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（午後２時 00 分  開会） 

○議長（大隈 恭隆君）  こんにちは。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。

寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  ただいまの会議の出席議員の数は 13 名でございま

す。以上でございます。 

○議長（大隈 恭隆君）  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 21 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。 

  開会に際し、管理者からあいさつしたい旨の申し出がありますので、これをお受け

します。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  開会にあたりまして一言ごあいさつ申し上げます。 

  本日、平成 21 年第 2 回北河内４市リサイクル施設組合議会定例会を招集させていた

だきましたところ、議員各位におかれましては何かとご多用の中、ご出席を賜り、誠

にありがとうございます。 

  さて、おかげをもちまして、リサイクルプラザの運転につきましては、現在まで事

故やトラブルもなく順調に業務を行っております。今後ともリサイクルプラザの運営

にあたりましては、構成４市及び関係者の皆様とより一層の連携を図りながら、安全

を第一に円滑かつ着実に遂行してまいる所存でございます。議員各位の一層のご理解

とご協力を賜りますよう、よろしく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、平成 21 年度補正予算

並びに平成 20 年度歳入歳出決算の認定の３件でございます。各案件の内容につきまし

ては、上程の際、ご説明を申し上げますので、議員各位におかれましては慎重ご審議

をいただき、ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、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（大隈 恭隆君）  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、伊藤和嘉子議員と板東敬治議員の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、岩本健之亮議員に 13 番の議席を指定しま

す。なお、配席表はお手元に配布しております。 
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  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（大隈 恭隆君）  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 21 年７月 14 日から平成 21 年 11 月４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す。ご了

承いただきますようお願いします。 

  日程第３、選任同意第 2 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。 

 （ 12 番  前波艶子議員 退場） 

○議長（大隈 恭隆君）  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２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。お手元の議案書１ページでございます。 

  北河内４市リサイクル施設組合議員選出の監査委員稲田美津子氏が、平成 21 年９月

７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、ご提案を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

審議をいただき、ご同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（大隈 恭隆君）  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（大隈 恭隆君）  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。 

 （ 12 番  前波艶子議員 入場） 

○議長（大隈 恭隆君）  日程第４、議案第３号 平成 21 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。武図課長。 

○課長（武図 義正君）  ただいま上程いただきました議案第３号 平成 21 年度北

河内４市リサイクル施設組合補正予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を
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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 21 年度北河内４市リサイクル施設組合の補正予算（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に、歳入歳出それぞれ 2 億 1534 万 3000 円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 億 271 万 9000 円と定める。 

 ２  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。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条において準用する同法第 214

条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務

負担行為」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。 

  初めに歳入歳出補正予算事項別明細書によりましてご説明申し上げます。５ページ、

６ページをお開き願います。また、併せまして参考資料の 1、2 ページ、再商品化合理

化拠出金の補正をご参照願います。 

  まず歳入でございますが、３款 諸収入、２項 雑入、１目 雑入、補正額 2 億 1534

万 3000 円。本補正につきましては、再商品化合理化拠出金収入の補正でございます。 

  この再商品化合理化拠出金制度につきましては、平成 18 年６月公布の改正容器包装

リサイクル法に新設されました「市町村に対する金銭の支払」条項により、本年９月

に平成 20 年度分「再商品化合理化拠出金」として財団法人日本容器包装リサイクル協

会から支払われたものでございまして、事業者や市町村、消費者が連携して、社会全

体としてリサイクル（再商品化）の合理化・効率化に取り組むという考えに基づき、

効率化が図られた場合には、その成果を事業者から市町村に拠出するという仕組みで

ございます。 

  続きまして歳出についてご説明を申し上げます。次の７、８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 2 億 1534 万 3000

円でございます。本補正につきましては、再商品化合理化拠出金収入を組合規約によ

る経費率に基づきまして関係市へ分配しようとするためお願いするものでございます。 

  内訳といたしましては、枚方市分配金が 1 億 555 万 5712 円、寝屋川市分配金が 6638
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万 8281 円、四條畷市分配金が 1932 万 2073 円、交野市分配金が 2407 万 6845 円でござ

います。 

  恐れ入りますが、３ページにお戻り願います。 

  続きまして「第２表 債務負担行為」につきましてご説明を申し上げます。また、

併せまして参考資料の３ページ、債務負担行為年度別内訳をご参照願います。 

  まず北河内４市リサイクルプラザ運転管理等業務委託でございますが、期間といた

しましては平成 22 年度から平成 24 年度とし、6 億 700 万円を限度額とするものでご

ざいます。 

  次に北河内４市リサイクルプラザ施設総合管理委託でございますが、期間といたし

ましては平成 22 年度から平成 24 年度とし、1800 万円を限度額とするものでございま

す。 

  今回お願い申し上げます債務負担行為は、施設の運転管理に伴います運転管理等業

務委託、施設総合管理委託をそれぞれ長期の契約で締結するためお願いするものでご

ざいます。 

  各委託料につきましては、長期の契約を行うことにより、入札参加業者が雇用人員

を安定的に確保できること、業務開始に係る初動経費の節約等、短期間の契約により

生ずるリスクの回避により経費削減につながること、及び本組合業務の安定した運営

と品質の確保など多くのメリットがあると判断いたしました。 

  以上によりまして、各委託業務の期間につきましては、経済的変化や社会的な制度

の改変なども勘案し、運転管理等業務委託と施設総合管理委託を３カ年としようとす

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（大隈 恭隆君）  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

のないように念のためお知らせします。順次、質疑を許可します。まず、通告に従い、

中谷議員の質疑を許します。7 番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  債務負担行為について関連してお聞きをしたいと思います。

これは来年度から３年間の引き続く施設稼働のために予算化されたものですけれど

も、建設にあたって施設の安全性の検証を行った専門委員会の報告と大きく異なるＴ

ＶＯＣ濃度の測定値が連日続く状況となっています。また、周辺住民がイコール社と
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４市施設組合を相手に行っている控訴審では、一審とは違って、３人の医師団による

健康被害の意見書、施設周辺地域に大気の接地型逆転層が形成されたときに、２つの

廃プラ処理施設から排出される有毒ガスが健康影響を与えている意見書などが提出

されています。４市組合として、健康被害があるかどうかを行政としての責任を明確

にするためにも優先して行うべきと考えますけれども、いかがですか。 

○議長（大隈 恭隆君）  理事者から答弁を求めます。寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  健康被害の有無につきましては、本施設の稼働当初

から環境保全対策及び維持管理には万全を期していることから、健康被害はないもの

と認識しております。以上でございます。 

○議長（大隈 恭隆君）  ７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  今の健康被害がないというふうに答弁があったわけですけ

れども、その根拠ですね。健康調査等されて、なかったという、そういう明確なもの

がありますか。 

○議長（大隈 恭隆君）  寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  健康調査の実施につきましては、先般の大阪地裁に

おかれまして我々の本施設から化学物質の原告らへの到達は認められないと判断さ

れているとともに、また大阪府あるいは寝屋川市が府と共同で１年間、有害大気の汚

染物質の測定マニュアルに基づきまして測定を実施され、またその後１年、寝屋川市

単独で同じような測定をされております。その中からでも環境基準を上回るとか、そ

ういう指針値以上とかいう数字は出てきておりません。ですので、今回この時点にお

いて我々のそのガスが出ているということは認識しておりません。 

○議長（大隈 恭隆君）  ７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  今の答弁から見ても、健康調査そのものをやられたという

答弁ではありませんでした。環境調査等してきたということですけれども、これ一審

の裁判が起こされた当時は、健康被害の恐れがあるという、いわば予防原則の立場か

ら起こされたものですけれども、現実に一審では、要するに今、住民等が自分の症状

を自分で判断して訴えていると、こういうふうなことで医師等による明確な診査、診

断等が出されていないというような内容の判決等があったと思いますが、今日、私が

質問した中では、そういう一審とは違ってということで質問もさせていただいていま

す。到達していないということもおっしゃっていますけれども、接地型逆転層が形成

されたときに、明確に排出ガス等が接地型逆転層の中、だから拡散をせずに逆転層の
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中をずっと地表に接して沿うように広がっていくという、そういったことを確認され

た上で、専門の研究者が例えば煙等を焚き火で出されて、それがどんなふうにたなび

くかということを含めて実際に調査をしておられるわけですよね。そういったことを

踏まえておられる答弁とは決して思えません。一審判決と違った状況で質問しておる

わけですから、改めて明確にその後出された、控訴審等で出されている意見書等に対

して対応する形での答弁を改めて求めたいと思います。 

○議長（大隈 恭隆君）  辻課長。 

○課長（辻 康明君）  それでは二審で原告からそういう意見書等が出ております。

その内容を踏まえてお答えさせていただきますということで、まず接地逆転層ですね。

俗にいう、議員がおっしゃったのは西川先生の意見書のことと思いますが、その中の

数字につきましては、その正確性について疑問があるというふうに考えております。

例えば、その接地逆転の温度センサーの確度といいますか、そういう精度につきまし

てはプラスマイナス 0.7 度の機器を用いていると。その中で接地逆転が起こってる温

度を 0.1 度に設定して接地逆転というような形で分析されてると。これはもうその正

確性につきましては疑問が残るというふうに考えております。 

  あと医師の意見書等を提出されているということでございますが、それにつきまし

ては寝屋川の小学校の健康診断ということで、そちらから結膜炎とか皮膚疾患、鼻炎、

喘息等の解析をいたしました。それによりますと平成 16 年以降発生率がいずれも増加

する傾向を示していないということでございまして、そういう健康被害が起こってな

いというふうに考えております。 

  あと１点、柳澤先生の意見書でございますが、例えば柳澤意見書の中にも接地逆転

の温度の話が出ております。それにつきましても高低差が５ｍの中で、例えば 10 度か

５度、５度も温度差があるというような測定結果が出ております。通常５ｍの高さで

温度が５度も変わるというようなことはちょっと考えにくいかなと私ども思っており

まして、そういう形で今回口頭弁論で反論をさせていただいているということでござ

います。いずれにいたしましても、この辺の判断は 終、控訴審の方で判断がされる

というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（大隈 恭隆君）  他に質疑はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（大隈 恭隆君）  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。７番、中谷
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議員。 

○７番（中谷 光夫君）  議案第３号 2009 年度（平成 21 年度）北河内４市リサイ

クル施設組合補正予算（第１号）に反対の討論をします。 

  先ほどの答弁にあった分については、また一般質問の中でも反論を含めて申し述べ

たいと思いますが、質疑で述べたように建設にあたって施設の安全性を検証した専門

委員会の報告と大きく異なる高いＴＶＯＣ値の排出ガスが連日続いています。また、

住民の訴えを受けて民間工場の操業との関連を指摘する健康被害の報告が疫学の研究

者、大気環境の研究者 3 人の医師団から行われています。裁判で係争中ですが、こと

は命、健康に関わる問題です。施設の運転継続よりも施設の安全性の再検証、住民の

訴えを受けた健康調査と健康環境対策を優先すべきと考えます。施設の安全が確認さ

れるまでの間の事業の凍結を求め、反対討論といたします。 

○議長（大隈 恭隆君）  他に討論はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（大隈 恭隆君）  これをもって討論を終結します。 

これから議案第３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（大隈 恭隆君）  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５、認定第１号 平成 20 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。武図課長。 

○課長（武図 義正君）  ただいま上程いただきました認定第１号 平成 20 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ご説明申し上げます。

議案書の２ページをお開き願います。 

  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

基づき、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 20 年度からは施設の運転管理が主な業務となり、年間 1 万 1734 トンのペット

ボトルやプラスチック製容器包装の選別・圧縮梱包処理を行いました。また、活性炭

の交換業務等を計画的に実施し、施設周辺地域への環境影響に配慮した運営に努めて

おります。今後とも、事務執行にあたりましては関係４市の財政状況を勘案し、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。 
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  それではお手元の歳入歳出決算書に基づきまして順次ご説明申し上げます。 

  初めに決算書の 22 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 3 億 4934 万 9000 円でございます。一方、歳出総額は 3 億 2818 万 3000

円でございます。その結果、歳入歳出差引額は 2116 万 6000 円でございます。翌年度

へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は 2116 万 6000 円となり、同額

を翌年度へ繰り越しいたしまして平成 20 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 94.1％、歳出で 88.4％となっ

ております。 

  恐れ入りますが、７ページにお戻り願います。 

  続きまして、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きましてご

説明を申し上げます。８ページ、９ページをお開き願います。 

  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 3 億 2077 万 6503 円、

内訳といたしまして枚方市負担金が 1 億 4144 万 7306 円、寝屋川市負担金が 9525 万

9999 円、四條畷市負担金が 3920 万 3459 円、交野市負担金が 4486 万 5739 円でござい

ます。 

  次のページ、10 ページ、11 ページをお開き願います。 

  ２款 財産収入につきましては収入済額が 0 円でございます。 

  続きまして３款 諸収入、収入済額 1602 万 5542 円、内容につきましては目ごとに

ご説明申し上げます。 

  １項 組合預金利子、１目 組合預金利子、収入済額 14 万 8558 円、組合預金利子

でございます。 

  ２項 雑入、１目 雑入、収入済額 1587 万 6984 円、内訳といたしましてはペット

ボトル有償入札拠出金収入 1575 万 2617 円、雑入の 12 万 4367 円につきましては自動

販売機の行政財産目的外使用に係る光熱水費でございます。 

  次のページ、12 ページ、13 ページをお開き願います。 

  ４款 繰越金、収入済額 1254 万 7268 円につきましては前年度繰越金でございます。

内容といたしましては平成 19 年度の決算剰余金でございます。 

  歳入合計といたしましては収入済額 3 億 4934 万 9313 円でございます。 

  続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。14 ページ、15 ページをお開き

願います。 
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  １款 議会費、予算現額 311 万 8000 円、支出済額 251 万 2683 円、主な内容といた

しましては議員報酬 196 万 6317 円、行政視察に係る費用弁償 33 万 4800 円、会議録作

製に伴います筆耕翻訳料 20 万 1336 円などでございます。 

  ２款 総務費、予算現額 7165 万 6053 円、支出済額 5936 万 7254 円、内容につきま

しては目ごとにご説明申し上げます。 

  １項 総務管理費、１目 一般管理費、予算現額 7136 万 1053 円、支出済額 5915

万 9190 円、主な内容といたしましては特別職報酬 71 万 4000 円、情報公開審査会委員

報酬 5 万 2000 円、次のページ、16 ページ、17 ページをお開き願います。行政視察に

係る普通旅費 14 万 6640 円、需用費・例規集追録作製及びリサイクルプラザ案内パン

フレット作製に係る印刷製本費が 141 万 1053 円、役務費・電話料が 31 万 6689 円、操

業差止等請求訴訟や施設総合管理などの委託料が 651 万 9450 円、コピー、ファックス

などの使用料が 36 万 568 円、派遣職員人件費負担金が 4896 万 1155 円などでございま

す。 

  ２目 公平委員会費、予算現額 4 万 9000 円に対しまして支出済額が 0 円で、全額不

用額でございます。 

  次に 18 ページ、19 ページをお開き願います。 

  ２項 監査委員費、１目 監査委員費、予算現額 24 万 6000 円、支出済額 20 万 8064

円、内容といたしましては監査委員報酬でございます。 

  続きまして３款 衛生費、予算現額 2 億 3906 万 9000 円、支出済額 2 億 2739 万 3500

円、主な内容といたしましては需用費・光熱水費 1690 万 6797 円、運転管理等業務委

託やプラスチック製容器包装再商品化業務などの委託料が 2 億 703 万 3292 円などでご

ざいます。 

  次に 20 ページ、21 ページをお開き願います。 

  続きまして４款 公債費、予算現額 4930 万 5000 円、支出済額 3890 万 9534 円、内

容につきましては目ごとにご説明申し上げます。 

  １項 公債費、１目 元金、予算現額 2398 万 1000 円、支出済額 2398 万 430 円、内

容といたしましては償還金でございます。 

  ２目 利子、予算現額 2532 万 4000 円、支出済額 1492 万 9104 円、内容といたしま

しては利子及び割引料でございます。 

  歳出合計といたしましては予算現額 3 億 7117 万 2000 円、支出済額 3 億 2818 万 2971

円でございます。 
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  続きまして 23 ページ以降の財産に関する調書につきましてご説明申し上げます。24

ページをお開き願います。 

  １の公有財産につきましては、土地・建物ともに平成 20 年度中の増減はございませ

ん。 

  また、２の物品につきましても、平成 20 年度中の増減はございません。 

  以上、簡単な説明ではございますが、平成 20 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決算に関する主要な施策の成果及び決算審査意見書をご参照

いただきまして、何とぞよろしくご審議の上、ご認定賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（大隈 恭隆君）  順次、質疑を許可します。まず通告に従い、中谷議員の質

疑を許可します。７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  それでは順次質問いたします。１つ目ですけれども、主要

な施策の成果ですね。その５ページに物件費として 2 億 3700 万 5000 円という報告あ

りますけれども、主に委託料ということですが、もう少し金額そのものの詳細ですね、

ご説明を願いたいと思います。 

  次に委託料に関係してお聞きをします。１つ目は運転管理等の業務委託についてで

す。大阪東部リサイクル事業協同組合が低入札で落札をして行っています。昨年夏、

本施設事業に関わって私ども日本共産党寝屋川市会議員団に対する威嚇・暴力行為が

あった点については、改めて重大な問題として指摘をしておきたいと思います。委託

にあたって、低入札審査が行われましたが、低入札についてはワーキングプアの問題

とも関連をして、公共事業については少なくとも公契約のあり方として安ければよい

との考え方を根本から改めるよう求める世論も広がっています。想定した人件費につ

いて説明してください。また、実際の従業員の雇用状況をしっかりと把握しておられ

るでしょうか。現状と想定した労働者の賃金を下回らない公契約のあり方について見

解をお聞きします。 

  次にプラスチック製容器包装再商品化についてですけれども、2009 年度についても

４市組合保管分、これを再商品化事業者としてリサイクル・アンド・イコール社が 1

万 203 トン、トン当たり 8 万 3980 円で落札をしています。2008 年度の４市組合の委

託料は 2958 万 5117 円ですけれども、日本容器包装リサイクル協会が業者に支払う委

託料の金額とそれに占める４市の割合はどうなるでしょうか、ご説明願います。委託
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料から業者が再商品化したパレットの販売額を差し引いた金額はどうなるでしょうか、

明らかにしてください。 

  次に環境調査についてお聞きします。３つの調査を業務委託しておられますが、１

点目、有害大気汚染物質測定業務委託については、環境基準値と室内濃度指針値が示

されている６物質のみとなっています。測定した敷地境界とチャンバー室の２カ所の

ＴＶＯＣ値に対する６物質の測定値合計が占める割合は、敷地境界で 10％未満、チャ

ンバー室では１％未満であり、大半が未知の状態です。住民から健康被害の訴えがあ

る中で、基準値がなくても、排出している物質とその毒性について明らかにする必要

があると考えますけれども、いかがでしょうか。 

  次にＴＶＯＣ検討分析調査についてです。今申し上げた有害大気汚染物質調査では、

住民の不安を解消できないことから行われたものだと考えます。これまでも質問して

きましたが、日常行っている連続測定値と分析にあたって行われた併行測定値にはか

なりの差があります。どちらの値も正しいとのことですが、母数をどう取るかでＴＶ

ＯＣに占める割合は大きく異なります。ブタンやプロパン等に限った調査ですが、も

っと多くの物質を明らかにする調査ができることを示していると考えますけれども、

いかがですか。 

  次に悪臭測定調査についてです。環境省も大気中に何十万、何百万あるいは何千万

以上ともいえる多種多様な化学物質が存在することを認め、そうした複雑な環境状況

のもとでは、人間の臭覚による調査がふさわしいとの見解を示しています。22 物質の

悪臭調査が行われていますけれども、環境省や大阪府の動向などを調査し、臭覚士に

よる調査の検討は行われたでしょうか、説明を求めます。 

  次に活性炭交換についてお聞きします。活性炭交換が年に２回行われています。施

設の建設にあたって施設の安全性を検証するために専門委員会がつくられました。そ

の報告は、本施設に関するＴＶＯＣなどの基準がないことを確認した上で、２人の委

員の反対の意見書にもかかわらず、活性炭を用いることでＴＶＯＣの約 90％が除去さ

れ、寝屋川市役所局で測定されたＴＶＯＣ値と変わらないと、多数の意見を専門委員

会の安全宣言として出しました。本施設が当初電光掲示板に市民に示したＴＶＯＣの

参考値 1400μ g／㎥は、その経過を踏まえたものだと考えます。ところが、2008 年度

の排出空気監視モニター一覧表を見ると、1400μ g／㎥以内に収まった日は３日あるだ

けです。６月には 小値さえ 1400μ g／㎥を上回っています。今年の５月には 大値

が 3 万 8940μ g／㎥にもなっています。本施設に該当しない他施設の 21 万μg／㎥を
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超える基準を参考値にすり替えるなどは、安全性の検討の経過に照らしても許されな

いことと考えます。改めて専門委員会による安全性の再検証が必要と考えますけれど

も、いかがですか、答弁を求めます。 

○議長（大隈 恭隆君）  理事者から答弁を求めます。寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  まず中谷議員さんから通告ございました点について

答弁させていただきます。 

  運転管理業務委託における想定人件費につきましては、「廃棄物処理施設維持管理業

務積算要領」や「公共工事設計労務単価」からそれぞれの人件費単価に想定工数を乗

じて算定しております。また、実際に支払われている人件費につきましては、 低賃

金を上回る額で雇用されております。 

  次に従業員の雇用状況につきましては、当然のことながら受託者へ労働基準法や労

働安全衛生法等、現行労働関係法規の遵守を義務づけており、確認もいたしておりま

す。 

  なお、公契約につきましては関係市において条例化がなされておらず、今後、国の

動向を注視してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

  次にプラスチック製容器包装再商品化についてでございますけれども、平成 20 年度

のプラスチック製容器包装再商品化業務委託料の 2958 万 5117 円は、本組合から日本

容器包装リサイクル協会への引渡量に協会の委託単価を乗じた額の４％を負担してい

るものでございます。そのため、組合といたしましては日本容器包装リサイクル協会

が業者に支払う委託料の金額等については把握しておりませんので、よろしくお願い

いたします。 

  次に環境調査についてでございますけれども、規制値のない物質調査の実施につき

ましては、ＴＶＯＣに占めるブタン、プロパン等の割合が約 80％を占めているため、

未知物質の測定調査は実施いたしません。 

  次にＴＶＯＣの検討分析調査につきまして、先にご答弁申し上げましたとおり、ブ

タン等につきましてはＴＶＯＣの約 80％を占めており、このほかの組成を補完するた

め、環境基準の４物質とアルデヒド類２物質、計６物質を測定しております。したが

いまして、今後もＴＶＯＣで施設の排出空気を管理してまいります。 

  次に悪臭調査につきましては、施設の設置場所がこの寝屋川市でございますので、

悪臭の規制基準につきましては寝屋川市で規制されている特定悪臭物質に定められて

いる 22 物質を測っております。臭覚による調査は実施いたしません。 
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  次に活性炭の交換につきましては、1400μ g／㎥はＴＶＯＣの規制値等が整備されて

いなかったことから、一般大気中のＴＶＯＣ濃度の参考として、寝屋川市役所屋上に

おいて平成 17 年１月に１度だけ測定した結果で得られた数値でございます。このため、

施設の稼働に伴い、大気汚染防止法における揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の規制対象

となる基準のうち、 も厳しい基準を適切と判断し、排出空気監視モニターの参考値

を変更したものでございまして、再検討の必要性はないと認識しております。 

○議長（大隈 恭隆君）  武図課長。 

○課長（武図 義正君）  物件費の主な内訳についてご説明申し上げます。まずリサ

イクルプラザ定期点検委託、こちらが 192 万 5700 円、運転管理等業務委託が 1 億 7236

万 6175 円、プラスチック製容器包装再商品化業務委託が 2958 万 5117 円、あと環境

調査業務委託、こちらが 315 万 6300 円、その他といたしまして光熱水費、これは 1690

万 6797 円が主なものとなっております。よろしくお願いします。 

○議長（大隈 恭隆君）  ７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  それでは２回目の質問をさせていただきます。 

  まず 低賃金を上回っているというお答えがあったんですけれども、その 低賃金

を守っておればいいということ自身が、今大変ワーキングプアの問題とも関わって問

題になっていると。そういう点では寝屋川市が直接例えば雇用される際に時給等ある

いは１日の賃金等決めておられる金額と、現在の大阪府の 低賃金との差はあるのか

ないのか。あればどの程度あるのか。これを明らかにしていただきたいと思います。 

  次にプラスチック製容器包装の再商品化について日本容器包装リサイクル協会がど

の程度支払っているかは関係ないということだったわけですけれども、これは日本容

器包装リサイクル協会がやってることだからということではなくて、当然その４％分

についても引渡量ということで負担しているという説明はありました。やっぱり再商

品化についても４市としても責任があるということから、当然その行き先についても

どうなっているか。金額的なことも含めてこれは把握すべきじゃないかということを

求めておきたいと思います。 

  次に環境調査についてですけれども、私も質問の中で言いましたけれども、この６

物質だけでは、ほんとに敷地境界で６物質全部合わせてもＴＶＯＣの 10％にもならな

いと、チャンバー室では１％にもならないんだと、こんなことで住民の健康被害が実

際に訴えられている中で、そういった不安解消になるのかということで申し上げたわ

けで、基準値がなくても、排出している物質を調査することは、これはもう柳澤先生
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の調査でもそうですが、その他のところでも行政そのものがやっている調査でも可能

だと言えます。その毒性についても物質が分かれば明らかになっているわけで、当然

そういったことを調べて、住民にもし心配がなければそういった説明をすればいいの

ではないかと思いますけれども、その点改めての答弁を求めたいと思います。 

  それからブタンやプロパンについて 80％ということでしたけれども、ＴＶＯＣの連

続測定値、これも正確な値だということでした。そういう点でいけば約倍近い数値に

なっているわけで、約 80％というのもこれは半減をするわけで、そういう意味ではブ

タンやプロパンがもし連続測定値に対するパーセントをとれば 50％にも満たないと

いうことですから、残る物質の同定というのは大変大事なことだというふうに改めて

思います。これも改めて見解をお聞きしたいと思います。 

  それから悪臭測定調査ですけれども、質問の中でも申し上げましたけれども、環境

省や大阪府の動向について調査検討したのかということを前提にして説明を求めてい

るわけで、そこの答弁はなかったかというふうに思います。改めて求めたいというふ

うに思います。 

  それから活性炭交換のところで参考値の問題についての説明、答弁がありました。

これ柳澤先生が出された意見書の中でも触れられておられますけれども、一般大気に

ついてこのＴＶＯＣ値について全国百数十カ所で確か測定されたことがあると思いま

すが、その 大値については承知しておられることだと思いますけれども、そのこと

との関連ではどうお考えでしょうか。そのことも改めてその数値との 1400μ g／㎥と

比べても、1400μ g／㎥そのものが相当高いという指摘があったわけですから、その点

の状況を踏まえた答弁を改めて求めたいと思います。 

○議長（大隈 恭隆君）  寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  まず環境関係からご答弁させていただきます。環境

調査の６物質についてはもっと測れるんじゃないかということでございますけれど

も、我々あくまでも専門委員会のご意見を聞いた中で、ＴＶＯＣで管理を行っていく

ということでさせていただいてます。ただ、その中で現在ございます大気汚染の環境

基準４物質、それとアセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、この２物質につきまして

も常時把握していくという格好でやってます。これはあくまでもこの施設自体が大気

汚染防止法の特定施設でもございませんし、そういうガスを出す施設でもございませ

ん。だけど環境基準があるということで、その４物質なり２物質を付け加えさせてい

ただいてます。今後も同じような格好でやっていきたいというふうに考えてます。 
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  それとブタン類の約 80％の関係なんですけれども、これはもう毎回質問していただ

いて、ご答弁させていただいておるんですけども、あくまでもブタン類の約 80％の割

合というのは、我々が専門委員会で行ってきたＧＣマスという測定方法で測っている

分でございます。ここで測っている自動測定器はＦＩＤという方法で全然違います。

数字はどちらも同じ正しい意見ということで認識していただいてるんですけども、悲

しいかなＦＩＤについては組成が分かりません。だから同時測定をしてＧＣマスの方

で 80％という格好で出てきた数字を公表させていただいているので、よろしくお願い

いたします。 

  それと悪臭測定の関係なんですけど、大阪府とか環境省の意見が入ってないという

ご指摘なんですけども、先ほど申したようにこの施設は寝屋川市内に建っております。

寝屋川市内に建っているということは、寝屋川市の悪臭防止法の基準を適用されると

いうことでございます。それにつきましてはあくまでも悪臭防止法の 22 物質が規制対

象でございまして、臭覚等は寝屋川市では採用されておりませんので、その点ご理解

をお願いいたします。 

  1400μ g／㎥が高いというご指摘の話なんですけれども、我々の 1400μ g／㎥という

意味は、これも前回でもご答弁させていただいておりますけども、あくまでも質量が

35～ 300 というＶＯＣの質量をＴＶＯＣで測っておりまして、暫定目標値というもの

はもっと質量が高い、86～ 226 でございます。物質名ではｎ－ヘキサンからｎ－ヘキ

サデガンまでの質量の範囲で設定されております。ただ、柳澤先生がご指摘いただい

た 35～ 300 で測れということで測る結果において 1400μ g／㎥という格好になってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大隈 恭隆君）  武図課長。 

○課長（武図 義正君）  先ほどご質問いただきました 低賃金につきましてご説明

させていただきます。現行の大阪府下の 低賃金等につきましては 762 円ということ

で承知しておりますけれども、設計金額における現行の受託者の 低賃金が幾らであ

るか。また、寝屋川市の雇用の金額との差等については把握しておりません。以上で

ございます。 

○議長（大隈 恭隆君）  ７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  これは決算に対する質問ですのでその範囲内でとどめます

けれども、これは健康被害をやっぱり直視した答弁には全くなっていないというふう

に考えざるを得ません。 
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  それから悪臭の問題ですけれども、これは悪臭防止法ですから国の法律ですよね。

寝屋川市がその測定について、その悪臭防止法の 22 物質ということを採用するかどう

か。これは寝屋川市が決めることですね。寝屋川市は特例市ですから、この臭覚によ

る測定をしようというふうに寝屋川市が決めればそれだって可能なわけですから、そ

の点についても今、寝屋川市がそういう態度をとっているから追随ということでなく

て、今求められている住民の不安解消のために必要だと思えば 善の努力をすべきで

はないかということだけ申し上げておきたいと思います。 

○議長（大隈 恭隆君）  他に質問はございませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（大隈 恭隆君）  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。7 番、中谷

議員。 

○７番（中谷 光夫君）  認定第１号 2008 年度（平成 20 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討論をします。 

  本施設の事業の基本問題は、施設の稼働との関係で住民から健康被害と大気環境の

悪化の訴えが裁判にまでなって行われていることです。自治体の第一義的責任は住民

の健康・安全です。事業の推進を優先することには問題があります。本来、４市組合

が優先して取り組むべきは、住民の訴えに誠実に向き合って健康調査や可能な限りの

大気環境調査に力を尽くすことだったと考えます。実際に行ってきたことは、事業の

継続推進のために住民の訴えを否定するためのあらゆる努力だったと言えます。運転

管理等業務委託に関わっての重大な問題についても指摘をしました。入札や委託業者

との関係で４市組合の今後の課題でもあることを申し上げておきます。施設の安全性

の専門的な再検証こそ緊急課題であることを指摘し、認定にあたっての反対の意見と

します。 

○議長（大隈 恭隆君）  他に討論はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（大隈 恭隆君）  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。本件は原案のとおり認定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者 起立） 

○議長（大隈 恭隆君）  起立多数であります。よって本件は原案のとおり認定され
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ました。 

  日程第６、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

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

らせいたします。ただいまから順次、質問を許可します。まず伊藤議員の一般質問を

許可します。１番、伊藤議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）  枚方の伊藤和嘉子です。よろしくお願いいたします。 

  先ほどの馬場管理者の 初の冒頭のごあいさつでも、安全を第一に事業を行ってい

くというごあいさつがありました。私は違和感を感じました。そういった中で今、民

間の廃プラ施設、そして４市施設組合の施設である「かざぐるま」が稼働して以来、

この工場の近くに住む住民の皆さんが深刻な健康被害が起こっているという事実があ

るにもかかわらず、健康被害を認めなかった大阪地方裁判所の一審判決の後、やむを

得ず住民の方々は事実誤認の判決は認められないと大阪高等裁判所に控訴されました。

この間、４市施設組合は目や喉が痛い、湿疹ができる、体がだるいなどと訴える住民

の健康被害については、施設の稼働による影響は認められないとして、行政による健

康調査を行おうとしていません。しかし、実際には住民に健康を損なう状況が起こっ

ているのですから、行政は住民の健康維持を 優先にして早急に周辺住民の詳細な健

康調査を行って、発生原因物質の究明や防止対策ができるまでは稼働を停止するべき

だと思います。見解をお聞かせください。 

○議長（大隈 恭隆君）  寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  伊藤議員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  健康調査の実施につきましては、本施設の稼働当初から我々は環境保全対策及び維

持管理に万全を期していることから、健康被害はないものと認識しておりますので、

健康調査の実施はいたしません。よろしくお願いいたします。 

○議長（大隈 恭隆君）  １番、伊藤議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）  私もこの健康被害については何回も質問させていただい

てますが、施設側の答弁はいつもそういうことで終わっています。私、９月 27 日、

寝屋川市の市民会館で開かれました「廃プラ処理による公害から健康と環境を守る

会」の方々が主催をされた廃プラ裁判報告会に参加をいたしました。650 人の参加が

あったわけですが、皆さんもすでにこういったビラをご覧になっているかと思います

けれども、そこでは公害や医療の専門家の先生方が廃プラ公害について調査や研究を

されたことを報告されたわけです。西川栄一・神戸商船大学名誉教授は、廃プラ施設
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の近くで焚き火によって煙を発生させて空気の流れを調査して、その結果、この地域

は汚染物質が溜まりやすい地形と気象条件があるんだということを指摘をされまし

た。 

また、寝屋川にある原田佳明・小松病院院長は、今年の１月から健康被害を訴える

住民の問診、診察、健康診断を行った結果、健康被害が確かに存在するとされ、居住

地を離れると症状がなくなって、戻ると再発する人が多いということから、シックハ

ウス症候群の定義と診断基準に照らせば工場からの有害化学物質以外に原因は考えら

れないと指摘をされました。 

また、先ほどからお名前が出ています柳澤幸雄・東京大学教授は、半年にわたって

廃プラ施設周辺の空気と施設から離れた空気を採取、分析した結果、廃プラ施設付近

とその周辺の住宅の空気は、施設から２㎞離れた市役所近くの沿道の空気と比べて種

類も毒性も未知の化学物質が２倍以上多いことを明らかにされました。また、廃プラ

施設周辺の空気から目や鼻、喉などの粘膜を刺激して皮膚に湿疹ができるなど、脂肪

族やアルデヒド類の有害化学物質が高い濃度で検出されたと報告されました。 

  また、津田敏秀・岡山大学教授は、廃プラ施設に近い住民と施設から 2800ｍ離れた

石津東町の住民 3674 人の健康調査結果を分析して、工場より 500ｍ以内に居住する人

は目の痛みや目やにの症状が石津東町地域の方と比較して約５倍以上も多発している

ことを明らかにし、これらの症状は工場でのプラスチック処理工程における大気汚染

による被害と考えることができる。これは有症者の集団発生であり、住民の皆さんの

訴えに対して本来は市や保健所などがこのような調査を行うべきであると指摘をされ

ています。 

  ですから、行政の行う廃プラ処理施設として率先して未知の化学物質や健康被害の

調査を行うべきだと考えます。 

以前にも発言させていただきましたが、総務省の公害等調整委員会が化学物質過敏

症に関する情報収集、解析調査の報告書で、環境問題への対応として予防原則、すな

わち完全な科学的な確実性がなくても深刻な被害をもたらす恐れがある場合には対策

を遅らせてはならないという考え方を示しています。あとで大きな公害問題とならな

いように大阪府や寝屋川市と一緒に健康被害調査を行っていく考えはないのか、再度

お尋ねしたいと思います。 

○議長（大隈 恭隆君）  寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  健康調査の関係なんですけども、先ほどご答弁させ
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ていただいたように、大阪地方裁判所におかれましても我々の出たガスが原告の方に

到達とか認められないとか、あるいは寝屋川市と大阪府が１年間を通して毎月１回測

定された 11 項目の測定結果、その後寝屋川市が単独でまた 1 年間同じような測定を

されています。その中でもすべて環境基準や指針値以下でございます。その当時も寝

屋川市と大阪府が調整されて、健康調査が必要かどうかというのを検討されましたけ

ども、結局その時点においては科学的に実証できる検査方法がないということでござ

います。我々の施設からはそういうガスは出ていないと認識しておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（大隈 恭隆君）  １番、伊藤議員。 

○１番（伊藤 和嘉子君）  今までと同じご答弁です。インターネットを見ましても

全国の各地方自治体の議員の方も寝屋川に視察というか、見学に来られているという

ようなインターネットでの画面も出ていますし、今この寝屋川の地域の方々の症状が

「寝屋川病」とまで呼ばれる深刻な事態が起こっているわけですね。ですから本来は

その地方の住民の暮らしや健康については率先して責任を持たなければいけないと

されている自治体が、自分たちが行った調査だけで何も毒は出してない、また責任は

ないということで果たしていいのかということが私は思います。「寝屋川病」と呼ば

れている深刻な事態があり、また実際に多くの住民の方が、これ普通だったら自分の

体のいろんな不調なんかはそんなに嘘をつくことはありませんし、ほんとに患者さん

本人は大変辛い思いをしているわけですから、リサイクルの名によって環境汚染の疑

いもあるという状況もあるわけですから、一日も早くその被害者の方々にとってきち

んと説明ができるような調査をして、その原因をつかんで対策を立てるということが

本来の行政のする仕事だというふうに思っています。 

  以前にもお尋ねいたしましたが、住民の訴えや要望に対してこの４市施設組合の管

理者である馬場管理者ですが、いわゆる地元の自治会の方たちなどから訴えが出てい

るわけですけども、このことについてどのように住民の考え方を、申し出を受け止め

ておられるのかをお尋ねして、私は質問を終わりたいと思います。 

○議長（大隈 恭隆君）  馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  伊藤議員さんからは毎回同じご質問をいただいておりま

す。このリサイクルプラザと同じような施設が全国で 600 からございます。しかしな

がら、こういった問題が起こっているのは寝屋川のこのリサイクルプラザだけなんで

す。原告の皆さん方は、この健康被害はこのリサイクルプラザが原因だとおっしゃっ
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ておられます。我々管理運営する者にとってはそうではないと、こう申し上げており

ます。どこまで行っても平行線であります。よって裁判になったわけであります。今、

伊藤議員がおっしゃったいろいろな意見も、恐らく裁判所控訴審の中でそういった意

見も出ると思います。やはりこれは法治国家である以上、裁判の結果をまたなければ

仕方ない、こんなふうに考えております。 

○議長（大隈 恭隆君）  これにて伊藤議員の一般質問を終結します。次に中谷議員

の一般質問を許可します。７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  今と重なる部分があることについてはご容赦願いたいと思

います。 

  まず健康被害と健康調査についてですけれども、本４市組合施設とリサイクル・ア

ンド・イコール社の建設、操業は一体の事業として、大阪府と寝屋川市、４市が連携

して推進してきた経過があります。それだけに、住民が訴える健康被害について、２

つの廃プラ処理施設の影響を考慮する必要があります。現在、住民が起こした裁判は、

大阪高等裁判所で控訴審が行われています。 

  一審が住民の訴えを棄却した判決に対して、改めて岡山大学大学院の津田教授によ

る対象を拡大した疫学調査が行われ、イコール社の操業と周辺住民が訴える健康被害

との強い相関関係が明らかになっています。また、新たに３人の医師団による診断結

果の意見書が提出されています。診断は、一般的な診断基準をもとに、他の慢性疾患

では症状の説明がつかないこと、アレルギー関係の検査の結果、一般のアレルゲンで

は症状の説明がつかないこと、特徴的な臨床症状や症状と汚染地域との関係が明確で

あること等を基準としています。その結果は、「寝屋川市イコール社周辺に汚染以外に

原因が考えられない健康被害が確かに存在する」というものです。化学物質過敏症と

診断され奈良に転居せざるを得なくなった人もいます。厚生労働省も 10 月から化学物

質過敏症を保険適用に加えるようになっています。４市組合としても、寝屋川市とと

もに健康調査を保健所などに求めるか、または寝屋川市に協力して健康調査を行うべ

きではないでしょうか。答弁を求めます。 

  次に施設の安全性と大気環境調査についてです。控訴審では、神戸商船大学名誉教

授の西川栄一氏が、廃プラ処理施設周辺に夕方から翌朝にかけて接地逆転層が形成さ

れることが多いこと、また、そうしたときに排出ガスが拡散せず周辺の居住地域にま

で到達することを意見書にしています。 

  また、東京大学大学院の柳澤教授が「リサイクル・アンド・イコール施設および北
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河内４市リサイクル施設組合施設周辺の有機化学物質による大気汚染について」とい

う意見書を提出しています。今回の調査にあたって、２つの廃プラ処理施設に近いＦ

宅、太秦第２ハイツ公民館、市役所沿道の３地点でサンプリングしたとしています。

調査の結果、①接地型逆転層の形成により、高濃度汚染が生じている。②ＴＶＯＣ成

分中に規制対象物質の割合は低く、未同定物質の割合が多い。③ＴＶＯＣの組成は、

脂肪族炭化水素やアルデヒド類が多く、プラスチックの集積・溶融工程から排出され

た可能性が高い。また、それらは皮膚に対する刺激性があり、粘膜刺激症状や皮膚症

状の訴えに十分注意を払う必要がある、としています。 

  ４市施設から排出されているＴＶＯＣは専門委員会が想定した参考値をはるかに上

回る高濃度汚染の状況が続いています。専門委員会で反対の意見書を出した柳澤教授

が指摘した心配が、現実の健康被害の訴えとなって広がっています。「施設の安全性」

の検証が改めて必要ではないでしょうか。答弁を求めます。 

  また、一審判決が求めた第二京阪道路との複合汚染対策について、少なくとも本施

設に接する場所に環境監視局の設置を行うべきと考えます。答弁を求めます。 

  次にプラスチック容器包装の材料リサイクルについてです。住民は、イコール社で

製造されている「廃プラ」リサイクル品の「パレット」１枚の売値が 600 円、その製

造コストは 8000 円、差額は税金などで穴埋めされています、と訴えています。廃プラ

スチックのリサイクルについては、これまでも、金属やガラスなどと違って、純品に

戻るリサイクルではないと指摘してきました。健康被害の訴えとともに、経済的な非

効率の点からも材料リサイクルは見直すべきと考えます。法律の説明を答弁とせず、

質問に真っ正面から向き合った見解をお聞きします。 

  以上、１回目の質問とします。 

○議長（大隈 恭隆君）  理事者の答弁を求めます。寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  中谷議員さんの質問に順次お答えを申し上げます。 

  健康調査の実施につきましては、本施設の稼働当初から環境保全対策及び維持管理

に万全を期していることから、健康被害はないものと認識しておりますので、健康調

査の実施はいたしません。 

  次に施設の安全性につきましては、定期的に環境測定を行い、確認いたしておりま

す。 

  次に複合汚染についてのご質問ですが、本組合といたしましてはＴＶＯＣの管理を

継続して実施し、監視することにより、運転管理に万全を期してまいります。 
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  次に材料リサイクルの見直しにつきましてのご質問でございますが、本組合は中間

処理を行う施設で、再商品化の手法等は財団法人日本容器包装リサイクル協会が判断

されるものでございまして、組合がこれに関与できるものではございませんので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大隈 恭隆君）  ７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  先ほどの議案質問に対する答弁の中でも健康被害がないと

いう答弁が繰り返されました。その中で例えば学校の保健調査の結果等も紹介をされ

ましたけれども、これ１年生は全員対象にやりますよね。ところがその他の学年、小

学校の４年生などは全員対象にやる場合もあるようですけれども、他の学年は抽出と

いうことが通常やられている状態です。そういう意味では先ほどから右肩上がりでな

いからという、そういう答弁も健康被害がないということでありましたけれども、私

はそれ自身を質問する側も、あるいは答弁する側も十分、今私が質問しているような

事柄に該当して行うに値するかどうかという、これはほんとに十分な調査検討も必要

なことだというふうに思っています。しかし、答弁との関連で少しお聞きしておきた

いと思うのは、例えば右肩上がりではないとはいうものの、年度によっては寝屋川市

全体の平均と比べて、例えば皮膚疾患でいうと昨年度と今年度ですね。寝屋川市の平

均は 2.4％、4.4％ですが、東小学校で 7.1％、今年で 7.7％とかなり高い割合になっ

ていますよね。中学校でも第一中学校などは低いですが、第四中学校などはこれまで

も、例えば平成でいきますと 16 年度 2.6％に対して 12.5％、17 年度が 5.1％に対し

て 21.0％、18 年度が 4.5％に対して 13.6％、19 年度が 2.6％に対して４％、20 年度

が 4.0％に対して 21.6％、本年度が 3.8％に対して 10.4％、高い割合を示しているわ

けですよね。そうしたことがどういったことを要因としているのかということの分析

なども必要なことだと思うんですよ。そういう意味では単に右肩上がりになってない

からということで健康被害を否定するのではなくて、こういうＶＯＣによる影響の健

康被害が出てないかどうかということを、それにふさわしい健康調査の仕方あるんで

すよ。そういう専門家の力を借りて行って、あったのかなかったのかということを、

そういう意味では児童生徒だけでなくて、児童生徒を含むこの周辺の全住民に対して

行うのが本来の行政の果たすべき姿勢だというふうに考えますが、その点ではいかが

でしょうか。これはご答弁を求めたいというふうに思います。 

  それから環境調査の問題等でありましたけれども、例えば柳澤先生の調査では規制

対象物質以外で同定物質ということで、標準混合液を用いて同定定量ということで 49



 23

物質やっておられるんですよね。これは行政だって一研究者が、一研究者というより

も東京大学のこの研究室がやっているようですけども、そういうことを行政としてや

れないはずはないというふうに思います。その上で未同定物質が約４割を占めて、そ

の毒性が未知だと。その未知のものについてもクロマトグラフ等から推計をされて、

例えばプラスチック等を溶融工程で行ったときに出るガスの特徴とよく似ているとい

うことまで調査分析をされて、そして皮膚に対する刺激性や、あるいは粘膜に対する

刺激性から健康被害を訴えている人たちの症状との関係で十分な注意が必要だという、

そういう意見を出しておられるわけですよ。そういう意味では、はなから健康に関わ

るような調査は全くしない。そして否定するのに使えるものは何でも使うと、こうい

う姿勢しか見えてこないんですよ。そういう意味では改めて環境調査についても住民

の訴えに応える十分な内容で行政として応えるべきではないかというように思います。 

  それから３点目のプラスチック容器包装の材料リサイクルについては、これは日本

容器包装リサイクル協会のことだからということで逃げてはいかんと思いますよ。だ

って４市組合の保管分を再商品化事業者が入札を行って、そして安いところにという

ことで落札ということを決めているわけですから、そういう意味では先ほども議案質

問で申し上げたように、その一部については４％といえども補完もしてるし、そして

法律の改正によって歳入部分でもその処理の仕方がいいところについては日本容器包

装リサイクル協会から通じて事業者からの支払い、戻りがあるということまであるわ

けですから、これは当然この事業そのものにもやっぱり関わっている責任があると。

寝屋川市が負担しているものがわずかであったって、健康被害の訴えもあるわけです

し、環境悪化の訴えもあるわけだから、その先まで含めて、圧縮梱包した再商品化適

用基準物がどうなっているのかと、どういう処理されているのかと、当然の追跡調査

も含めて、これだけの健康、環境の問題が指摘されているわけですから、行政として

行うべきでないかというふうに思います。いかがでしょうか。 

○議長（大隈 恭隆君）  寺西事務局長。 

○事務局長（寺西 喜久雄君）  まず環境の問題とリサイクルのマテリアルの問題の

ご答弁を申し上げます。今、控訴審で柳澤先生が 49 物質の測定をされておると、４

割が未知物質だということでございます。もっと測定物質を増やしたらどうかという

質問ですけれども、あくまでも我々、専門委員会の中では当初 28 項目、プラスチッ

ク起因のものを分析してまいりました。その中で個々の物質についてはそれほど物質

顕著に出てこないこと。それを 28 から 18 に分析項目を減らして、また再度実験もい
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たしました。その中で 終的に柳澤先生からご指摘ございました今後の管理について

は、あくまでもＴＶＯＣの質量 35～ 300 の間で管理すべきだというご意見を受けて、

我々は今、ＦＩＤという方法でやっております。そこでプラスアルファとして現在、

国の環境基準がございます４物質と先ほど申しましたアセトアルデヒド、ホルムアル

デヒド、６物質をチャンバー室と敷地境界線で年２回測定を実施しています。だから

我々としてはあくまでもその中で悪いガスが出るとかいうことでなくて、今後も活性

炭を通した中で測定は続けてまいりたいと考えております。 

  それと材料リサイクルの点で逃げた答弁というお話なんですけども、我々は逃げて

おりません。議員さんと少しご理解が違うのは、あくまでも我々の方ではマテリアル

がいいとか、ケミカルがいいとかいうことは決められません。あくまでも日本容器包

装リサイクル協会がこの４市の施設の廃プラについて入札されて、落札された事業所

に我々はお願いする。これは１年ごとに変わります。ですから我々はマテリアルが良

いとかケミカルが良いとか選べる権限もございません。だから関与できないと答弁さ

せていただいております。あくまでも我々がここの工場が良いとか、ここの事業所が

良いとか選べるものでしたら、今のおっしゃっているような見解が出ようかと思いま

すけども、その点ご理解よろしくお願いしたい。 

○議長（大隈 恭隆君）  辻課長。 

○課長（辻 康明君）  それでは健康診断の件につきましてご答弁申し上げます。私

どもがその健康、小学校のデータ等を集めて診断の結果をまとめたということでござ

います。それにつきましては平成 16 年度から今、22 名の方の診断書が出ているとい

うことで、どちらかというと急性的なものというふうに理解しておるんですが、そう

いうものがもし発生しているんであれば、普通は生徒の健康状態も急激に比例してす

べての項目で上がっていくだろうと、そういうことを証明するためにこの健康調査の

集計を行った。それを実証したいがために行ったということでございますので、ご理

解いただきたいと存じます。以上でございます。 

○議長（大隈 恭隆君）  ７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  何点か申し上げます。１つは、この専門委員会の報告を理

由にしておられますけれども、もし専門委員会の報告をもとにするならば、専門委員

会自身は廃プラスチックから放置するだけで有毒なガスが出るということも含めて、

排出ガスが出るということを明らかにしたわけで、しかも毒性を持っているものもあ

ると。その上に立って出した報告と大きく異なる状況が続いていることにこそやっぱ
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り視点をしっかりと据えるべきではないか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。 

  それからプラスチック容器包装の材料リサイクルについてですけれども、これごみ

の収集計画をつくるのは各市ですよね。そこが決めた計画に従って住民はそれに協力

する義務を負わされているわけですよ。そういう計画そのものは努力義務ということ

はあっても、必ずというところまでなっていません。市町村が立てた計画に従ってこ

ういうことをやられているわけだから、日本容器包装リサイクル協会にそういう材料

リサイクル云々ということはないわけで、そういう廃プラスチックの収集計画があっ

てはじめて日本容器包装リサイクル協会を通じてのリサイクルのあり方ということに

つながっているわけですから、その点も大本を抜きにおっしゃることについては、こ

れは容認できないというふうに思います。 

  それから改めて健康診断等のことを言われましたけども、住民の健康被害そのもの

を訴えても訴えても行政が応えないから裁判になっているんですよ。裁判がまずあっ

たわけじゃないんですよ。行政が普通の自治体行政であれば、住民にこれだけ一定の

地域に集中して健康被害の訴えがあれば、それに応えた対応がやられるんですよ。や

られなかったことをもって裁判になったから健康被害一切を否定するというこうした

態度は到底認められないということを申し上げて、質問を終わります。 

○議長（大隈 恭隆君）  これにて中谷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）  平成 21 年第２回北河内４市リサイクル施設組合議会定

例会の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、ご提案申し上げましたすべての案件につきまして慎重ご審議を賜り、いず

れも原案どおりご同意、ご可決及びご認定を賜り厚くお礼申し上げます。 

  今後とも当施設運営にあたりまして、円滑かつ着実に遂行してまいる所存でござい

ます。議員各位におかれましては、北河内４市リサイクル施設組合の事業推進のため

に一層のご指導、ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。 

  秋の深まりとともに、これから寒さ厳しい季節となってまいりますが、議員各位に

おかれましてはご健康にご留意をいただきまして、今後ますますのご活躍を心よりお

祈り申し上げまして、誠に簡単でございますが、閉会にあたりましてのお礼のごあい
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さつといたします。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（大隈 恭隆君）  それでは閉会にあたりまして私からもひと言ごあいさつを

申し上げます。 

  本日ここに無事、平成 21 年第２回定例会のすべての日程を終えることができました。

議員の皆さん、理事者の皆さん及びすべての関係者の皆さんのご協力に心から御礼を

申し上げます。 

  今後も、管理者をはじめ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

留意され、適正かつ円滑な事業の執行に一層の努力をされるようお願いをしておきま

す。 

  11 月に入り、特に朝夕の肌寒さが身にしみるようになりましたが、風邪など引かれ

ませんように、どうかお体には十分ご自愛くださいますようお願い申し上げまして、

甚だ簡単ではございますが、閉会のあいさつとさせていただきます。ありがとうござ

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 21 年第２回定例会を閉

会します。お疲れさまでございました。 

（午後３時 25 分  閉会） 
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