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北北 河河 内内 ４４市市 リリササイイククルル施施 設設  

環環境境保保全全推推進進連連絡絡協協議議会会  

 

『皆様こんにちは。春は間近にせまってますが、少し逆戻り…』  
今年は本格的な冬がないまま、春の便りが聞こえてきていましたが、一旦冬に逆戻り。 

温暖化の影響でしょうか、季節と気候が少しずれてきているようです。これからも、美しい 

日本の四季を迎えることができますように、みんなで環境問題を考えていきましょう。 

さて、このたび当協議会では、情報発信紙 『協議会だより 第 13 号』 を発行しました。 

今号も、2 月 15 日（木）に開催されました第 13 回協議会（自治会選出委員の出席者数 

13 名）の内容について、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

今日も、まず『事業の進捗状況について』、事務局か

ら前回(第12 回)協議会以降のできごとや、これからの

予定など、次のように報告がありました。 

 

◎ 2 月13 日に組合議会定例会が寝屋川市役所で開催

され、平成19 年度予算などが可決されました。 

◎ 訴訟につきまして、2 月6 日に原告側証人の主尋問

が大阪地方裁判所で行われました。被告（当組合等）

による反対尋問は4 月17 日に行われます。 

◎ 訴訟の証拠として提出された疫学調査報告書の内

容が2 月4 日に、また、寝屋川市において大気中の

ベンゼン濃度が環境基準の2.6倍を上回る濃度で検出

されたとの内容が2 月7 日に、それぞれ毎日新聞で

報道されました。 

◎ 組合は、施設稼働後の排出空気と比較するために、

施設稼働前の現状把握調査を実施します。 

◎ 寝屋川市は、大阪府と協議を行い、共同でベンゼン

等大気調査測定を早々に行なうことになりました。 

 

これに対して、各委員からは、次のような意見や

質問がだされました。 

 

○ 組合施設と民間施設とは全く別の施設なのではな

いのか？ この協議会が対象としているのは組合施

設であり、民間施設については一切かかわっていない。

組合と民間会社とはどういう関係があるのか？ 

（回答：取り扱う物が同じということから、裁判におい

て、組合と民間会社は共に被告となっています。 

 

組合に対して原告は、“環境に悪影響を及ぼす施設を

新たに建設すると、現在の環境をより悪化させること

になる”と訴えていますが、両被告とも健康に影響を

及ぼすような被害は出さない、と主張をしています。

組合施設と民間施設は別施設ですが、地域環境の保全

という視点から、必要があれば寝屋川市において、何

某かの対応をされるものと考えております。） 

○ 民間施設とは、切り離して考えるべきである。自治会

住民から新聞報道について問い合わせがあったが、「報

道の内容は民間施設のことであり、組合施設は４市が責

任をもって対処することになっている。」と説明した。 

（回答：組合施設については、専門委員会において安全性

の検証を行い、施設も環境保全対策や常時監視モニタ

ー設備などを整え、対応をしています。更に、本協議

会やホームページを活用して透明性を高めて、安全性

には万全を期しております。） 

○ 国から補助金も出ているし、４市の市長も施設建設

を推進しているものを、覆すことは出来ないのではな

いか？ 

（回答：循環型社会形成推進関連法令の中で、この様な施

設を建てることになっています。） 

○ 反対者の議論は、民間会社にかこつけて組合施設の

建設に反対している。もし、組合施設で大気汚染が出

るようなことがあれば、操業停止どころでは済まない。

重要な責任問題である。 

（回答：当協議会において協議いただいた内容を踏まえ、

きっちりやっていく決意で取り組んでいます。） 

○ 組合施設が稼働する前の大気の現状をつかんでおく

ことが大事である。調査しておかないと稼働してから

の対比ができない。 

（回答：2 月13 日の組合議会においても、大気汚染調査

の実施を指摘されましたが、施設稼働後の排出空気

と比較を行うために、施設稼働前の現況把握調査は

必要である、と回答しております。） 
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○ これまで当協議会において、議論を積み重ね、電

光掲示板も設置し、リアルタイムで表示していくと

いう事にしているが、現況の大気調査を行なっても、

何らかの測定数値は検出されるのではないのか？ 

（回答：ご指摘のとおり現況の大気調査を行なっても、

全く何も検出されないということはないと考えま

す。しかし、それが環境基準値以下かどうかが問

われることとなります。組合施設からの排出空気

は、規制基準値以下とします。） 

○ 組合施設は、大気汚染が発生しない設計になってい

るとのことだが、どのように担保しているのか？ 

（回答：施設建設の契約に当たって性能保証を仕様書

に示し、新明和工業㈱に発注していますし、新明

和工業㈱もきちんと設計をしています。 

また、設計どおり施工されているかなどを専門的

な立場でチェックできるよう、工事の監理業務を

㈱地域計画建築研究所(アルパック)に委託してお

ります。性能が出なければ、新明和工業㈱が保証

することになっています。） 

○ 新聞記事における疫学調査は、どの様にして行わ

れたのか？ 

（回答：今回の疫学調査は、アンケート用紙を配って、

平成18 年と17 年について、目や鼻、皮膚などの

症状の有無などを調べられたものです。調査は、

その結果を比較する横断調査というものです。） 

○ 民間会社はパレットを作るのにベンゼンを使うの

か？ 

（回答：大阪府の見解におきまして、“ベンゼンの排出

源となるものは、自動車排気ガス、石油関係（ガ

ソリンスタンド等）など様々であり、通常道路付

近では濃度が高くなる傾向があるため、民間会社

の施設が直ちにベンゼンの排出源とは断定できな

い。”“プラスチックはベンゼン等の有害化学物質

を原材料として用いるものではありません。”と述

べられています。） 

    

次に、次第の2 番目『施設整備について』では、事務局

から月間の工事工程について説明がありました。 

この協議会だより発行(3/15)時点における、工事の進捗

状況と工程（予定）は次のとおりです。 

 

○ 現場作業について 

・ 2 月22 日に2 日の遅れで、ＳＭＷ杭打ち工事が完

了しました。 

・ 2 月 23 日から 26 日の間で、杭打ち機を解体・搬

出しました。 

・ 2 月26 日からピット1 次掘削工事を行いました。

1 次掘削は現況地盤から3.5ｍの掘削工事です。3 月5

日からは2 次掘削工事を、3 月19 日からは3 次掘削

工事を行います。2 次掘削は5.5ｍ（現況地盤からは9

ｍ）の掘削、3 次掘削は、5ｍ（現況地盤からは14ｍ）

の掘削工事です。 

・ 3 月1 日から3 日間、鉄骨の1 段目切梁腹起架を行

いしました。また、3 月 14 日から 4 日間、2 段目切

梁腹起架を行います。 

・ 3 月 27 日に処理棟の基礎コンクリート打設工事

（185㎥）を行います。なお、コンクリートミキサー

車の搬入台数は約45 台です。 

○ 工事車両の出入について 

・ 25 t ラフター（クレーン車）が、3 月15 日に切梁

腹起架のため、進入します。（3 月19 日退出） 

・ 15 t ラフター（クレーン車）が、3 月16 日に処理

棟基礎配鉄のため、進入します。（3 月19 日退出） 

・ トレーラーが、3 月 15 日･16 日に各 2 台づつ、切

梁腹起架搬入のため、進入します。 

・ 10tダンプが、3月24日･26日･27日に各５台づつ、

砕石等資材搬入のため、進入します。 

・ コンクリート打設用ポンプ車が、3 月20 日･27 日･

28 日に各1 台づつ、コンクリート打設作業のため、

進入します。 

・ コンクリートミキサー車が、3 月20 日に防火水槽

他ピット低盤の打設のために4 台、3 月27 日に処理

棟基礎コン打設のために 45 台、3 月 28 日に処理棟

ピットの捨てコン打設のために 5 台、それぞれ進入

します。 

 

この説明に対して委員から、工程表だけでは作業の内容

が分かりづらいので、図面を添付して説明をして欲しいと

意見が出されましたので、次回から工程の説明にも、図面

を用意することにしました。 

 

次に、次第3 番目『協議会の運営』についてでは、 

次回の協議会のテーマを、①事業の進捗状況について、 

②施設整備について、③協議会の運営について、④その他

とし、平成19 年3 月15 日(木)午後7 時半からと決まり

ました。 

                                                               

北河内４市リサイクル施設組合の事業には、今後ともご理解･ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

発 行：北河内４市リサイクル施設環境保全推進連絡協議会 
連絡先：北河内４市リサイクル施設組合  ℡：072-823-2038 
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