてですけれども、正規、非正規の別、派遣の人数、派遣元、

労働時間別雇用形態、賃金状況等を明らかにしてください。 

  廃プラごみの収集にあたって、家庭ごみと事業所ごみの扱いはどうなりましたか。

また、各市の収集に違いはあるのかないのか、その点も明らかにしてください。また、

寝屋川市のように従来の収集と異なった理由と、そのことによる変化・影響があれば

お示しをください。 

  ３点目ですけれども、分別基準適合物再商品化委託について質問します。１月 20

日に「廃プラ処理による公害から健康と環境を守る会」が廃プラ裁判報告集会を開い

ておられます。その中で、柳沢幸雄東京大学大学院教授は、リサイクルについて、一

般に善意からすべてのリサイクルが良いものと信じ込まれている状況があるけれども、

リサイクルを考える場合、純品に戻せるかどうかが基準になると考える必要があると

説明されました｡鉄、アルミなどの金属やガラスなどの無機物質は該当するけれども、

廃プラについては純品に戻すことは困難で、材料リサイクルに適さないと主張されま

した。廃プラは元々石油であり、従来のダイオキシンを発生するような焼却設備は、

技術上の進歩改善もあり、ダイオキシン発生の心配もなくなっており、サーマルリサ

イクルという、燃焼による熱回収のリサイクル利用が望ましいと話されました。廃プ

ラから発生する多くの未知の化学物質も、燃焼によって二酸化炭素と水に分解され、

安全性の上でも不安はなくなると説明をされました。 

  改めて、廃プラの材料リサイクルは、公害予防の点でも、経済上の点でも、根本的

な見直しが求められていると考えます。いかがですか。 

  次に、再商品化事業者に委託する予算が計上されていますが、容リ協会と合わせて

委託する事業者に予定されている金額は幾らになりますか。 

  また、2007 年度は４市ともイコール社に委託していますけれども、2008 年度の落札

業者が判明していれば明らかにしてください。 

  ４点目、環境調査委託について。昨年の３月と 11 月に大気環境調査が行われていま

す。通常は、室内と室外とでは、室内の方が濃度が高いと考えられています。チャン

バー室と敷地境界を比較したとき、敷地境界の方が高い数値を示しています。これは

昨年 11 月の調査の内容です。その点をどう考えておられますか。 

  また、この間、活性炭を通した後のチャンバー室のＴ－ＶＯＣは、施設建設にあた

って専門委員会の検証結果として、90％除去できる。除去した後の数値は 1400μ g／

㎥と市役所屋上の測定値と同じであり安全だと説明をしてこられた参考値と比べても、
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常時高い数字を示しており、90％除去後にもかかわらず、１万μg／㎥を超えることも

明らかになっています。住民に対して説明してきたとおりになっていない現状をどう

考えていますか。 

  また、先ほど本施設に来たときに参考値が隠されていました。その理由も併せてお

聞きをいたします。 

  この際、かつて杉並でも行われたように、Ｔ－ＶＯＣのすべての数値を調査する全

数調査こそ行うべきと考えます。いかがですか。 

  ５点目、活性炭交換等業務委託について。これまでも活性炭吸着後に高い数値を示

す物質があることを示して、活性炭の表面積の大きさだけでなく、化学物質と活性炭

の相関を見るときに、性質上の相性があるのではないかと指摘してきました。そうし

た研究・検討はありますか。また、破過の時期とあわせ見解をお聞きします。 

  業務委託に際して、入札条件等考えておられることがあれば明らかにしてください。 

  以上、第１回目の質問といたします。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  中谷議員の質問に順次お答えを申し上げます。 

  まず 初の消臭剤の使用についてのご質問でございますが、私どもは消臭剤は夏場

に特にピットの悪臭がひどくなった場合ということで使用することを予定しておりま

すが、常時使用する予定はございません。 

  次に運転管理業務についてのご質問でございますが、当然、本業務は継続的な公共

事業であると考えております。 

  さらに低入札価格調査委員会での調査内容でございますが、本件入札価格により入

札した理由、過去及び現在受注している業務の状況、４市市域に係る受注業務の状況、

本件業務場所と入札者の事業所等の状況、受託に必要となる備品・消耗品等の在庫状

況、受託に必要となる備品・消耗品等の購入先及び入札者との関係、労務者の具体的

な供給見通し、会社概要、財務諸表、主要取引金融機関及び設計における一般管理費

の比率などの項目を基に、総合的に業務が適正に行えるかどうかを審査いただいたも

のでございます。 

  次に雇用形態についてのご質問でございますが、受託者の正社員が 15 名、シルバー

人材センターから派遣されている者が 13 名、人材派遣会社からの派遣社員が 34 名で

あると報告を受けております。労働時間別雇用形態及び賃金状況につきましては、労

働基準法や 低賃金法に基づいて執行しているとの報告をいただいております。 
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  次に家庭ごみと事業所ごみの扱いについてのご質問でございますが、本施設での処

理対象ごみは家庭から排出されるペットボトル及びその他プラスチック製容器包装で

ございますので、事業所ごみは基本的に含まれておらないというふうに承知いたして

おります。 

  次に各市の収集方法の違いについてのご質問でございますが、今年度におきまして

は寝屋川市のみがペットボトルとプラスチック製容器包装を分けて収集されており、

あとの３市は混合収集をなされております。 

  従来の収集と異なった理由と変化・影響についてのご質問でございますが、収集は

各市の責任で行うということになっておりますので、ご理解を賜りますようにお願い

申し上げます。 

  さらに廃プラの材料リサイクルについてのご質問でございます。容器包装リサイク

ル法における市町村の役割につきましては、プラスチック製容器包装及びペットボト

ルの収集から選別・圧縮梱包処理、日本容器包装リサイクル協会へ引き渡すまでの間

の一時保管でございます。同協会への引き取り申し込み時点において、リサイクル手

法を指定することができないシステムとなっておりますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

  次に日本容器包装リサイクル協会から再商品化事業者への委託金額についてでござ

いますが、例年３月の上旬に再商品化事業者が入札により決定されることとなってお

ります。平成 20 年度の額は現時点においてまだ決まっておりません。ご参考のために

平成 19 年度におきましての落札金額はトン当たり９万 3500 円と公表をされておりま

す。 

  次に平成 20 年度の落札者でございますが、現時点においては先ほど申し上げました

ように日本容器包装リサイクル協会からの通知はまいっておりませんので、私どもは

承知いたしておりません。 

  次に、11 月の事前調査におけます測定値がチャンバー室より敷地境界の方が物質ご

とで高い値となっていることにつきましては、外気が活性炭を通過して個々の物質ご

とに浄化されたためだと思われるものでございます。 

  次に施設の稼動以来、Ｔ－ＶＯＣが高い数値を示しておりますが、このことにつき

ましては原因物質の調査を施設建設請負業者と排出空気の測定器メーカーがテフロン

バッグで簡易に測定し、同定しました結果、質量がプロパンとイソブタン、ノルマル

ブタンと同じ物質が検出されております。それらが高い数値の大部分を占めているこ
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とが判明いたしております。これらの物質は毒性はなく、管理濃度はＡＣＧＩＨ（米

国産業衛生協議会）のＴＬＶ（許容濃度）でプロパンは 2500ppm 以下、μg に直しま

すと 450 万μg／㎥以下、ブタンは 800ppm、μg に換算しますと 196 万μg／㎥以下と

いうことでございますので、現在の高い数値につきましては、特に健康上に問題があ

るものではないと判断をいたしております。したがいまして、私どもは今回の数値で

もってＴ－ＶＯＣの全数調査を行う必要は現在のところないというふうに思っており

ます。 

  その間に参考に掲げた 1300 云々ということでご質問をいただいております。私ども

はモニタを設置した折に、自主管理目標値を定めるということでモニタを設置した関

係上、いかなる数値が一番適切なのかということで参考値を現在探しております。 

  次に活性炭交換業務についてのご質問でございますが、本施設における活性炭吸着

設備につきましては、専門委員会報告書に基づいて活性炭の種類・数量を決定したも

のでございます。活性炭の破過の時期につきましては、Ｔ－ＶＯＣの連続測定結果な

どから見極めてまいりたいと存じております。 

  さらに活性炭の交換業務等委託の入札条件につきましては、今後、受注実績などを

考慮しまして検討してまいります。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）  中谷議員。 

○９番（中谷 光夫君）  何点か再度質問をさせていただきます。 

  消臭剤の件ですけれども、夏場の特にひどい場合のみ使用ということは分かりまし

たけれども、その品質等ですね。消臭剤の性質等についてどういうふうに考えておら

れるのか、改めてお聞きをしたいというふうに思います。 

  ２点目の運転管理等業務委託ですけれども、これは入札条件に際して、常時 21 名以

上の従業員を擁していることという、そういう条件があったと思うんですが、先ほど

の答弁では大阪東部リサイクル事業協同組合の従業員は 15 名というお答えがありま

した。その入札条件との関係ではどのようにお考えなのか。それから労働時間別雇用

形態や賃金状況については、委託した事業者の報告をそのまま受けておられるという

ことで、私がお聞きしたような詳しい内容までは把握されておられないということが

分かりました。改めてこれは公契約条例等が求められるという状況もある中で、改め

て労働基本法、そういうものが守られているのかどうか。４市組合としてもしっかり

と把握が必要ではないかということを求めておきたいというふうに思います。 

  それから廃プラごみの収集にあたって変化・影響があればということでお聞きをし
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ましたけれども、改めて変化・影響というのがないならないということで確認の意味

を込めて再度お聞きをしておきたいというふうに思います。 

  ３点目の分別基準適合物再商品化委託等のことですけれども、この材料リサイクル

等の手法については、何も全国のすべての自治体がそういった手法を義務としてやっ

ているわけではありません。これは私、寝屋川市議会でも申し上げてきたことですけ

れども、公衆衛生という立場で政府機関におられた、岡山大学の今大学院の先生して

おられる方も、東京でも今度サーマルリサイクルの方に踏み出したというふうにお聞

きしてますが、そういった委員もされておられる方は、これは拡大生産者責任とかか

わって製造業等のメーカーからお金を出してもらうその１つの手立てとして容リ法と

いうものを作ってきた経過があるんだというふうにも述べられておるわけですけれど

も、リサイクル手法としてこの４市が選べないということについては納得できません。

改めての答弁を求めたいというふうに思います。 

  それから再商品化事業者に委託する予算の関係ですけれども、今年度のトン当たり

の金額はお聞きしましたけれども、扱う量は違いますから全く金額も全体が変わって

きますけれども、寝屋川市がそのうち負担する割合、あるいは容リ協会が負担をする

割合、その金額がもし参考として分かればお示しをいただきたいというふうに思いま

す。 

  それから環境調査委託についてですけれども、1400μ g／㎥というのを隠された理由

については十分な答えがなかったというふうに思います。建設にあたって住民の不安

を取り除くために専門委員会でも検証され、そしてその説明として 90％除去すれば

1400μ g／㎥になるんだということでお答えをしてこられたことです。Ｔ－ＶＯＣその

ものを１つの環境調査の大事な指標として位置づけてこられた。これはもうこれまで

の態度だったというふうに思います。そういう意味では今回の高い値に対して、早速、

プロパンやイソブタンというのが原因だという分析をしておられるわけですね。それ

ならば全数調査、これもできるのではないかというふうに改めて感じました。再度の

答弁を求めたいというふうに思います。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  初に消臭剤の使用でございますが、スメルダンＬ50

という植物性の製油 10％、それから界面活性剤、キレート剤、香料等で構成されたも

のでございます。有害性はなく、環境影響のデータはございませんが、消防法危険物

にはあたらないというような種類でございます。これについては私ども夏場に必要が
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あれば使うという程度で思っております。 

  ２点目の会社の雇用人数ということで私ども申し上げましたので、 初の入札条件

に関しては会社全体での雇用人数でございますので、個々に派遣される人数ではござ

いません。 

  ごみの収集の方法による変化・影響というご質問でございますが、私ども承知して

おるのは、寝屋川市が現在、ペットボトルについては月１回、廃プラスチックについ

ては週１回という部分が、混合収集することによりましてペットボトルが毎週出せる

ように変わるという程度を承知いたしております。 

  次に再商品化の手法に関してご質問がございましたが、これは容器包装リサイクル

協会が各保管場所ごとに入札がされて、その落札者の手法が使われますので、私ども

ではこれをどこに持って行ってほしいということにはお話できないシステムになって

おりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

  次に容リ協会の費用の問題でご質問があったと思います。平成 19 年度の実績で申し

上げましたら、全体重量の３％が市の負担でございます。ちなみに申し上げますと、

単価は８万 5800 円の３％分、あと重量の３％分が市の負担という形になります。20

年度はこれが７万 5100 円の４％に変わるというふうには聞いておりますけども、私ど

もの施設から排出されるものが落札する業者がまだ決まっていないということとあわ

せて単価も決まっておりませんので、先ほど申し上げたとおりでございます。 

  次にＴ－ＶＯＣの全量調査の関係でのご質問があったと思います。私どもが今回、

正直申し上げましてモニタにあんなに大きな数字が並ぶということは予測いたしてお

りませんでした。しかしながら私どもも慌てたというか、若干市民の皆様にもご不安

を与えたということは十分理解いたしております。したがいまして、直ちに内容分析

等をいたしました。その時点で専門委員会と根本的に違うところは、専門委員会はご

承知のとおりプラスチックを圧縮する過程でガスが出て不安を与えるということでの

実験をいたしました。その関係上、100 ㎏から 200 ㎏集めたごみから１㎏ずつのサン

プルを作る、いわゆる圧縮サンプルを作った関係上、ここでいう揮発性物質の特にプ

ロパンやブタンの関係のガスはその時点ではすべてなくなっております。したがって、

こういう大きな数値をここで示されるということは私ども想像もいたしておりません

でしたけども、原因として出てきたものが少なくともそういうブタン等のガスである

ということがはっきりいたしましたので、これは健康に影響しないものであるという

ことが毒性検査についても既に示されておりますので、いったん安心をいたしました
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けども、実際にはどれぐらい入っておるのか、ほかのものはないのか、という調査を

簡易に測定をいたして今回お示しをいたしております。次に私ども必要なのは当然定

性検査、計量証明の出る定性検査の必要を感じておりますので、来週から定性検査を

行うというふうには思っております。以上です。 

○議長（河西 正義君）  中谷議員。 

○９番（中谷 光夫君）  運転管理等業務委託についてですけれども、先ほども継続

的な公共事業だというふうにおっしゃいました。そういう意味では派遣社員というの

は、これは一時的、臨時的な仕事に携わるというのが法の趣旨だというふうにも思い

ます。その点からいうと常時従業員としてということとの間では不十分さがある。入

札条件をクリアできていないのが現状だということ、これはもう指摘をせざるを得な

いというふうに思います。 

  それから分別基準適合物再商品化委託についてのことですけれども、容リ協会云々

というふうに言われていますけれども、これは４市がそれこそこの間、住民が訴えて

きているように、廃プラ処理による公害そのものを認め、防止する必要があると考え

るかどうかだというふうに言えると思います。そういう意味では も経済的にも効率

の悪い材料リサイクルは、公害問題という住民が提起していることから考えても早急

に根本そのものの見直しが求められている。改めて指摘をしておきたいというふうに

思います。 

  それから環境調査委託については、この予算そのものの環境調査ということではな

いわけですけれども、この間、常時電光掲示板等で示してきておられますけれども、

事務局で１枚ものとして記録されている数値と、電光掲示板の数値というのは若干の

時間のずれもあるんだけれども、わずか２分のそういう違いでかなりの数値の差が出

ているときもあるというふうに思います。そのあたりも含めてどういうふうに考えて

おられるのか。先ほどもプロパンやブタンについては安全だとおっしゃいましたけれ

ども、そういうものが今回含まれたというその原因についてはどこにあるというふう

に調査をされたのか。そのことを 後にお聞きをしておきたいと思います。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  初にご質問いただいておりますモニタの電光掲示板

と機械との間の若干の差異ということでのご質問だと思いますけども、ご承知のとお

りモニタの設置場所は玄関前、門の前に設置しております。私どもが測定器を設置し

ているのは４階の東側の奥の方ですけど、その間距離が 200ｍぐらいあると思います。
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この間の電流の流れによって、μg 単位という非常に小さな単位でございますので、

誤差が 100 前後あるというふうには聞いております。これはまず誤差の範囲だという

ふうにご理解をいただきたいと思います。μg 単位での 100 でございますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

  次にこのプロパンなりブタンガスがなぜ出てきたのかというのは、ご承知のとおり

プロパンとかブタンガスというのは燃料系のガスでございます。私どものピットにま

っさらの家庭用のカセットコンロを１個入れましたら大体こんな数値になります。か

なりの数のカセットコンロの古いのが出てまいっておりますので、こういう数値が出

てきたと。これは分別が不徹底な結果だというふうに判断をいたしております。各市

にお願いをしてまいります。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）  他に質疑はありませんか。 

 （ ｢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）  議案第２号 2008 年（平成 20 年）度北河内 4 市リサイク

ル施設組合予算に反対の討論を行います。 

  質疑を通じて明らかにしたように、本施設は住民との合意を得ないまま建設され、

この２月からは住民の強い抗議を受ける中で本格稼動を始めたものです。住民が心配

していた健康被害は既に現実のものとなって深刻に広がっています。建設にあたって

住民の不安を取り除くために行われた専門委員会の検証結果と判断は、このわずか１

カ月にも満たないうちにＴ－ＶＯＣ（総揮発性有機化合物）が参考値とした 1400μ g

／㎥を常時大きく上回る状況から見ても誤っていた可能性が大きく、根本的な事業の

見直しが求められていると言えます。裁判係争中でもあり、健康被害の現状を無視し

た事業の既成事実の積み重ねを認めることはできません。以上、反対の意見といたし

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２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） 
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○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回までとなっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。ただいまから順次質問を許します。まず中谷議員の一般質

問を許します。中谷議員。 

○９番（中谷 光夫君）  それでは一般質問を行います。 

  １点目ですけれども、２月１日からの本格稼動と住民合意についてまずお聞きをい

たします。多くの新聞が２月１日からの本施設の本格稼動に際して、「廃プラ処理によ

る公害から健康と環境を守る会」の住民約 60 人～70 人が、「住民の声を無視した施設

の操業開始に断固抗議します」と、本施設組合馬場好弘管理者あてに抗議文書を提出

したことを大きく報道しています。 

  その文書によりますと、「４年近く前、４市廃プラ処理施設の建設計画を知って以来、

本施設と向かい合わせの民間廃プラ処理工場であるリサイクルアンドイコール社とと

もに、施設の建設、操業の停止を求めてまいりました。しかし、私たちの民意が無視

し続けられたため、やむなく裁判に訴え、今日に至っています。（少し略します）既に

リサイクルアンドイコール社の操業開始によって、悪臭の発生とともに、目、鼻、の

どなどの粘膜症状や皮膚の湿疹など専門医師がシックハウス症候群同様と診断する症

状が、また疫学専門家による調査によっても、私たち市民の多くに健康被害が生じて

いることが明らかになりました。本施設の立地場所は、法によって都市環境を守るべ

きとされている市街化調整区域です。迷惑施設の建設に際しては、住民説明、意見聴

取はもとより住民との合意形成が必要であることは、本件計画時に行政自らが明らか

にしているところです。さらに本件は裁判で係争中です。こうしたことをすべて無視

して操業を開始されたことは、市民の健康と安全を守り、住民の声を尊重して行うべ

き行政本来のあり方を完全になげうった暴挙以外の何ものでもなく、断固抗議をし、

操業の即事中止を求めるものです。」 

  少し長い引用になりました。昨年 11 月の定例会でも、私は住民との説明会約束が守

られていないと質問をいたしました。自治会単位で説明会を開催したとの答弁でした

が、住民との合意なしに行政が一方的に行ったものであり、今日までの住民無視の行

政姿勢そのものと言わなければなりません。今回の対応の中でも、「当施設は地球環境

保全のためのもの」「健康被害の原因にはならない」「民間工場についてはコメントす



 15

る立場にない」などと答えたと言われています。事実に相違ありませんか。答弁を求

めます。 

  もしそうであれば、この間住民が「杉並病」などと共通する廃プラ処理による公害

発生の危険性と健康被害症状を具体的に示してきたことに対して、明確な根拠を持っ

て答えなければなりません。また、特に寝屋川市が大阪府と一体に４市施設とともに

民間施設の建設についても特別扱いしてきた経過を踏まえて、健康被害が深刻に広が

ってきた現状に目をそむけないで真摯に答えるべきと考えます。住民の気持ちを逆な

でするような態度の反省とともに、住民合意のない本格稼動を始めたことについての

見解を求めます。 

  次に２番目、運転管理等業務委託について。これまで寝屋川市議会でも大阪東部リ

サイクル事業協同組合の意向を受けて廃プラ事業を推進してきたこと、また、同組合

の決算書に基づいて寝屋川市と一体とも言える深い関係にあったこと、イコール社の

設立を同組合が事業の展開に位置づけていたことなどを明らかにしてきました。その

上で、本施設の運転管理等業務委託について、市民から見て、特別扱いを疑う余地の

ない公平公正な検討をお願いしてきたところです。しかし、現実は予想どおりの「出

来レース」と言ってもよい結果になりました。低入札調査委員会まで作って選定した

ことについて、特別扱いはなかったのか、見解をお聞きします。 

  議案質問でも明らかになったように、業務に従事する作業員の中には派遣労働者が

多くいます。入札条件の常時使用の従業員 21 人以上クリアできていないことは明らか

だと考えます。労災等の雇用責任はどこにありますか。防塵マスクの着用など健康被

害の予防責任はどこにありますか。 

  今、公共事業に関して、民間で広がっている労働者をモノ扱いする無責任な雇用・

労働状況をただすためにも、労働者を保護する公契約条例などが求められています。

業務委託についてもそうした基準を明確にすることが重要と考えます。見解をお聞き

します。 

  ３点目、環境測定と施設の安全性、周辺住民の健康被害について。 初に、昨年 11

月定例会で取り上げた昨年３月調査のＴ－ＶＯＣの１万 1000μ g／㎥という高い数値

に関する私の質問に対する答弁について、２点要望を含めてお聞きをいたします。 

  １つは、「全国の衛生研究所で測定されるＴ－ＶＯＣの室内環境指針値での質量設定

は 86 から 226 であることから、単純に比較できるものではないと解釈をいたしており

ます」と述べ、再質問に対して、寝屋川市役所屋上の換算し直した数値を 24μ g／㎥
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と答えていますが、そのことを示す公的な資料と換算した計算式を提示してください。 

  もう１つは、「測定した６物質以外が 99％以上あるからといって、安全性が問題で

あるというものではございません」と答えていますが、そう言い切る根拠の十分な説

明を求めます。また、その答弁に続いて「しかしながら未知物質のリスクも総合的に

今回管理できるということで、本施設ではＴ－ＶＯＣでの管理を行っていこうとする

ものでございます。私ども組合が３月に行いました大気測定については、施設稼動後

の測定値と比較するために現状の大気環境データを測定したものでございますので、

本組合施設の安全性を示すものではございません」とも述べています。今一度、整合

性のある整理した明確な答弁を求めます。 

  次に、本格稼動に入った２月１日から 11 日までの 30 分ごとのＴ－ＶＯＣの測定値

を見ますと、２日目から常時と言ってよいほど、参考値と表示された 1400μ g／㎥を

大きく超え、2000～ 5000μ g／㎥台を示す状況が続いています。操業していなかった

10 日と 11 日には１万μg を超えた時間帯もあります。現状をどう考えていますか。ま

た、これまでの 大値は幾らですか。 

  電光掲示板の 5000 や 8000 を超える高い数値を見て驚いた住民が住む太秦桜が丘自

治会では、住民が当番で電光掲示板を見に来ることも始めたと聞いています。現実に

稼動する中で 90％除去した後の数値が１万μg／㎥を超えている事実は、専門委員会

の検証結果を受けて「排気中に残存する物質はごくわずかであり、周辺環境にほとん

ど影響を与えないと判断される」と説明し、施設建設を強行し、操業を強行してきた

ことを根本から問い直すことが求められているのではないでしょうか。今こそ、少数

意見として無視された植田委員、柳沢委員の意見に注目すべきではないでしょうか。

裁判でも証言された女性は、 近も突然意識を失われたことがあり、点滴を繰り返し

ておられると聞いています。稼動後の排出ガスの記録状況を大阪府や環境省、厚生労

働省などの政府機関にきちんと報告し、民間施設の操業に関連して広がっている深刻

な健康被害の問題とあわせて緊急の対策をしっかりと検討すべきと考えます。見解を

お聞きします。 

  以上、第１回目の質問とします。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  中谷議員の一般質問につきまして順次お答えを申し上

げます。 

  初に抗議行動に対する対応の事実関係はというご質問でございます。おおむね新
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聞報道のとおりでございます。私どもは管理者を含め副管理者等すべてご報告をさせ

ていただいております。 

  次に住民合意につきましてのご質問でございます。組合といたしましては、専門委

員会における環境影響の検証、組合ホームページを通じての情報発信、北河内 4 市リ

サイクル施設環境保全推進連絡協議会の開催と協議会だよりの発行及び事業の進捗状

況や工事の説明会など、住民理解を得る努力を行ってまいっております。また、専門

委員会の設置にあたりましては、住民の方が推薦される委員の参画をいただいたり、

環境保全推進連絡協議会の発足時や年度替わりごとに積極的に各自治会への参加の呼

びかけを行いました。主体的にご参加いただくなど、住民の皆様のご意見をちょうだ

いしながら事業を進めてまいりました。施設稼動にあたりましても、開設観覧会を開

催し、本組合施設を市民の皆様にご見学いただき、ご理解を深めていただいていると

ころでございます。今後とも情報の発信と市民協働を推進し、透明な維持管理に努め

てまいりたいと考えております。 

  次に業者選定についてのご質問でございますが、本業務委託につきましては制限付

一般競争入札を郵便入札で行ってまいりました。現時点ででき得る入札方法の中で

も公正性・公平性・競争性及び透明性が確保できる方法をとったものと自負いたして

おります。低入札価格調査委員会につきましては、入札価格が調査基準価格を下回っ

たことから、この入札で適正な業務が執行できるかどうかを審査するために開催した

ものでございますので、何ら特別扱いというものはございません。 

  次に労災等の雇用責任についてでございますが、業務従事者に係る責任は一義的に

はすべて受託業者にございます。派遣労働者の健康診断につきましては、一般健康診

断は派遣元の事業者が、特殊健康診断は派遣先の事業者が行うこととなっており、安

全配慮義務はその双方が負うことになっておるものでございます。なお、本件業務に

つきましては特殊健康診断の必要はない業務でございます。 

  次に労働者の保護に関する委託基準の明確化に関するご質問でございますが、業務

委託仕様書において労働基準法など労働関係法令の遵守を規定しておりますので、現

在の委託仕様でいいというふうに判断をいたしております。コンプライアンスの問題

でございますので、これは当然受託事業者が委託に書かれようと書かれないとにかか

わらず、守るべき性格のものだというふうに理解をいたしております。 

  次に寝屋川市役所屋上での濃度を換算し直した値が数値 24μ g／㎥の計算式という

ことでのご質問でございます。この答弁につきましては全くもって私の知識の至らな
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さでありまして、誤りでございます。お詫び申し上げて、訂正させていただきます。 

  そもそも厚生労働省が示しておりますＴ－ＶＯＣの測定については、ＧＣマスのク

ロマト上で質量 86 のノルマルヘキサンから質量 226 のノルマルヘキサデカンまでの部

分に見つけられる化合物ということでございます。例えばノルマルヘキサンの場合は、

一部は分析過程で分裂し、質量 36 から 86 までの物質になることから、質量 86 をもっ

て線引きすることは、同じピーク上にある質量の小さい物質を足切りすることとなり、

正しい分析結果とはならない、ということを大阪府の公衆衛生研究所において指摘さ

れております。したがいまして、寝屋川市役所屋上の詳細なデータが現時点では存在

しませんので、確認できないものでございます。お詫びして、訂正申し上げます。 

  次にＴ－ＶＯＣでの管理につきましてのご質問でございますが、Ｔ－ＶＯＣの定義

が環境省と厚労省で統一されておりません。そのような中で本施設からの排出空気の

自主管理を行っていくためにモニタの設置を行いました。現在、モニタ測定値におき

ましてはご不安を与える状況となっておりますが、今後、測定値のデータ収集とその

対策を行いまして、管理目標値を独自に定めまして管理をしてまいりたいと考えてお

ります。先ほどのご質問の中で 高値は幾らだったのかということでございますけど

も、１万 2000μ g／㎥という数値が 高値でございます。 

  次に大気の状況でございます。大気の状況は季節により大きく変動いたしますこと

から、昨年３月に大気調査を行いまして事前データの収集を行ったものでございます。 

  次に施設の稼動以来、高い数値を示しておりますことにつきましては、先ほどもご

答弁申し上げましたが、その原因物質の調査を施設の建設請負業者と排出空気の測定

器メーカーでテフロンバッグで簡易に測定し、同定しました結果、質量がプロパンと

イソブタン、ノルマルブタンと同じ物質が検出されており、それらが高い数値の大部

分を占めていることが判明いたしました。これらの物質は毒性はなく、管理濃度は先

ほどもお答えしましたが、アメリカ産業衛生協議会（ＡＣＧＩＨ）の許容濃度（ＴＬ

Ｖ）ではプロパンは 2500ppm 以下、μg に直しますと 450 万μg／㎥以下ということに

なります。ブタンは 800ppm 以下、μg に直しますと 196 万μg／㎥以下を目安とされ

ておりまして、数百分の１の濃度でございますので、現在の高い数値につきましては

健康上、問題あるものではないと判断いたしております。しかしながら住民の皆さん

に不安を与えておりますので、これの対応についても今少し具体的なものにしていき

たいというふうに考えております。 

  次にプロパンやイソブタン、ノルマルブタンの主成分ということでございますが、
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これはガスライターやカセットコンロのボンベなどに使用されております燃料ガスで

ございます。本施設での選別工程でこれらの物を不燃物として取り除くことがござい

ますので、施設に搬入されるプラスチックごみの中にこれらが混入しており、ピット

内でガスが漏出していると考えられます。 

  先ほども申し上げましたが、これらには基本的には毒性がなく、管理濃度につきま

しても検出した値からしますと何ら問題となるものではございませんし、爆発限界も

１万 8000ppm と、これもμg に直しますと 3200 万μg／㎥と検出値に比べて非常に高

い濃度の場合であることから、緊急的な問題ではないと判断しております。 

○議長（河西 正義君）  中谷議員。 

○９番（中谷 光夫君）  住民合意の問題ですけれども、私はこれまでも環境保全推

進協議会というのはこの４市の事業を推進するために住民分断等のそういう一面も

持って行われてきたことだということで批判的に指摘をしてまいりました。先ほど来

からお聞きをしておるのは、５自治会が寝屋川市に求めて初めて平成 16 年の４月 10

日に説明会が行われたわけですよね。前回も申し上げましたけれども、そのときに２

回目を約束をされて、それが実行されてないじゃないかということで申し上げてまい

りました。この廃プラ処理による公害から健康と環境を守る会というのがその後５自

治会発展的に作られて今日に来ているわけですけれども、守る会との関係ではどうい

う状況にあるのか｡改めて住民合意の努力ということでの現状をお聞きをしておきた

いというふうに思います。 

  それから２つ目の運転管理等業務委託に関してですけれども、この低入札というの

は当初から予定、予想の範囲内にあったことなのかどうなのか。ほかにもこれは例と

してあることであると思いますけども、よくある例なのか。そのことを併せてお聞き

をします。 

  そして先ほどもこの住民被害等裁判にまでなって大変な社会的にも注目をされてい

る本施設です。そういう意味では業務委託をしているからといって委託業者に全面的

に責任転嫁するということでなく、そこで働く従業員の健康問題も含めてきちんとし

た定期的な健康診断を求めるべきではないかというふうに考えますけれども、その点

はいかがでしょうか。 

  それから３点目の環境測定等のことでお聞きをしてまいりました。先ほども昨年 11

月の調査結果はチャンバー室と敷地境界とでは敷地境界の方が高いということで、お

答えは外気の影響だというふうにおっしゃいました。イコール社からのこの化学物質
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等の影響によって健康被害が出ているということがこの間、裁判でも学者等からも指

摘をされてきているわけですけれども、その点を含めて健康調査の検討も含めてお考

えがあるのかどうか、お聞きをしておきたいというふうに思います。 

  それからシックハウスに関係する資料を私いただきました。その中では室内暫定指

針値を 400μ g／㎥とするという、そういうふうになっている中で、ノルマルヘキサン

とかノルマルヘキサデカンということにとどまらないで、こんなふうにそのいただい

た資料の中には書いています。Ｔ－ＶＯＣ決定手順の考え方ということで、次の３つ

を考慮すること。１つは、Ｔ－ＶＯＣ値を構成する個別の化合物が明確に定義されな

ければならない。２つ目は、Ｔ－ＶＯＣ値は採取空気中の全ＶＯＣ濃度にできる限り

近いものとなるべきである。３つ目は、Ｔ－ＶＯＣ値は室内空気室の評価にできる限

り有益となる方法で構築されるべきである。そのためには次の要件を満たすこと、す

なわち採取空気中のできる限り多くの化合物を同定すること、及び少なくとも検出上

位 10 物質を同定すること、こういうこともあります。むしろノルマルヘキサンやノリ

マルヘキサデカンに限らないで、Ｔ－ＶＯＣすべての調査、分析こそ求められている

ということを申し上げておきたいというふうに思います。その点についての見解をお

聞きします。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  初に住民合意に関する守る会との関係ということで

ご質問ございました。私どもが例の説明会を行った後、守る会の代表の方々と高宮あ

さひが丘の公民館でおおむね１年間以上ずっと協議をしてまいりました。そういう意

味合いでは別に住民の方々を置き去りにしたというわけではございません。私どもが

その後にいよいよ施設の建設という具体的な動きを行う折にもすべての自治会に呼

びかけをいたしまして、30 自治会すべてに呼びかけをいたしまして、環境等保全推進

連絡協議会という形での協議会の参画に呼びかけをいたしましたが、残念ながらご賛

同いただけなかったというような経過もございます。 

  次に低入札価格の予想ということですけども、一般的に行われているのは予定価格

と 低制限価格という制度で従前は行われてまいりました。しかしながら、これでは

競争の原理が十分発揮できないということで、 近では低入札調査価格と、いわゆる

過去の 低制限価格が低入札調査価格という設定をし始めております。その中でいわ

ゆる低入札調査価格以下の価格で入札、応札をされた場合、低入札調査委員会を開い

ておりますので、特によくあることということではないと思います。ただし、私ども
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の施設は 低制限価格を設けた折はすべての業者と、例えば造成工事においては 40

業者の応札のうちの相当数の業者が予定価格に張り付いた。次に建設に関しては２社

が低入札の応札をされて、新明和工業株式会社に決めたというような経過もございま

す。 

  続いて業務委託の業者と職員の健康診断ということでのご質問でございます。私ど

もが今、組合としましては業務により従事者の健康を害することがないように、でき

る限り労働条件において配慮をしていくということは考えております。 

  次に測定の問題です。今回の先ほども申し上げましたように大気の状況が季節によ

り大きく変動することから今後年２回のデータ収集というものを行っていく予定にい

たしております。 

  それからシックハウスの関係で 400μ g／㎥という形で暫定指針値が厚労省の方で

定められております。これのデータというか、設定範囲ということですので、ここで

厚労省がお示しになってるのは芳香族の炭化水素、これはベンゼンから４フェニクル

ドヘキセン、脂肪属の炭化水素でしたらノルマルヘキサンからイチデセン、それから

カンジョウアルカンということでメチルクロペンタンからメチルシクロヘキサン、そ

れからテルペンの類、アルコールの類、グリコールの類、アルデヒドの関係、ペトン、

ハロゲン炭化水素、酸、エッフェル、その他という形でＶＯＣ混合物のリスク表示の

評価についてＶＯＣ混合物による曝露実験やというような形で決められておりまして、

その中でクロマト上のノルマルヘキサンからノリマルヘキサデカンまでの部分に見つ

けられる化合物を考慮することということですので、おおむね先ほど申し上げたＶＯ

Ｃの類は入っておるということでございます。 

これで環境省との考え方の違いは、いわゆる部屋の中における住んでる方の健康に

影響する物質と大気中でいろんな現象に与える影響ということで、いわゆる興味の的

というのか、見つける指針が若干というか、かなり違いますので、これについての一

貫した評価というのは現実にはございません。私どもは専門委員会において専門委員

会の報告書の中で４番目にクロマトグラム上では既知物質以外にも未知のピークが多

数見られることが指摘されましたので、未知物質の生体影響については不定であり、

リスク評価になじまないとの意見もあったが、新たな物質が科学的治験の進化として

有害物質によりリストアップされた例があることから、未知物質に対しても生体及び

環境に配慮すべきであることが確認され、クルマトグラム上のピークをトルエン濃度

に換算したトルエン換算値として表示することを求められたということでございます。
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この折には先ほど申し上げた今回の表示の中に表れているブタンガスあるいはプロパ

ンガス等はございませんでした。そういう状況でございますので、先生のおっしゃる

厚労省の基準と比較するのはいささか無理があるというふうに判断をいたしておりま

す。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）  中谷議員。 

○９番（中谷 光夫君）  後ですので、少し専門委員会の中でも述べられてますけ

ども、市民参加型のモニタリングや維持管理を実施していくべきであるという意見も

出されています。今後とも市民参加で今おっしゃったようなことの検討、分析もお願

いしたいというふうに思います。いずれにしても健康被害が現実に深刻な状況を広げ

ていることを直視して、予防原則の考え方に立って健康調査、疫学調査こそ行政責任

で行うべきだと考えます。ましてや民間のイコール社の事業は、大阪府のエコエリア

構想に位置づくエコタウン事業として４市施設事業と一体で進められてきたもので

あり、大阪府、寝屋川市、４市組合の共同責任は明白であり、責任回避することは許

されない。以上の点を申し上げて、私の質問を終わります。 

○議長（河西 正義君）  これにて中谷議員の一般質問を終結します。次に栗原議員

の質問を許します。栗原議員。 

○12 番（栗原 俊子君）  交野市の栗原でございます。小さな質問を２点ほどさせて

いただきます。 

  １番目の質問は当初の地域計画等における事業費の算定についてお尋ねします。施

設建設費関係経費すべての項目で決算見込額が当初の地域計画等における事業費と比

べて大幅に減額されています。その額は８億円で約 27％ですが、計画の段階で事業費

を高く見積もったということはありませんでしょうか、お尋ねします。 

  ２点目の質問は先ほど来の中谷議員さんの質問に多少重複することもあるかと思い

ますが、お許しください。施設稼動における環境測定値と今後の対応についてという

ふうに書いておりますが、測定値の悪化です。悪化と今後の対応についてという視点

でお尋ねいたします。本施設では、排出出口での総揮発性有機化合物（Ｔ－ＶＯＣ）

の測定値を電光掲示板で発表していますが、２月 11 日までによれば、室内指針値と定

められている 400μ g／㎥を大きく上回るＴ－ＶＯＣが連日測定されていて、本施設稼

動による環境汚染が進んでいることが明らかになりました。周辺住民の方は健康被害

を危惧されています。本施設としてはどのような対応を考えておられるのか、見解を

お聞きします。 
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  １回目の質問は以上でございます。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  栗原議員の質問に順次お答え申し上げます。 

  まず１点目の地域計画等における事業費と決算見込額との差異についてのご質問で

ございますが、これはご承知のとおり競争入札の実施による入札差金でございます。 

  次に２点目のＴ－ＶＯＣの測定値が室内環境基準を上回っているというご指摘でご

ざいますが、ご承知のとおり室内環境基準というのは厚生労働省がお示しになったＴ

－ＶＯＣの測定方法でございまして、ＧＣマスのクロマト上で質量 86 のノルマルヘキ

サンから質量 226 のノルマルヘキサデカンまでの部分に見つけられる化合物というこ

とでございます。本組合におけるＴ－ＶＯＣの連続測定につきましては、専門委員会

が設定した質量設定を基準にいたしております。したがいまして、室内環境基準と本

組合のＴ－ＶＯＣの連続測定値とは全く違うものであり、比較することは難しいとい

うことでございます。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）  栗原議員。 

○12 番（栗原 俊子君）  １点目の質問において入札による差異だというふうに簡単

におっしゃられましたけれども、私はかねてよりこのことについてちょっと疑問を持

っておりました。まず、この４市の組合議会の議員になりましたのは昨年の秋からで

ございますが、この本施設の建設計画そのものを初めて聞きましたのは 2003 年の秋、

地元交野の議会、正式に言えば委員会ですが、で説明されたときの事業費概算は地域

計画よりも約 1.3 倍強でした。そしてその地域計画よりもさらに少ない額、0.73 倍で

す。これは私ずっと不審に思っていたんですが、 初の概算が大雑把すぎたのではな

いかと思うのですが、これは誤差のうちなのでしょうか。なんか認可を取るためにこ

のようなというか、そういうちょっと不審に思ったということです。 

  それから質問の２点目なんですが、今まで周辺住民の方々へ本施設側では専門家の

方の意見もいただき、排ガスを活性炭吸着装置で浄化して、当施設は健康被害の原因

にはならないと返答されていたと思います。しかし、この建設された地域は民間リサ

イクル施設、これからはまた第二京阪道路開通によりまして排出される有害物質と相

まって相乗的作用をもたらすところで立地としてはよくなかった。にもかかわらず、

ほかの場所との比較検討、その上での費用対効果を検証せずに、初めからこの場所あ

りきで押し通されたと認識しております。今さらこんな意見を言って蛇足かもしれま

せんけれども、次の１、２点をお尋ねいたします。 
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  全国の廃プラ中間処理施設はどこも活性炭吸着装置をされているのでしょうか。特

に類似規模においての活性炭の装置はどれほどでしょうか。ちなみに本施設では 20

年度予算に 1100 万円強計上されております。２点についてお答えをお願いいたします。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  まず 初に、こういう施設を建設する手順を若干ご説

明を申し上げたいと思います。まず、こういう施設をつくる場合、基本構想というこ

とで場所はどこなのか、規模はどの程度なのか、どういう設備が必要なのかというこ

とと、社会的背景を含めて基本構想をまとめてまいります。その基本構想とあわせて

概算設計、基本設計をしてまいります。その中での設計価格というのは私ども専門家

がいてるわけじゃないんで、いろんな業者さんに見積もりを取りながら基本構想をま

とめてまいります。次に実施設計ということになるんですけども、今回の施設に関し

ましては性能発注という手法をとりましたので、この施設の時間当たりの処理能力、

排出ガスの先ほども話題になってますけど、90％以上というような形で排出ガスを浄

化するシステムをつくってほしいとか、そういう具体的な注文をしながら建築業者あ

るいはプラント業者等の入札を行ってまいりました。そういう関係上、見込み過ぎた

ということよりも、概算から順次進めてまいりますので、金額としてはこの施設の場

合は減ってきたということになろうかと思います。 

  続いて類似施設で必ず活性炭吸着塔が用意されているのかというご質問でございま

すけども、それは場所によってされたりされなかったりです。私どもの施設で特に一

番基本的に違うのは、ピット部分がまず一番大きくガスの発生する場所だというふう

に認識してます。次に手選別ラインで要するにプラスチックをかき回している場所と

いうのがいろんなガスが出てくる可能性のある場所でございます。それが３階とピッ

ト部分ですね。それからあと１階のストックしている場所、こういう場所が 初にガ

スが出るだろうと予測している場所です。次に２階と４階については建築換気でいけ

るんではないかというふうに判断をいたしておりましたが、実際に協議をしている中

で建築換気以上のものを付けたいということでピアフィルターという形で、これも活

性炭吸着ですけども、そういうものも設置いたしております。そういう関係で類似施

設よりもたくさんな公害対策というんか、排ガス対策はいたしてきております。来年

度確かに活性炭についてはそういう金額を予定しておりますけども、実際には入札結

果ということになりますので、どの程度の金額かはまだはっきりはいたしておりませ

ん。ちなみに申し上げますけども、活性炭の１㎏当たりの金額は 600 円から 700 円で
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ございます。以上でございます。 

○議長（河西 正義君）  栗原議員。 

○12 番（栗原 俊子君）  私が特に活性炭吸着装置のことをお聞きしたいのは、全国

的に類似規模の処理場でそういうものを必ずしも付けなくて、付けてないところもあ

るような言い方をされました。ならばこの本施設だからこそそういうものが必要では

なかったか。というのは、だってピットだとかストックとかいうのはどこの処理場で

もあるわけですからね。もしそういうところの発生ガス量が多かったら、どこにでも

付けているはずだと思うんですけど、要するにここの立地はよくないから、活性炭に

よって浄化をしようということではなかったかというふうに私は認識をしているん

です。ですからあえて申し上げれば、その部分は余計な費用ではないかということを

申し上げたいのですが、いかがでしょうか。また、私の間違った認識でしょうか。こ

の活性炭は臭いというよりも、排ガスの浄化というところで付けられたのではないの

でしょうか。率直にお尋ねいたします。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ご指摘いただいてます活性炭の問題ですけども、ごみ

処理場はあちこちまいります。基本的にはほとんどが臭いがする施設と全く臭いがし

ない施設とございます。この臭いがしない施設というのは基本的には活性炭吸着塔が

設けられている施設です。また、活性炭吸着塔は、脱臭装置の一種で、もちろん排ガ

スを吸着することによって脱臭するということでございます。 

○議長（河西 正義君）  これにて栗原議員の一般質問を終結します。次に伊藤議員

の一般質問を許します。伊藤議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）  一般質問に立たせていただきます。私自身も枚方から派

遣されているこの北河内 4 市リサイクルの議員としての責任と、それと枚方市民の皆

さん方も市がやるリサイクルだからということで今、非常に努力をされて、各家庭で

は分別に一生懸命になっているということで 20％等多く出されているという報告も

受けましたけれども、一方で寝屋川の市民の方たちが健康被害を受けているという状

況の中では、ほんとに一方で申し訳ないなという気持ちがあるものとして、やはり住

民の方の健康被害についてということで質問をさせていただきます。 

  北河内 4 市リサイクルプラザ、いわゆるかざぐるまが２月１日より操業を開始いた

しましたけれども、この施設建設以前からリサイクルアンドイコール社が操業を開始

していて、その時期以降に付近住民の皆さんから悪臭とともに目や鼻やのどの痛み、
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発疹などの訴えが急増いたしまして、地域住民の皆さんから４市リサイクル施設の建

設反対と環境調査、健康調査が要望されまして、私もそれに関連して昨年 11 月の定例

会で質問をさせていただきました。それに対しまして中野事務局長は昨年３月の、で

すから 2007 年ですかね、2007 年３月の環境調査ではすべて基準値以下であり、現時

点では健康調査をする必要ないという回答をされました。しかし、基準値以下という

ことを錦の御旗にするのではなくて、健康被害に苦しんでおられる地域住民を 優先

した施策を行うことが心ある行政ではないでしょうか。 

  また、同じ 11 月の定例会で中野事務局長は、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と言われていますが、現実に苦しんでいる地域住

民の方がおられるのですから、これはあなた任せにせずに、その原因である特定物質

をきちんと突き止めていくことが行政の責任ではないかと思います。 

  以上のことから改めて早急に正確な環境調査と健康調査を行うべきだと思います。

今までの中谷議員はじめ栗原議員の質問とダブるかもしれませんけれども、私の方か

らもこのことで意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  ご指摘いただいている内容は昨年の３月に大阪府と寝

屋川市と寝屋川保健所の協議の結果の健康調査の要望に対する考え方でお答えを申

し上げております。答弁の繰り返しになって大変申し訳ございませんけども、本年３

月、要するに昨年の３月だと思いますけども、大阪府、寝屋川保健所及び寝屋川市の

健康被害を前提とした健康調査の要望に対する考え方におきましては、１つは環境調

査はすべて基準以下であり、現時点で健康調査をする必要がない。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点目に健康調査

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、というふうにまとまっ

ております。その後も引き続いて大気調査については大阪府並びに寝屋川市において

実施をされております。それの数値について私ども直接はお伺いしておりませんけど

も、基準を大きく上回るようなものはないというふうに聞いております。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）  今回も以前の答弁を踏まえてご回答いただいたわけです

けれども、基準値以下だから調査不要、それから言葉の中にはイコール社やリサイク

ルプラザが健康被害の原因とは断定できないなどという、今までそういう回答が議会
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の中でも出されてきましたけれども、現実に民間の施設であるイコール社の操業開始

以降、地域住民の皆さんが健康被害を訴えておられ、ほかにこの地域では原因として

考えられる環境的な変化が全くないということを見れば、やはりこの民間の施設の操

業が原因と考えるのが自然ではないかと思います。その上に今年の２月から４市リサ

イクルプラザの操業が開始されまして、ますますこの健康被害が加速しているのでは

ないかと住民の方々は懸念されています。調査の結果がすべて基準値以下というふう

によく言われるんですけれども、日本の公害や農薬に対する基準値はいわゆる企業か

らの圧力などもあり、特にダイオキシンなどを見ても諸外国より１ケタ高いのが常識

となっています。こういった中で大切なのは基準値ではなくて、現実に起こっている

健康被害の実態だと思います。仮に基準値以下であっても健康被害が起こっているの

なら、基準値そのものに問題があるか、また複合汚染というものによるものだという

ことが一般的に考えられるべきだと思います。また、プラスチックは石油などを原料

にいたしまして複雑な物質に作り上げたものですから、そこから発生するＴ－ＶＯＣ

は予測ができないものが多いかと思われます。しかし、原因物質が特定されなくても、

有害な物質が出ていることが分かれば操業を止めて、発生しないようにすることは可

能だと考えます。 

  ４市リサイクルプラザが稼動して寄せられた地域住民の方からの声の中に、４市リ

サイクルプラザが操業されてから特にいろんな症状がひどくなったと。夜中は毎日鼻

が痛くなったり、目が覚め、頭も痛くなったかと思うと、体の中の血液に何か変化が

あったようで、どうなるかと恐ろしくなる。また、娘さんも家の中で寝苦しくて寝ら

れない。本当に臭いを吸ったら体が震えて怖い。とても不安で殺されるような思いだ

と。寝るときも家にいるときもマスクが外せない。そして寝屋川市へ帰ってきたら空

気が違って、息を吸うのが怖い、というものが寄せられているとお聞きいたしました。

この声をどのようなお気持ちで管理者の皆さんたちはお聞きでしょうか。特に管理者

でご当地寝屋川市長である馬場市長さん、この方の隣の部屋で数カ月過ごしてみられ

たらお分かりいただけるのではないでしょうか。以上のことから再度、基準値、特定

物質というそのことが分からなければ、また基準値以下だからということではなくて、

早急に正確な環境調査と健康調査を行うことを要望して質問を終わりたいと思います

が、このことに対する再度のお答えをお願いいたします。 

○議長（河西 正義君）  中野事務局長。 

○事務局長（中野 泰雄君）  私も先日、津田教授の証言と反対尋問は傍聴させてい
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ただきました。その折に津田先生は少なくとも現地を十分承知しておっしゃっている

わけではないという印象を強く受けました。そういう意味合いにおいては私どもの主

張についても一定のご理解がいただける部分があろうかと思います。少なくとも基準

値なり基準値のあるものはすべて基準値以下、それから付近の状況についても二国の

工事と複雑に絡んでおりますけども、専門委員会でこの辺の判断については各事業者

ごとの環境影響調査が現在取り得る日本での一番 高の方法、環境影響評価に準じて

施設ごとに環境影響評価するのが 善策であるというふうにご指摘もいただいてお

りますので、私どもとしては今の段階でそういう公害があるというふうには思ってお

りません。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）  私がここで今回質問に立たせていただきましたのは、本

来、例えば行政は一定の地域なりに住民の皆さんの様々な困ったことが起こったとき

にはそれをやっぱり調査するじゃないですか。例えばこういった大気汚染ということ

のみならず、土壌調査とか問題があれば本当に全力を尽くしてその原因を追求して、

市民の方の健康被害にならないように全力を尽くすのが本来の行政の仕事だという

ことからして、私は基準値とか特定物質ということではなしに、全力をかけて健康調

査、環境調査をすべきだということをお願いしたわけですから、本当に行政が何のた

めに仕事をしているのかというあたりをもう一度考えていただきまして、私が要望し

たことを実現してくださることをお願いして、質問を終わります。 

○議長（河西 正義君）  これにて伊藤議員の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ごあいさつを申し上げます。 

  本日は上程させていただきましたすべての案件について慎重にご審議をいただき、

いずれもご可決を賜りまして誠にありがとうございます。本日賜りましたご意見、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、皆様方にはより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

  結びになりますが、議員の皆様方の今後ますますのご活躍とご健勝、ご多幸を心よ

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
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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（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申し上げま

す。 

  本日、無事、平成 20 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を心から御礼申し

上げます。今後も管理者をはじめとして理事者の皆さんにおかれましては、引き続き

安全には十分留意をされ、適正かつ円滑な事業の推進に一層の努力をされるようお願

いいたします。 

  議員の皆さん方にはそれぞれの議会で３月定例会を間近に控えまして大変お忙しい

時期でございます。まだまだ寒い日も続いておりますので、体には十分ご自愛をいた

だきますようお願いを申し上げます。簡単でございますが、閉会のごあいさつとさせ

ていただきます。 

  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 20 年第１回定例会を閉

会いたします。ご苦労さんでございました。 

（午後３時 38 分  閉会） 
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