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（午後２時 00 分  開会） 

○事務局長（清水 弘美君）  本日は何かとご多忙の中を北河内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まして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。 

  本日は平成 22 年度最初の組合議会でございまして、枚方市議会と寝屋川市議会から

新たな派遣議員さんもご出席をいただいております。 

本日は正副議長の選挙からお願いしたいと存じます。それでは、地方自治法第 107

条に議長が選出されるまでの間は、年長の議員が議長の職務を行うと規定されており

ますので、本日の出席議員中、年長の議員でございます安田勇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、安田勇議員、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（安田 勇君）  ただいまご紹介をいただきました安田でございます。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。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

  さて、本日は何かとご多用の中にもかかわりませずご出席をいただきました。厚く

お礼申し上げます。開会に先立ちまして、事務局長に議員の出席状況を報告いたさせ

ます。清水局長。 

○事務局長（清水 弘美君）  ただいまの出席議員は 12 名でございます。交野市選

出の岩本健之亮議員が欠席される旨、連絡を受けております。 

○臨時議長（安田 勇君）  ただいまの報告とおり、出席議員は定足数に達しており

ます。これより平成 22 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きま

す。 

  会議に先立ちまして、馬場管理者から挨拶を受けることにいたします。馬場管理者。 

○管理者（馬場 好弘君）  本日、平成 22 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、去る 6 月 14 日に発生いたしました火災事故では、議員各位並びに市民の皆様

方には大変ご心配とご迷惑をお掛けいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。 

  現在、一日も早く通常運転ができるよう、施設の復旧作業に努めているところでご

ざいます。また、構成４市と連携し、分別収集における注意点を改めて啓発するとと

もに、異物の混入をチェックする体制を整え、再びこのような事故が起こらないよう
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努めてまいる所存でございますので、議員各位には引き続きご支援、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、監査委員の選任、専決事項の報告及び

平成 22 年度補正予算の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にご審議をいただき、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挨拶といたします。

よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（安田 勇君）  馬場管理者のご挨拶は終わりました。 

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、瓜生照代議

員、前波艶子議員の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

皆様が着席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。お諮りいたします。本臨時会の会期は、本

日１日としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安田 勇君）  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。お諮りいたします。選挙の方法に

つきましては、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） 

○臨時議長（安田 勇君）  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。お諮りいたします。指名推選の指名者は、臨時議長

にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（安田 勇君）  異議なしと認めます。よって指名推選の指名者は、臨時

議長にすることに決しました。 

  これより議長の指名を行います。議長に森裕司議員を指名します。 

  お諮りいたします。ただいま臨時議長において指名しました森裕司議員を議長の当

選人と定めること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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○臨時議長（安田 勇君）  異議なしと認めます。よってただいま指名しました森裕

司議員が議長に当選されました。ただいま議長に当選されました森裕司議員が議場に

おられますので、本席から当選の告知を行います。 

  森裕司議長から就任に際し、挨拶をしたい旨の申し出がありますので、これを受け

ることにいたします。森裕司議長。 

○議長（森 裕司君）  改めまして、議長就任にあたり一言御礼のご挨拶を申し上げ

ます。 

  このたびの議長選挙にあたりまして、皆様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るところでござい

ます。私自身はもとより未熟者ではございますが、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、地球規模での環境問題が取り沙汰されている中、当組合が推進している事業

は、４市が広域的に力を合わせ、環境への負荷をできる限り少なくする、実に意義深

い事業であると考えております。この１年間、皆様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

い申し上げます。 

  誠に簡単措辞ではございますが、就任に際しての御礼の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○臨時議長（安田 勇君）  森裕司議長の挨拶は終わりました。それでは森裕司議長

と交代します。ここで臨時議長の職務を終わらせていただきます。ご協力いただきま

してありがとうございました。森議長、よろしくお願い申し上げます。 

 （議長交代） 

○議長（森 裕司君）  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

おりに指定いたします。 

  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。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 裕司君）  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
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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（森 裕司君）  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。副議長に鮫島和雄議員を指名いたします。 

  お諮りします。ただいま議長において指名しました鮫島和雄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（森 裕司君）  ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました鮫島和

雄議員が副議長に当選されました。ただいま副議長に当選をされました鮫島和雄議員

が議場におられますので、本席から当選の告知をいたします。 

  鮫島和雄副議長から就任に際し、挨拶したい旨の申し出がありますので、これをお

受けします。鮫島和雄副議長。 

○副議長（鮫島 和雄君）  副議長就任にあたりまして、一言お礼のご挨拶を申し上

げます。 

  ただいま副議長にご推挙いただき、心から厚く御礼申し上げます。私自身まだまだ

未熟者でございますけれども、皆様方の温かいご支援をいただきまして、微力ながら

本組合の運営に全力を傾注してまいる覚悟でございます。当組合の事業は、環境型社

会の構築を行い、地球規模の政策に沿った重要な事業であると認識をいたしておりま

す。 

今後、森議長のもと、公正で円滑な議会運営に全力を傾注してまいる覚悟でござい

ます。議員各位の皆さん方の温かいご理解とご協力を賜りますよう心からお願いを申

し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、就任にあたりましての御礼のご挨拶

といたします。ありがとうございました。 

○議長（森 裕司君）  ただいま管理者から、このたびの正副議長の就任に際し、挨

拶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）  ただいまの役員選出にあたりまして、一言お祝いのご挨

拶を申し上げます。 

  新たに北河内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森裕司議員、

副議長にご就任されました鮫島和雄議員には心からお祝いとお喜びを申し上げます。

今後とも正副議長には当組合の運営に格別のご理解とご協力をいただきますとともに、
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議会運営に特段のご配慮を賜りますようよろしく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

簡単でございますが、お祝いの言葉といたします。 

○議長（森 裕司君）  この際、諸般の報告をいたします。平成 22 年２月 19 日から

平成 22 年７月 19 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。ご了解いただきますようお願いいたします。 

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、瓜生照代議員が除斥となります。 

 （ 11 番  瓜生照代議員 退場） 

○議長（森 裕司君）  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。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の議会選出の監査委員前波艶子議員が平成 22 年７

月 19 日をもって退任のため、後任の監査委員として瓜生照代議員を選任いたしたく、

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

審議をいただきまして、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（森 裕司君）  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（森 裕司君）  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。 

  瓜生照代議員の除斥を解きます。 

 （ 11 番  瓜生照代議員 入場） 

○議長（森 裕司君）  日程第７、報告第１号 専決事項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いたさせます。武図課長。 

○課長（武図 義正君）  ただいま上程いただきました報告第１号 専決事項の報告

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、第１号の１ペ
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ージをお開き願います。また、参考資料の 1 ページをご参照願います。 

  今回、専決いたしましたのは、火災事故によるリサイクルプラザ処理棟の焼損部分

の解体撤去工事に係る補正でございまして、プラスチック製容器包装の処理に係る市

民生活への影響等を考える中で、一日も早く復旧工事に着手できるよう、最低限必要

な解体撤去工事を実施したもので、急施を要し、組合議会を招集する暇がないと認め

たため、地方自治法第 179 条第１項の規定により、管理者において平成 22 年７月２日

付けで専決いたしました。同条第３項の規定によりご報告し承認を求めるものでござ

います。 

  ２ページをご覧願います。 

  平成 22 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 1575 万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 4 億 1256 万 8000 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。 

  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させていただきます。７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 1575 万円。内容と

いたしましては、火災により焼損したリサイクルプラザ処理棟内の受入ホッパ・供給

コンベア・破袋機・粗選別機等の解体撤去工事費でございます。 

  それでは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、５ペー

ジにお戻り願います。 

  ３款 諸収入、２項 雑入、１目 雑入、補正額 1408 万円。本補正につきましては、

解体撤去工事に係る社団法人全国市有物件災害共済会からの保険返戻金でございまし

て、保険返戻率は 89.4％でございます。 

  ４款 繰越金、１項 繰越金、１目 繰越金、補正額 167 万円。本補正につきまし

ては、平成 21 年度決算における実質収支額（決算剰余金）の一部を補正させていただ

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、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（森 裕司君）  これから質疑に入ります。なお、会議規則により質疑の回数

は３回を超えることができません。また、質疑は議題外に及ぶことのないように念の

ためにお知らせいたします。順次、質疑を許します。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）  それでは報告第１号関係、専決第１号についてご質問を行

います。確認の意味を込めて行いますので、よろしくお願いします。 

  火災により焼損した受入ホッパ・供給コンベア・破砕機・粗選別機等の解体撤去工

事費として 1575 万円の歳出となっています。まず、その積算根拠を明らかにしてくだ

さい。また、歳入の保険返戻金 1408 万円は、社団法人全国市有物件災害共済会との間

で確定した金額なのかどうか、また、いつ入金されるのか、お聞きをします。また、

工事にあたっての契約についてもご説明ください。 

○議長（森 裕司君）  理事者から答弁を求めます。清水事務局長。 

○事務局長（清水 弘美君）  中谷議員の質問にお答えいたします。 

  解体撤去工事費の積算根拠の主な内容といたしましては、いずれも税抜きで、解体

作業や解体したプラントの搬出作業等に係る作業員の賃金が約 800 万円、資材・重機

等で約 200 万円、仮設費・一般管理費等で約 400 万円でございます。 

  また、保険返戻金の金額・納付時期につきましては、工事請負代金支払い後、全国

市有物件災害共済会と協議をいたします。 

  工事の契約方法につきましては、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号及び

第５号の規定により施工業者と随意契約をしております。以上でございます。 

○議長（森 裕司君）  他に質疑はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（森 裕司君）  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。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（森 裕司君）  討論なしと認めます。 

  これから報告第１号を採決します。本件は原案のとおり承認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（森 裕司君）  ご異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり承認され

ました。 
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  日程第８、議案第３号 平成 22 年度北河内４市リサイクル施設組合補正予算（第２

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 22 年度北

河内４市リサイクル施設組合補正予算（第２号）につきまして、提案理由のご説明を

申し上げます。 

  今回ご提案させていただきます補正予算につきましては、火災事故によるリサイク

ルプラザの復旧工事と防火対策に係る消火設備等設置工事でございます。 

  それでは別冊の補正予算書、第２号、１ページをお開き願います。また、参考資料

の２ページ以降をご参照願います。 

  平成 22 年度北河内４市リサイクル施設組合の補正予算（第２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 1 億 8285 万 2000 円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 億 9542 万円と定める。 

 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） 

 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 230

条第１項の規定より起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法は、

「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第 292 条において準用する同法第 235 条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は 1 億 6100 万円と定める。 

  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させていただきます。７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 1 億 8165 万円。内

訳といたしましては、火災により焼損したリサイクルプラザ処理棟内の受入ホッパ・

供給コンベア・破袋機・粗選別機等の復旧工事 1 億 4490 万円及び北河内４市リサイク

ルプラザ消火設備等設置工事 3675 万円でございます。 

  ４款 公債費、１項 公債費、２目 利子、補正額 120 万 2000 円。内容といたしま

しては、保険返戻金及び組合債が収入されるまでの借入金に係る一時借入金利子でご
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ざいます。 

  それでは続きまして歳入につきましてご説明を申し上げます。恐れ入りますが、５

ページにお戻り願います。 

  ３款 諸収入、２項 雑入、１目 雑入、補正額 1 億 3345 万 9000 円。本補正の内

訳につきましては、北河内４市リサイクルプラザ復旧工事に係る社団法人全国市有物

件災害共済会からの保険返戻金が 1 億 2954 万円、公益財団法人日本容器包装リサイク

ル協会からのペットボトル有償入札拠出金収入が 391 万 9000 円でございます。 

  ４款 組合債、１項 組合債、１目 組合債、補正額 2750 万円。本補正につきまし

ては、北河内４市リサイクルプラザ消火設備等設置工事に係る一般廃棄物処理事業債

でございまして、組合債充当率は 75％でございます。 

  ５款 繰越金、１項 繰越金、１目 繰越金、補正額 2189 万 3000 円。本補正につ

きましては、平成 21 年度決算における実質収支額（決算剰余金）のうち、歳入予算未

計上額を補正させていただくものでございます。 

  続きまして、恐れ入りますが、３ページにお戻り願います。 

  「第２表 地方債」についてでございます。 

  一般廃棄物処理事業債につきましては 2750 万円を限度といたしております。なお、

借入先、借入の方法、利率、償還の方法につきましては、それぞれ記載のとおりでご

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（森 裕司君）  これから質疑に入ります。なお、会議規則により質疑の回数

は３回を超えることができません。また、質疑は議題外に及ぶことのないように念の

ためお知らせいたします。順次、質疑を許します。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）  今回の補正予算は、６月 14 日の火災を受けて、施設を修

復すると同時に、消火安全対策を講じるためのものです。それだけに、火災事故を受

けて、施設の安全性の充実や住民の不安を解消する十分な検討、対策が求められます。

そこで順次、通告に従ってお聞きをします。 

  ①火災の際に発生した化学物質を調査把握されていますか。毒性を含めて明らかに

してください。 

  ②周辺住民から当日、火災により発生した煙等を吸わないよう、住民に対して広報
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活動を行ってほしいとの要請が寝屋川市等にあったと聞いています。４市組合として、

火災に関係して当日行った活動を明らかにしてください。また、周辺住民等に与えた

健康影響をどう把握していますか、明らかにしてください。 

  ③４市組合として、今回のような火災事故に際しての危機管理マニュアルを作成し

ていますか。作成していれば、資料提供を含め、明らかにしてください。また、なけ

れば、今後についての考えを明らかにしてください。 

  ④４市施設は、建設・稼働にあたって、安全対策の一環として、排出口を１カ所に

して、排出される大気は活性炭を通したものとしてきました。そうした経過を踏まえ

た時、今回の事故では、翌日から東大阪ブロックの相互支援協定に基づき、寝屋川市

クリーンセンターの設備を借りて廃プラ処理を行い、６月 21 日からは、４市組合の本

施設の１つのラインを再稼働していますけれども、当時は、外見からも窓の修復もさ

れていない状態でした。施設の安全性について、どんな検討をされた結果の判断なの

か、明らかにしてください。また、再稼働を始めた時の活性炭吸着の復旧状態はどう

だったのか、明らかにしてください。 

  ⑤現在、市民に公開されてきた電光掲示板がストップしたままになっています。現

状についての説明と復旧時期について明らかにしてください。 

  ⑥今回の補正予算では、火災事故を調査した消防署の報告やプラントメーカーとの

協議を受けて、今後の防火対策が明らかにされています。しかしその内容は、消火設

備等にとどまっています。施設の稼働の当初は、本施設についての環境基準などがな

いことから、専門委員会報告に基づいて市役所局で測定した 1400μ g／㎥を参考値に

Ｔ－ＶＯＣの連続測定が実施されてきました。ところが稼働後は、Ｔ－ＶＯＣの１日

の最小値でさえ 1400 を超えることが日常的に繰り返され、住民の不安が募る一因とも

なってきました。その点に対する分析検討、対策について、プラントメーカーとの間

でどのように今回なされたのか、明らかにしてください。 

  ⑦補正予算の歳出は、工事請負費として 1 億 8165 万円となっています。内訳は、北

河内４市リサイクルプラザ復旧工事に 1 億 4490 万円、同消火設備等設置工事に 3675

万円です。消火設備等にあたる３波長式煙検知器をはじめ各検知器、取付カバー、水

槽、散水ノズル、ポンプ、大型消火器、排煙窓、点検口、電気関係の合計額は、税抜

きで約 2550 万円と聞いています。復旧工事の 1 億 4490 万円の積算根拠を明らかにし

てください。 

  また、一時借入金利子として 120 万 2000 円が計上されています。限度額は先ほどお
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聞きしましたけれども、一時借入金額は幾らで、どのくらいの期間ですか。また、利

率は幾らですか、お聞きします。 

  次に、歳入の多くは保険返戻金です。1 億 2954 万円は社団法人全国市有物件災害共

済会との間で確定した金額ですか。また、入金予定はどうなっているか、お聞きしま

す。 

  次に、ペットボトル有償入札拠出金収入を 391 万 9000 円としていますが、いつから

いつまでの収入なのか、お聞きします。 

さらに、一般廃棄物処理事業債として 2750 万円が計上されています。どこから借り

るのか、返済にあたっての利率はどうなるのか、今後、国や府からの補助金があるの

か、全額４市組合の負担となるのか、明らかにしてください。 

  今回の補正予算、１号と２号を合わせて、今回の火災事故による損失額は総額で幾

らになりますか。また、新たな防火対策を含めた復旧にあたっての歳出の総額は幾ら

になりますか。そのうち、保険返戻金で補われる金額の割合は幾らになりますか。結

果として、４市組合の新たな負担増は幾らになりますか。 

  また、復旧工事、設置工事について、工事契約をどうするのか、明らかにしてくだ

さい。 

  ⑧今年度の４月と５月のプラスチック類の搬入量と処理状況によると、搬出量のう

ち、可燃残渣が約７トン弱、不燃残渣が５割強の増加となっています。ペットボトル

とその他プラの混合収集のマイナス面が今回の火災事故に関連しているとの考えはあ

りませんか。収集段階での分別徹底によって事故の再発を防止する必要があると考え

ますが、見解をお聞きします。 

  以上、１回目の質問とします。 

○議長（森 裕司君）  理事者から答弁を求めます。清水事務局長。 

○事務局長（清水 弘美君）  中谷議員の質問に順次お答えをいたします。 

  まず火災時に発生した化学物質についてのご質問でございますが、化学物質につい

ては、一般家屋の火災においても、台所用品・住宅建材・電化製品・文具類に多数の

プラスチック製品が含まれており、化学物質の発生が考えられます。この意味で、今

回の「かざぐるま」の火災と一般的な家屋の火災とは大差がないと考えており、化学

物質の調査も必要ないと判断をしております。 

  次に住民周辺への広報活動についてでございますが、当日の４市組合における活動

としましては、初期消火・消防への通報・消防隊との連絡・付近自治会への連絡等を
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行いました。健康影響につきましては、出火から消火までの間、火災現場に立ち会っ

ていた４市組合職員や委託業者の従業員に体調不良の症状は生じておりませんので、

健康への影響はございません。 

  次に火災事故の危機管理マニュアルにつきましては、消防法に基づく「消防計画書」

を作成しており、今回の火災における初期対応につきましても、「消防計画書」に基づ

いて行ったものでございます。 

  次に業務の再開、施設の再稼働に際しての施設の安全性につきましては、そもそも

「かざぐるま」での廃プラ圧縮減容により、人の健康に影響を及ぼす程度の有害物質

が発生しているとは考えられません。よって施設の安全性については問題ございませ

ん。また、活性炭吸着装置につきましては、火災の影響を受けておらず、再稼働時よ

り機能いたしております。 

  次に電光掲示板につきましては、火災の影響により損傷しておりますので、施設の

復旧と併せて、速やかにＴ－ＶＯＣの測定を行う予定でございます。 

  次に分析検討と対策につきましては、1400μｇ／㎥という数字は、専門委員会での

議論における単なる参考に過ぎません。したがって、この値を上回るか否かについて

の分析検討は、業者と行う必要はないと考えております。 

  次に復旧工事費の積算根拠の主な内容につきましては、いずれも税抜きで、焼損し

たプラント部分に係る受入コンベア・破袋機・粗選別機等の製作・設置工事で約 7500

万円、仮設費・一般管理費等で約 3000 万円でございます。 

  一時借入金は約 1 億 6000 万円、期間は７カ月で、利率は 1.2％を見込んでおります。 

  保険返戻金の入金時期は、工事請負代金支払い後、全国市有物件災害共済会と協議

いたします。 

ペットボトル有償入札拠出金収入は、１年間の収入のうち、約３カ月間分に相当い

たします。 

一般廃棄物処理事業債の借入につきましては、財務省を予定しており、利率につき

ましては、現時点では未定でございます。なお、元利償還金の 50％が地方交付税にお

ける基準財政需要額に算入をされます。 

  火災事故による損失額は 1 億 6065 万円、防火対策を含めた歳出総額は 1 億 9860 万

2000 円と起債利子相当額でございます。保険返戻金の割合は、解体撤去及び復旧工事

費の 89.4％でございます。4 市組合の負担額は 4123 万 2000 円と起債利子相当額でご

ざいます。 
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  復旧・設置工事につきましては、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規

定により施工業者と随意契約をする予定でございます。 

  次に火災事故と分別収集のあり方でございますが、今回の火災原因については簡易

ガスライターによるものと推定されており、混合収集がその原因とは考えておりませ

ん。事故の再発防止につきましては、本組合で作成しました啓発チラシを全世帯に配

布するとともに、構成４市の広報紙等を通じて、分別排出の啓発を行ってまいります。

また、異物の混入を防ぐため、搬入物のごみ質チェックを行ってまいります。以上で

ございます。 

○議長（森 裕司君）  ７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  答弁をお聞きしましたけれども、一番最初の火災の際に発

生した化学物質については、答弁からは全く調査把握していないということが明らか

になりました。しかも不必要だと、必要と考えていないということまでありました。

この施設は、一般家屋とは違います。廃プラをごみとして集めて、そして処理をして

いる施設です。そういう意味で一般家屋と同じように考えておられるというこの答弁

には驚きました。 

  また、広報活動についても全くしていないということも明らかになりました。周辺

住民への健康影響を私は聞きましたけれども、これについては全く答弁がありません

でした。消防計画書について言われましたけれども、先ほどの答弁とあわせてこうい

った施設の危機管理マニュアルとしては十分なものを作られておらないと、こういう

ことも答弁では私は明らかになったのではないかというふうに思っています。 

  その次に私は聞きましたけれども、クリーンセンターの設備を借りて処理を行う、

あるいは１つのラインを使って再稼働したということについての影響は考えられない

という、そういう答弁でした。この点も全く調査もしていないのにそういう答弁につ

いては、これは認めることができないというふうに思います。 

  さらに驚いたのは、専門委員会の検討、報告を否定するかのような、1400μｇ／㎥

に対する見解が表された。このことについても私は驚くとともに、施設さえ作れば何

でもよかったのかという、そういう姿勢に憤りさえ覚えました。 

そういったことを踏まえて改めてお聞きをしたいと思うんですが、こういった施設

で火災になった時には、アセトアルデヒドやベンゼン、アクリルアルデヒド、メチル

アルコール、ホルムアルデヒド、あるいは一酸化炭素など有害ガスが発生するのは、

これはもう常識になっています。そういう意味では全国的にも４市施設と同様の施設
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がかなり増えてきています。先ほど申し上げたように環境基準がないわけですね。そ

ういう意味では施設の安全性を確保する上からも私は明確な環境基準を国に求めるべ

きではないかというふうに思いますけれども、この点の見解をお聞きします。 

  次に、この間、日本共産党寝屋川市会議員団として６月 14 日の火災事故当日、口頭

でしたけれども、管理者である寝屋川市長に対して、①施設の安全の点検確認と廃プ

ラごみ収集の緊急措置を明らかにすること、②火災の原因究明を早期に行い、その報

告を議会と市民に明らかにすること、③周辺住民への健康影響を把握し、今後の対策

を明らかにすること、の３点を申し入れました。また、寝屋川市議会の６月定例会６

月 22 日の一般質問では、４市組合に緊急提起するようにとして、①プラスチック類は

化学変化が起きた時に多種多様な有毒ガスが発生をする。今回の火災では長時間にわ

たったことから多くの被害者の発生が心配されます。周辺住民と職員、従業員などの

健康影響の調査を徹底して行い、施設の安全性が確認されるまで操業停止すること。

②リサイクルのための廃プラ収集はペットボトルに限定した分別収集の協力を市民に

呼びかけ、その他プラについては各市で焼却処分すること。以上の点を求めました。

私達が寝屋川市に求めたこういった内容は４市組合に届いていますか。また、施設再

開にあたって私達の提起を検討されたのか、お聞きをします。 

  次に、今回の火災原因として想定されているのは簡易ガスライターです。繰り返さ

ないためには事前に取り除かれているのが最善だと考えます。そのための対策の検討、

先ほどお聞きしましたけれども、やはり混合収集では問題があるのではないかと思い

ます。再度お聞きします。 

  以上、2 回目の質問です。 

○議長（森 裕司君）  清水事務局長。 

○事務局長（清水 弘美君）  まず１点目の化学物質の問題ですけども、この「かざ

ぐるま」は、大気汚染防止法の届出対象事業所ではございません。また、有害性の恐

れのある様々な化学物質の環境への排出量を把握する化学物質管理促進法の届出事

業所にもあたりません。有害物質を取り扱う事業所ではないということであります。

したがって、化学物質の調査はする必要がないと思っております。 

  続きまして２番目の中谷議員が寝屋川の６月議会で発言され、質問されたというの

は聞き及んでおります。 

  続いて３番の簡易ガスライターの問題ですけども、昨年は簡易ガスライターによる

悲惨な火災が相次いで起きました。特に子どもが犠牲になる悲しい事故に我々は非常
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に胸が痛みます。経済産業省では「チャイルド・レジスタンス」機能の採用が義務づ

けられるとの報道もあり、簡易ガスライターが点火する可能性はより低くなるものと

考えます。しかし、まだまだ危険な要素があります。我々は二度とこのような事故を

起こさないためにも、施設内で３波長式炎検知器等を取り付け、防災対策には万全を

期し、地域においては再発防止のための啓発チラシを全戸配布し、また構成４市の広

報紙等を通じて、分別排出の啓発を行い、廃プラ・ペット搬入の手前で、ごみ質チェ

ックの強化をしてまいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（森 裕司君）  ７番、中谷議員。 

○７番（中谷 光夫君）  この答弁を聞く限り、施設の消火設備や防火対策の範囲に

限られた答弁に終始をしました。周辺住民をはじめ市民全体を視野に入れた安全の検

討、健康をどう守るかという、そういう検討というのは全く視野にないということが

改めて浮き彫りになったように思います。私はこの施設にそういう基準がないからこ

そ国に環境基準を求めるべきではないかというふうに再質問でお聞きしましたけれ

ども、全くこの点では答弁どころか、そういう必要性さえ感じていないという、先ほ

ど来申し上げた市民の健康、安全を視野に置かない答弁だったように思います。 

  今回は補正予算に関連しての議案質問であったために健康被害の質問は限定的にし

かできませんでした。今回の火災事故を契機に施設の抜本的な見直し、廃プラごみ収

集の根本的な見直しの検討があってもよいというふうに改めて私は思いました。この

点を要望して、質問をおきたいと思います。 

○議長（森 裕司君）  他に質疑はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（森 裕司君）  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）  議案第３号 2010 年度（平成 22 年度）北河内４市リサイ

クル施設組合補正予算（第２号）に反対の討論を行います。 

  今回の提案は、６月 14 日の本施設リサイクルプラザの火災事故を受けて、修復する

とともに、消火設備等を充実するものであり、その点については反対するものではあ

りません。しかし、今回の火災事故が周辺住民に一層施設の安全性への不安を高めた

ことも事実です。今回の事故に関係して６月 17 日と７月６日の２回にわたって近隣

22 自治会を対象にした地域環境保全協議会が開催され、４市組合事務局から報告が行
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われています。私はむしろこんな事故の時こそ、施設の建設操業に反対している住民

により丁寧な説明を行う姿勢こそ長い目で見れば行政に必要と考えます。その点では

施設の安全性に向けられている疑問や住民への健康影響を心配する声に真摯に応える

姿勢が全く見られなかったことは残念というほかありません。廃プラ事業ありき、施

設の操業ありきから、市民の健康、安全を優先する住民本位の行政へ根本的な転換を

求めるものです。以上の理由から賛成することはできません。 

○議長（森 裕司君）  他に討論はありませんか。 

 （ ｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（森 裕司君）  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（森 裕司君）  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。 

  以上をもって本臨時会に付議された事件はすべて議了しました。 

  閉会に際し、管理者から挨拶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 22 年第１回北河内４市リサイクル施設組合議会臨

時会の閉会にあたりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

  本日ご提案申し上げました監査委員の選任、専決事項の報告及び平成 22 年度補正予

算について、慎重ご審議を賜りまして、いずれも原案どおりご同意、ご承認、ご可決

を賜り厚くお礼申し上げます。 

  今後とも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

ため一層のご指導、ご鞭撻をいただきますようにお願い申し上げます。 

  さて、これから夏本番を迎え、暑さも厳しくなってまいりますが、議員各位におか

れましてはご自愛いただき、今後ますますご活躍をいただきますようご祈念申し上げ

まして、誠に簡単でございますが、閉会にあたりましてのご挨拶といたします。あり

がとうございました。 

○議長（森 裕司君）   それでは閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本日ここに無事、平成 22 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様のご協力に心から御礼を申
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し上げます。 

  今後は、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、安全には十分注

意され、適正かつ円滑な事業の推進に一層の努力をされることをお願いいたします。 

  また、このたびは議員の皆様の温かいご支持をいただきまして、鮫島副議長ととも

に正副議長の重職に就任させていただきました。私ども２人は、皆様方のご期待にお

応えするべく、協力して公正かつ円滑な議会運営に努めてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解とご協力をいただきますようにお願い申し上げます。甚だ簡単ではご

ざいますが、閉会に際しまして一言ご挨拶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 22 年第１回臨時会を閉会

します。 

（午後２時 59 分  閉会） 



１．地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

 

 

  北河内４市リサイクル施設組合議会 臨時議長  安 田  勇 

 

 

 

 

 

  北河内４市リサイクル施設組合議会 議  長  森  裕 司 

 

 

 

 

 

  北河内４市リサイクル施設組合議会 署名議員  瓜 生 照 代 

 

 

 

 

 

  北河内４市リサイクル施設組合議会 署名議員  前 波 艶 子 

 

 



事件番号 事　　　　　件　　　　　名 議決年月日 議決の結果 備　　考

― 会期の決定 平成22年7月20日 決　　定 会期1日間

選　　　挙
第  １  号

議長の選挙 平成22年7月20日
選　　　挙

（指名推選）
森　裕司

― 議席の指定

選　　　挙
第  ２  号

副議長の選挙 平成22年7月20日
選　　　挙

（指名推選）
鮫島　和雄

選任同意
第  １  号

監査委員の選任について 平成22年7月20日 同　　意 瓜生　照代

報　　　告
第　１　号

専決事項の報告について 平成22年7月20日 承　　認

議　　　案
第  ３  号

平成22年度北河内４市リサイクル施設組合補
正予算（第２号）

平成22年7月20日 原案可決

平成22年7月20日　北河内４市リサイクル施設組合議会
平成22年第１回臨時会付議事件一覧表


	①220720臨時会　議事録資料（表紙）.pdf
	②220720  臨時会　議事日程（表）.pdf
	③220720臨時会　議事録資料（出席者）.pdf
	④220720  臨時会議事録　目次.pdf
	⑤220720　編集用会議録.pdf
	⑥220720臨時会　議事録資料（署名印字のみ）.pdf
	⑦220720  組合議会（議事事件一覧表）.pdf

