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（午後２時00分 開会） 

○議長（山口勤君）  皆さん、こんにちは。本日は何かとご多忙な中をお集まりをい

ただき、ありがとうございます。開会に先立ち、書記長から議員の出席状況を報告し

ます。 

  松村書記長。 

○書記長（松村泰則君）  本日の会議のただいまの出席議員は、12名でございます。 

  以上で、報告を終わります。 

○議長（山口勤君）  ただいま報告しましたとおり、出席議員は定足数に達しており

ますので、これから令和元年11月北河内４市リサイクル施設組合議会定例会を開会し

ます。 

  開会に際し、管理者から挨拶したい旨の申出がありますので、これをお受けします。 

  広瀬管理者。 

○管理者（広瀬慶輔君）  本日、令和元年11月北河内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、厚く御礼申し上げます。 

  さて、リサイクルプラザの運営に当たりましては、施設の創業以降、構成４市及び

関係者の皆様のご協力をいただき、安全で安定的な施設の運営管理に努め、容器包装

プラスチック類の中間処理を行ってまいりました。 

  今後とも施設の運営に当たりましては、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、円滑かつ着実に遂行してまいる所存でございます。 

  議員の皆様方におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いを

いたします。 

  さて、本日提案をさせていただきます案件は、監査委員の選任が１件、公平委員会

委員の選任が１件、平成30年度決算認定１件の合計３件でございます。 

  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、

開会に当たりましてのご挨拶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。 

○議長（山口勤君）  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、岸田敦子議員、皿海ふみ議員の２名を指名いたします。 

○議長（山口勤君）  日程第１、「議席の指定」を行います。 
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  この度、新たに組合議会議員となられた交野市派遣議員の皿海ふみ議員に12番の議

席を、山本景議員に13番の議席を指定します。 

○議長（山口勤君）  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（山口勤君）  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。 

○議長（山口勤君）  この際、諸般の報告をします。 

  令和元年７月18日から令和元年11月21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。 

○議長（山口勤君）  日程第３、議案第５号「監査委員の選任」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、山本景議員が除斥となります。 

  （13番 山本景議員 退場） 

○議長（山口勤君）  管理者から提案理由の説明を求めます。 

  広瀬管理者。 

○管理者（広瀬慶輔君）  議案第５号、監査委員の選任につきまして、提案理由のご

説明を申し上げます。 

  議案書の１ページをお開き願いたいと存じます。 

  本案は、議員選出の監査委員 前波艶子議員が令和元年９月30日をもって任期満了

となりましたので、後任の監査委員として、山本景議員を選任いたしたく、北河内４

市リサイクル施設組合規約第13条第２項の規定により、同意を求めるものでございま

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。 

  何とぞ慎重にご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口勤君）  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（山口勤君）  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。 
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  山本景議員の除斥を解きます。 

  （13番 山本景議員 入場） 

○議長（山口勤君）  日程第４、議案第６号「公平委員会委員の選任」を議題としま

す。 

  管理者から提案理由の説明を求めます。 

  広瀬管理者。 

○管理者（広瀬慶輔君）  議案第６号、公平委員会委員の選任につきまして、提案理

由のご説明を申し上げます。 

  議案書の２ページをご覧いただきたいと存じます。 

  北河内４市リサイクル施設組合公平委員会委員の東谷宏幸氏が令和元年11月28日を

もって任期満了となりますが、引き続き東谷宏幸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。 

  なお、東谷宏幸氏の履歴は３ページに記載をさせていただいております。人事行政

に関する豊かな知識、経験をいかし、更にご尽力いただけるものと確信をしていると

ころでございます。 

  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。 

  何とぞ慎重にご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（山口勤君）  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（山口勤君）  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。 

○議長（山口勤君）  日程第５、認定第１号「平成30年度北河内４市リサイクル施設

組合歳入歳出決算認定」を議題とします。 

  理事者から提案理由の説明を求めます。 

  園田課長代理。 

○課長代理（園田一博君）  ただいま上程いただきました認定第１号「平成30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、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。 

  本案につきましては、地方自治法第292条において準用する同法第233条第３項の規
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定に基づき、監査委員の意見を付しまして、議会の認定をお願いするものでございま

す。 

  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。 

  22ページをお開き願います。 

  実質収支に関する調書でございますが、歳入総額４億3,027万3,000円、歳出総額４

億2,357万4,000円、歳入歳出差引額669万9,000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、669万9,000円の黒字となっております。 

  続きまして、歳入歳出決算事項別明細書によりご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、８ページにお戻りください。 

  歳入でございますが、１款 分担金及び負担金の収入済額は、３億8,354万121円。

内容といたしましては、構成４市からの負担金として、枚方市負担金１億7,431万

9,562円、寝屋川市負担金１億1,364万5,717円、四條畷市負担金4,402万7,260円、交

野市負担金5,154万7,582円でございます。 

  10ページ、11ページに移りまして、２款 使用料及び手数料の収入済額は、11万

2,500円で、自動販売機設置使用料でございます。 

  ３款 財産収入につきましては、収入はございませんでした。 

  ４款 諸収入の収入済額は、3,122万3,869円で、内容といたしましては、１項 組

合預金利子が２万8,033円、２項 雑入は3,119万5,836円で、ペットボトル有償入札

拠出金収入、再商品化合理化拠出金収入、及び自動販売機設置に係る光熱費でござい

ます。 

  12ページ、13ページに移りまして、５款 繰越金は、1,539万6,687円で、前年度繰

越金でございます。 

  以上、歳入合計は最下段のとおり、４億3,027万3,177円でございます。 

  次に、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。 

  １款 議会費は予算現額225万7,000円に対しまして、支出済額は201万1,909円で、

主な内容といたしましては、議員報酬193万9,923円、会議録作成に伴う筆耕翻訳料４

万2,120円、組合議会に伴う有料駐車場代１万9,560円などでございます。 

  ２款 総務費は、予算現額6,436万4,000円に対しまして、支出済額は6,274万7,434

円でございます。１項 総務管理費のうち、１目 一般管理費の支出済額は6,254万

3,435円で、主な内容といたしましては、１節 報酬は74万6,000円、特別職報酬など
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でございます。 

  16ページ、17ページに移りまして、11節 需用費は180万3,525円で、ペットボトル

リサイクル定規などの一般消耗品費76万1,203円、公用車の車検整備及び管理棟南面

外壁タイル補修などの修繕料92万4,588円などでございます。12節 役務費は、電話

料など29万2,803円。13節 委託料は、施設総合管理委託、機械警備委託で656万

1,198円。14節 使用料及び賃借料は、電子複写機使用料など29万4,055円。19節 負

担金、補助及び交付金は5,281万739円で、構成４市からの派遣職員の人件費負担金な

どでございます。 

  ２目 公平委員会費につきましては、支出はございません。 

  18ページ、19ページに移りまして、２項 監査委員費、１目 監査委員費は20万

3,999円で、監査委員報酬でございます。 

  ３款 衛生費は、予算現額２億5,383万1,000円に対しまして、支出済額は２億

4,867万6,099円でございます。主な内容といたしましては、11節 需用費は4,860万

5,572円で、成形品こん包袋、活性炭などの一般消耗品費1,921万3,009円、光熱水費

1,329万6,558円、ナンバー２受入れコンベアケーシング修理などの修繕料1,597万

8,123円などでございます。12節 役務費は、60万6,273円で、郵便料、特殊車両特定

自主検査の手数料、保険料でございます。13節 委託料は、１億9,941万9,063円で、

運転管理等業務委託１億8,905万3,433円、分別基準適合物再商品化委託499万2,630円、

環境調査委託230万3,640円、リサイクルプラザ定期点検委託306万9,360円でございま

す。19節 負担金、補助及び交付金は、４万5,191円、再商品化合理化拠出金の構成

４市への分配金でございます。 

  20ページ、21ページに移りまして、４款 公債費は、予算現額１億1,014万円に対

しまして、支出済額１億1,013万8,982円。組合債への元利償還金と利子でございます。 

  ５款 予備費、予算現額1,000万円につきましては、支出はございません。 

  以上、歳出合計は、最下段のとおり、４億2,357万4,424円でございます。 

  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 公有財産につきましては、土地・建物共に、平成30年度中の増減はございませ

ん。また、２ 物品につきましても、平成30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30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の提案理由とさせていただきます。 
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  配布いたしております「決算審査意見書」、並びに「決算に関する主要な施策の成

果」をご参照くださいまして、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（山口勤君）  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します。 

  順次、質疑を許可します。 

  まず、通告に従い、堤議員の質疑を許可します。 

  堤議員。 

○２番（堤幸子君）  こんにちは。枚方市の堤でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  ただいま報告がありました認定第１号の平成30年度北河内４市リサイクル施設組合

歳入歳出決算認定について質問をさせていただきます。 

  １回目の質問ですが、１点目に、この今回の決算は、実質収支額は669万9,000円の

黒字ということで報告されておりましたが、単年度収支は869万7,000円の赤字となっ

ています。これまで単年度収支が赤字となったことはあったのでしょうか。また、今

回の赤字の原因をお伺いいたします。 

  ２点目に、再商品化合理化拠出金についてですけれども、プラスチック製容器包装

に関して、支払がゼロ円となっています。平成30年２月の一般質問で今後の対応につ

いて質問しましたが、国において市町村への配分方法など拠出金の在り方について検

討されており、今後その動向を注視する中で検討していくとご答弁がありました。現

在の状況をお伺いいたします。 

  ３点目にですが、この決算に関する主要な施策の成果の中にあります運転消耗品費

のうち、活性炭の費用についてですけれども、平成29年度より約21万円減っています

が、その理由についてお伺いをいたします。 

  ４点目に、同じところからですけれども、リサイクルプラザの啓発に要した費用が

減額になっています。いつも定規とかを買っておられるところですけれども、平成29

年度の決算では再生クリアフォルダも購入しておられます。平成30年度は購入してい

ませんが、その理由をお伺いをいたしまして、１回目の質問とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（山口勤君）  理事者から答弁を求めます。 
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  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  堤議員の質問に順次お答えいたします。 

  これまでに単年度収支が赤字となった年度につきましては、平成18年度、24年度、

25年度、27年度でございます。 

  平成30年度の単年度収支赤字の主な要因といたしましては、前年度と比較すると、

収入では繰越金が増加したものの、分担金及び負担金と諸収入が減少し、歳出では予

算現額に対する執行率が増加したものでございます。 

  次に、再商品化合理化拠出金制度につきましては、リサイクルの合理化、効率化に

取り組む市町村等へのインセンティブとして拠出されているものでありますが、輸入

禁止など世界的な動きもあり、処理費用が想定費用を上回り、原資が発生しておりま

せん。引き続き国が中心となって、有識者、関係者と連携しつつ検討されています。

また、構成４市を含む府内市町村が大阪府市長会を通じて、国に対し、容リ法に基づ

く拡大生産者責任の強化が図れるよう要望しており、構成４市と協議を進めてまいり

ます。 

  次に、活性炭購入の減額理由につきましては、補充用活性炭の購入数量を抑制した

ことによるものでございます。 

  次に、再生クリアフォルダにつきましては、施設見学において啓発物品として小学

生に配布しており、おおむね４年ごとに購入しておりますので、平成30年度の消耗品

の支出はございません。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  堤議員。 

○２番（堤幸子君）  ご答弁ありがとうございました。それでは、２回目の質問と要

望を併せてさせていただきます。 

  初めに、単年度赤字の件ですけれども、実質収支は黒字になっているので、財政運

営は健全に行われていると思いますけれども、今後の施設の管理業務など委託をされ

ている部分が多いため、消費税も引き上がって、今後の人件費なども引き上がってい

けば、この委託料が増え、歳出が増えていくと考えられます。更に施設の老朽化への

対応などを考えると、今後の構成４市からの分担金や負担金が増えることにつながる

という懸念があります。今回の決算では、電力の契約単価の減額や行政視察の減額な

どを行っていただいておりますが、今後更に努力が必要だと求めておきます。 

  ２点目の再商品化合理化拠出金制度についてですけれども、国の今後の対応に注意
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していただくとともに、以前にも求めましたけれども、こうした拠出金がゼロになっ

たということについて、各市の広報やホームページなどを利用して、市民の皆さんへ

の説明を是非していただきたいと要望いたします。 

  ３点目の活性炭の購入については、２回目の質問をさせていただきます。 

  活性炭については、以前も求めましたけれども、性能がどの程度のものなのかを知

るためにも、活性炭を通る前と後でどの程度の効果があったのかを調査するべきだと

考えますが、見解をお伺いします。 

  ４点目の再生クリアフォルダについてですけれども、クリアフォルダなどは子ども

たちに、この施設の啓発に再生品ということで利用するために４年に一度購入してい

るということですけれども、今、世界中では、プラスチックごみそのものを減らそう

と努力がされているところです。例え再生品であってもこうしたプラ製品のクリアフ

ォルダやプラスチックのこの定規をわざわざ購入して配る必要があるのかというふう

に考えますが、例えばお買い物袋とかマグカップなど、こうしたごみの減量につなが

るものを購入してもいいと思いますけれども、その見解をお伺いいたします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  活性炭通過前後の調査につきましては、環境調査を実施

しており、敷地境界における調査結果で全項目で基準値を下回っており、改めての調

査は必要ないものと考えております。 

  次に、小学生の施設見学での啓発物品につきましては、３Ｒの意識向上につながる

よう、精査検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  堤議員。 

○２番（堤幸子君）  活性炭の購入についてですけれども、今回減ったのは性能の部

分ではなく、単に補充の部分を減らしたということだけだったんですけれども、この

活性炭にもいろんな種類があって、いろんな値段も付いているわけなんです。やっぱ

りこれだけ健康被害が言われているという問題の起きた施設ですので、丁寧な対応が

必要だと思うんですね。だから、活性炭を通る前と後の空気の調査ができるのであれ

ば、この活性炭は大丈夫なんだよ、これだけ効果があるんだよというのを、市民の皆

さんに示す必要もこの施設として責任があるのではないかと思いますので、今のご答

弁では納得できません。引き続き、是非検討をお願いいたします。 

  クリアフォルダの件ですけれども、こうした再生品の啓発をこれまでされてきたと
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思うんです。子どもたちにも見学をされて、こういうものができるんだよというのを

ちゃんと説明をして、してきたと思うんですけれども、今、プラスチックごみそのも

のを削減という時代に来て、やっぱりここは転換をということで検討していただける

ということですので、是非この先ご検討をいただきたいと要望しまして、質問を終わ

らせていただきます。 

  ありがとうございます。 

○議長（山口勤君）  これにて、堤議員の質疑を終結します。 

  次に、通告に従い、皿海議員の質疑を許可します。 

  皿海議員。 

○12番（皿海ふみ君）  交野市の皿海でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、平成30年度決算について、２点質問をさせていただきます。 

  １点目、残渣（ざんさ）について。 

  決算に関する施策の成果の資料を見ますと、プラスチック類の残渣、特に可燃の残

渣がここ数年少しずつ増えているようでした。残渣は各市で分けて持ち帰り、可燃の

ものは焼却することになりますが、残渣の内容はどのようなものが多いのでしょうか。

また、プラスチック類の汚れについては、どの程度汚れていたら残渣となるのか基準

をお聞かせください。併せまして、残渣を各市で分けて持ち帰る配分の方法と、各市

の搬入量に対する残渣の量、及び残渣が増加傾向にある理由についてお尋ねいたしま

す。 

  ２点目に、再商品化の現状について。 

  各市でペットボトル、プラスチックごみを回収、運搬し、本施設で分別、圧縮、こ

ん包を行った後、その後、再商品化事業者によってどのようにどの程度、再商品化、

リサイクルされているのかについて、30年度の再商品化の事業者名と処理量、落札単

価及びリサイクルの方法と再商品化されている割合、またその際の残渣の割合につい

て併せてお聞かせください。 

  以上、１回目の質問といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（山口勤君）  理事者から答弁を求めます。 

  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  皿海議員の質問に順次お答えいたします。 

  可燃残渣の主な内容につきましては、汚れの付いたチューブ類や、弁当容器に加え、
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間違えて分別排出された紙類が多くを占めています。また、残渣（ざんさ）とする基

準につきましては、内容物が付着したものとしております。 

  次に、平成30年度の各市の搬入量と残渣引取り量につきましては、枚方市4,912.28

トンで142.07トン、寝屋川市4,263.28トンで124.62トン、四條畷市558.28トンで15.7

トン、交野市1,021.65トンで30.62トンとなっており、残渣は搬入量の割合で引渡し

しております。 

  次に、残渣の増加傾向の原因につきましては、軽くすすいでも汚れが取れないもの

は可燃ごみで排出することや、適正な分別排出を徹底することについての周知不足も

考えられることから、構成４市と連携を図った啓発に努めてまいります。 

  次に、30年度のペットボトルにつきまして、ウツミリサイクルシステムズ株式会社

へ749.36トンを引き渡し、容リ協の落札単価で売払額は上期が３万5,833円、下期が

４万8,933円で、リサイクルの方法はフレークにした後、卵パックなどに加工されて

います。 

  次に、プラスチック製容器包装につきましては、株式会社リサイクル・アンド・イ

コールへ9,434.33トンを引き渡し、容リ協の落札単価で支払額は５万3,450円で、リ

サイクルの方法はポリエチレンを主とする樹脂にした後、パレットに加工されていま

す。 

  なお、再商品化と残渣の割合につきましては、再商品化事業者へは本組合以外から

も搬入されており、本組合から引き渡したベールでの割合を把握することは困難でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  皿海議員。 

○12番（皿海ふみ君）  それでは、２点目の再商品化の現状について、再質問をさせ

ていただきます。 

  本施設で圧縮こん包したプラスチック類は、容リ協会を通して、ペットボトルは売

り払って処理をされるのに対し、その他のプラスチックごみは１トン５万円以上支払

って処理されていくという流れになる中で、この施設で処理したプラスチックごみが、

その後どの程度、再商品化されて、また残渣となっているのかを一定把握して、市民

に説明する責任があるというふうに私は考えます。 

  その上で、現状、本施設に特定したデータの把握は難しいというご答弁でしたので、

少なくとも容リ協会が取り扱っている材料リサイクル全体としてのデータを本施設に
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当てはめた場合、本施設で処理したプラスチック類の再商品化されている割合、また

残渣（ざんさ）の割合がどの程度になると想定されるのかお聞きいたします。よろし

くお願いいたします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  容器包装リサイクル協会のホームページに掲載されてい

ます平成30年度の再商品化の割合を本組合に当てはめて試算しますと、ペットボトル

の約82％から614トン、プラスチック製容器包装の材料リサイクルの約50％から4,717

トン再商品化され、残りが残渣になっていると推定されます。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  皿海議員。 

○12番（皿海ふみ君）  ありがとうございます。全体の傾向を当てはめてという想定

ではありますけれども、この本施設で多くの手間と経費を掛けて圧縮こん包したプラ

スチックごみ、その後ペットボトルを除くと約半分しか再商品化されていないと、残

りは残渣になっているということを踏まえますと、ペットボトルを除くプラスチック

ごみの材料リサイクルはコストが掛かる割に、また健康への影響も心配される効率の

悪いリサイクルの方法であり、見直しが必要だと考えますが、いかがでしょうか。最

後にお聞きいたします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  プラスチック製容器包装のリサイクルにつきましては、

限りある資源の有効活用を図ることを目的として実施しているものでございますが、

現在北河内４市環境部事務担当者会議を適宜開催し、廃プラを含むごみ処理の在り方

について協議をされております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  これにて、皿海議員の質疑を終結します。 

  次に、通告に従い、中林議員の質疑を許可します。 

  中林議員。 

○９番（中林和江君）  寝屋川市選出の中林和江です。よろしくお願いいたします。 

  決算について２点、質問させていただきます。 

  １つ目は、総務費の各種負担金の派遣職員人件費の関連でお聞きします。 

  2018年度決算では、再任用職員の派遣によって、2017年度より人件費が減少してい

ますが、お聞きしたいのは、職員の派遣元の構成についてです。６人のうち、寝屋川
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市以外は各市１人の派遣で半数の３人が寝屋川市から派遣となっています。本組合の

設立当時には、寝屋川市４名、枚方市・交野市が各１名の計６名でスタートしました

が、６年後の2013年度、平成25年度から現在の寝屋川市３名、枚方市・交野市・四條

畷市それぞれ１名、計６名となっています。 

  そこで、お聞きします。派遣職員は、なぜ６人中、寝屋川市が３人になっているの

か、このことについて、算出理由を分かりやすくご説明ください。 

  質問の２つ目は、決算では本施設の運営費の主な財源として４市からの負担金３億

8,354万円とペットボトルの売払収入など3,100万円となっています。本施設は容器リ

サイクル法に基づき、４市から廃プラスチックを収集し、危険物や汚れたプラ容器な

どを取り除いて、ペットボトルとその他プラを分けて圧縮こん包しています。圧縮こ

ん包した廃プラは、容器リサイクル協会を経て再商品化されています。本施設の道路

向かいの民間工場では、パレットを再商品化しています。 

  以下、お聞きします。 

  第１は、現行の仕組みの中で、廃プラの分別収集、選別、圧縮パック、保管等に掛

かる費用は地方自治体の負担となっています。製造者などは、再商品化費用のみの負

担であることから、ごみ減量への積極的なインセンティブが働かず、環境への負担が

軽いリターナブル容器への普及促進や、容器の発生抑制、再利用という本来求められ

ている循環型社会形成推進基本法の趣旨が機能していないと言えます。 

  製造者の負担を増やすことなどで、拡大生産者責任を果たさせる仕組みに切り替え

るべきだと考えます。 

  第２、寝屋川市では、市民アンケートの結果、材料リサイクルに適するものは材料

リサイクルし、材料リサイクルに適さない廃プラはサーマルリサイクルすべきであり、

廃プラを含むごみ処理の在り方を見直すとの市の考え方の基、可燃ごみを減らすごみ

減量プロジェクトに取り組んでいます。 

  材料リサイクルに適するとは、紙やペットボトル、トレーなど、単一素材のもので

す。材料リサイクルに適さないものとは、化学物質を含んだその他プラで、どうやっ

ても元の材料に戻らないものです。その他プラの材料リサイクルは見直すべきと考え

ます。 

  第３に、本施設周辺の住人の皆さんから健康被害の訴えが始まって12年目になりま

す。 

  プラスチックは石油に化学物質を加えたものです。このプラスチックを保管、圧縮、
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運搬、民間施設で高熱で溶かして再商品を製造するその過程でプラスチック素材の分

子構造が破壊され、有害ガスが発生すると言われています。この有害ガスを吸うこと

によって、特定の人において、目・喉の粘膜症状、湿しんなどの皮膚粘膜症状が出て

います。 

  この健康被害については、裁判や公調委の裁定では、健康被害の犯人である化学物

質は判明していません。しかし、現に何人かの住民の方が健康被害を訴え、この地域

から引っ越しを余儀なくされています。 

  以上の点から、本施設については、運営そのものを見直すべきだと考え、見解をお

聞きします。 

  以上、１回目の質問とします。 

○議長（山口勤君）  理事者から答弁を求めます。 

  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  中林議員の質問に順次お答えいたします。 

  派遣職員の構成につきましては、本組合設立当時、構成４市で協議した結果、寝屋

川市４名、枚方市・交野市それぞれ１名、計６名で発足し、平成24年度においては、

構成各市から１名は派遣すべきとご指摘を踏まえ、協議を行い、現在の寝屋川市３名、

枚方市・交野市・四條畷市それぞれ１名、計６名となっております。 

  次に、本組合は、構成４市が循環型社会の構築に向けた事業として、ペットボトル

及びプラスチック製容器包装の共同処理を行うことに合意し、その処理を実施するた

めに設立された組織であり、組合事業の運営等に関しましては、構成４市において協

議される課題であると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  中林議員。 

○９番（中林和江君）  ２回目の質問ですけれども、まず、派遣職員の構成について

ですが、私がお聞きしたのは、６人中なぜ半数の３人が寝屋川市からなのか、市民の

方が聞いてなるほどという根拠をお聞きしたかったのですが、その答えがありません

でした。 

  広域で事業を行う場合には、例えば、各市負担金のこの施設の施設運転管理経費な

どについては均等割、人口割、世帯割などから算出されています。この負担割合は、

市民の皆さんが納得できる算出根拠であると考えます。 

  ところが、職員の派遣の構成については、こういう根拠がこの12年間、用いられて
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こなかったと言わざるを得ません。例えば、施設運転管理経費の算出根拠であれば、

各市はどのようになるのか、お聞きをしておきます。 

  次に、廃プラ処理を材料リサイクルを前提とすることについてです。 

  本施設は、循環型社会の構築に向けた事業と位置付けられていますが、問題があり

ます。第１は、自治体の過大な費用負担と、容器の発生抑制などの拡大生産者責任が

問われにくい仕組みになっていることです。第２に、その他プラという幾ら手間を掛

けても元の材料に戻らない廃プラを材料として、質の悪いパレットを再商品化すると

いうこの効率の悪さにあります。第３に、地球環境・生態系への影響が心配されてい

る廃プラスチックによる健康被害を周辺住民が現実に訴えているという事実があるこ

とであります。以上の点からも、廃プラ処理の見直しを求めておきます。 

  以上、２回目の質問とします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  構成各市の派遣職員数について、施設運転管理経費の負

担割合にて算出すればどうなるのかとのご質問でございますが、平成30年度の施設運

転管理経費は枚方市49.4％、寝屋川市30.5％、四條畷市8.9％、交野市11.2％であり、

この割合で算出すると、枚方市2.9人、寝屋川市1.8人、四條畷市0.5人、交野市0.6人

となります。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  中林議員。 

○９番（中林和江君）  派遣職員の構成について、３回目の質問をします。 

  各市の構成についての根拠が幾らお聞きしてもお答えがなかったので、今回、施設

運転管理経費の負担割合を例にしてお聞きをしました。このことについて述べるもの

ではありませんけれども、本来ならば、一定の算出根拠が公に示されるべきと考えま

す。これを示せないことに大変疑問を感じます。そもそも、この施設を寝屋川市に設

置することについて、職員６人中４人も寝屋川市が派遣しなければならなかった、そ

の特別な事情があったのではないか、無理があったのではないかと言わざるを得ませ

ん。 

  このことを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山口勤君）  これにて、中林議員の質疑を終結します。 

  次に、通告に従い、岸田議員の質疑を許可します。 

  岸田議員。 
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○10番（岸田敦子君）  四條畷市選出の岸田敦子です。２点の質問をさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

  まず１点目には、各市負担金の搬入量割導入の考えについてお伺いします。 

  決算に関する主要な施策の成果18ページに昨年度の月別搬入量が掲載されています。

今年２月の予算審議のときにもこの搬入量割の導入について取り上げまして、昨年４

月から12月までの４市それぞれの搬入量率を示していただきました。昨年12月までの

９か月分では、構成市の搬入量率は、枚方市が45.68％、寝屋川市が39.58％、四條畷

市が5.18％で交野市が9.56％でしたが、一年通した搬入量率を教えていただきたいと

思います。 

  ２つ目に、規約の変更について、今年２月のご答弁でまず構成各市の協議を経てと

ありました。この構成各市の協議の議題とするためには、どのような手続を踏まなけ

ればならないのか、お示しいただきたいと思います。 

  また現在、構成各市の担当者が集まられてごみの減量化などについての会議を重ね

ておられると聞いておりますが、この中で搬入量割導入を議題に上げて協議するお考

えはないかご答弁をお願いします。 

  大きく２点目には、環境調査についてお伺いします。 

  決算に関する主要な施策の成果の32ページから環境調査に関する表示方法について、

30年度からホルムアルデヒドとアセトアルデヒドの表示方法を他の物質と分けて表示

して、参考として寝屋川市役所の調査結果を表記していただくなど、議会の声を受け

て改善を図っていただいたことに敬意を表します。その上で、寝屋川市役所の数値と

本組合の調査結果を比較すると、２月よりも８月が数値の平均値が大幅に高いこと、

また、ホルムアルデヒドで８月は２月の２倍から３倍以上の数値が検出されていて、

アセトアルデヒドも２倍強の数値が確認されています。活性炭吸着装置出口では、ホ

ルムアルデヒドで敷地境界の倍、寝屋川市役所の４倍、アセトアルデヒドでは敷地境

界の17倍、寝屋川市役所の45倍の濃度が検出されています。組合としてこの結果をど

う評価しておられるかお伺いしたいと思います。 

  最後に、環境調査の契約方法について、指名競争入札で実施しているとご答弁をい

ただいておりますけれども、これは以前、ご答弁いただいております。昨年度のこの

調査に関わる登録業者数と指名業者数、また入札参加業者数と落札率、契約年数につ

いてそれぞれ説明をお願いしたいと思います。 

○議長（山口勤君）  理事者から答弁を求めます。 
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  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  岸田議員の質問に順次お答えいたします。 

  平成30年度の搬入量の割合につきましては、枚方市45.7％、寝屋川市39.1％、四條

畷市5.2％、交野市9.5％でございます。 

  次に、規約変更の手続につきましては、地方自治法第286条第２項及び同法第290条

により、関係地方公共団体において、事前の協議を行った上で、それぞれの議会の議

決を経て行う協議により定めることが規定されております。 

  次に、北河内４市環境部事務担当者会議につきましては、各市のごみ搬出量の推移、

ごみ減量手法等を情報共有し、廃プラを含むごみ処理の在り方を協議していることか

ら、規約変更に係る協議につきましては、構成各市の同意が必要であると考えており

ます。 

  次に、環境調査結果につきましては、平成30年８月の敷地境界の平均値と寝屋川市

役所の結果と比較すると、ホルムアルデヒドは約２倍、アセトアルデヒドは約2.5倍

となっておりますが、これまでの調査結果では寝屋川市役所と同等の数値となってい

ることから、周囲に対する影響はないものと考えており、引き続き環境測定を実施し

てまいります。 

  次に、環境調査の契約につきましては、登録業者数は11者で、そのうち有害大気汚

染物質測定方法マニュアルに基づく測定が可能な５者を指名し、応札者は４者であり、

落札率は87.78％、契約年数は１年でございます。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  岸田議員。 

○10番（岸田敦子君）  ありがとうございます。 

  まず、搬入量割についてですけれども、搬入量の割合は、途中まででも年度を通し

てでも余り変わらないということが分かりました。ありがとうございます。 

  搬入量割の導入については、前段でも述べましたけれども、今年２月の予算のとき

に初めて取り上げさせていただきました。そのときに、四條畷市交野市清掃施設組合

が搬入量割の負担割合導入を両市の平成で言えば17年９月議会で規約改正したことを

紹介させていただいて、本組合の規約は16年６月１日に規定されておりますので、そ

の頃まだ四條畷市でも交野市でも搬入量割の議論に入ったかどうかというそういうと

ころだったと思われます。今年度の予算で指摘させていただきましたけれども、各市

の負担割合と搬入量の割合を比較すると、寝屋川市の負担を小さい自治体である四條
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畷市と交野市が負担になっているという構図、残念ながらそういった形が見えていて、

それは本決算でも同じような状況かなと感じておりました。ちなみに本決算では、枚

方市の搬入量は45.67％に対して、負担金全体の割合でまず見ましたけれども、

45.45％なのでほぼ同じ割合かなというのに対して、寝屋川市の搬入量は39.64％に対

して負担金の割合は29.6％で10％ほど差があり、交野市の搬入量は9.50％に対して負

担金の割合が13.44％、四條畷市は搬入量が5.19％に対して負担金の割合は倍以上の

11.48％というような数字が出てきます。 

  これは負担割合、全体の合計ですので、人口割や世帯割を反映した施設運転関係費

で見ると、先ほどおっしゃっておられましたが少し割合は違ってきます。先ほど中林

議員からもあったように人件費の問題もあるので、そういうことを加味したら割合も

若干変わってくるのかなと思いつつ、今年２月の予算のときにも申し上げたように、

他市とか全国的に見ると、管理運営の100％をもう負担割合で導入してやっていると

いうところもありますので、是非、こうしたことも検討していただけたらという思い

で質問をさせていただいています。 

  搬入量割について協議を行う場合、４市のどこからかで、そういった提起がされれ

ば、議論の協議に当たるという手続が望ましいということを聞きました。それは、４

市のどこからか提起がされて協議が始まるというのかどうか、その辺、ちょっと確認

をさせていただきたいと思います。 

  また、それとともに、そうでないと協議はそのテーブルに乗らないのか、この本議

会で提起がされている中、組合事務局として各市持ち帰って議論をしてもらえないか

と投げ掛けられないのか、その辺りはいかがなんでしょうか。 

  ホルムアルデヒドの点に関しては、これはもう私的要望にとどめておきますけれど

も、いろいろ見ておりますと、気温が23度くらいから急速に放出濃度が上がって、30

度を超えると数倍になる可能性があると言われています。だから冬場より夏のほうが、

暑いときのほうがやっぱり最大値も平均値もぐんと上がるという状況が本組合でもそ

の調査結果から明らかになっていて、昨年８月は特に数値が高い状況が現れていまし

た。そうしたことから夏場の調査を強化していただくとともに、やはり活性炭が効能

しているのか、きちんとその性能がいかされているのかという効果検証もやるべきだ

と私も前から言ってきておりますが、先ほどの堤議員のやりとりを聞いてもやっぱり

思っておりました。 

  契約に関するご答弁は、一年ごとということですので、今回仕様書もちょっと事前
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にいただきましたけれども、この書換えは組合としてやる気になればできることだと

思います。管理者も替わられましたし、再度活性炭の効果検証について、今後協議を

していただきたいと要望して、これは要望にとどめておくので、１点、ご答弁をお願

いします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  規約の変更の手続に関しましては、組合が議題として取

り上げるのではなく、構成各市が同意をし、地方自治法の規定により進められること

になっていくものだというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  岸田議員。 

○10番（岸田敦子君）  私は、先ほどの３人の方の発言も聞いておりまして、この施

設の運営の在り方、このままでいいのかなという立場ではありますけれども、今のま

ま、この施設の継続をしていくというのであれば、是非ともその搬入量割の導入も検

討していただきたいなと、それで４市の担当者会議では、ごみの減量化についての研

究・検討がされていると聞いておりますので、この搬入量割も減量化の観点になり得

るのではないかなという観点でも提起をさせていただいております。搬入量割を導入

することで、各市が財政の効率化の観点からも、ごみの発生抑制の啓発を強めて、そ

の市民と共に減量化を図る努力をされると思いますので、そうした点からも検討をお

願いするとともに、四條畷市議会でもまた改めて提起はしていきたいということを申

し上げて質問を終わります。 

○議長（山口勤君）  これにて、岸田議員の質疑を終結します。 

  他に、質疑はありませんか。 

  岩本議員。 

○４番（岩本優祐君）  済みません、何点か質疑をさせていただきたいと思います。

枚方市の岩本でございます。 

  総務費、総務管理費、一般管理費のリサイクルプラザ啓発に要した経費35万7,000

円に関連してお聞きします。 

  リサイクルプラザにおいては、小学生等を対象に施設見学会を実施されておられま

すが、平成30年度学校関係について、どのような学校が来られていたのか、また各市

ごとの学校数、そしてその人数、また過去４年での学校関係の見学者数全体の推移に

ついて、まとめてお尋ねします。 
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○議長（山口勤君）  理事者から答弁を求めます。 

  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  まず、平成30年度の施設見学者数につきましては、団体

申込み157人、学校関係1,761人、随時見学者25人、計1,943人でございました。 

  次に、学校等の内容の内訳ではございますが、枚方市が１校85人、寝屋川市が14校

1,213人、四條畷市が４校224人、交野市が２校155人、その他の市が１校84人となっ

ております。 

見学者数の推移につきましては、平成29年度1,455人、平成28年度1,219人、平成27

年度1,442人、平成26年度1,138人となっております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  岩本議員。 

○４番（岩本優祐君）  ご答弁ありがとうございます。市別の見学者数で言うと、枚

方市が１校で85人、寝屋川市が14校で1,213人、四條畷市が４校で224人、交野市が２

校で155人、その他が１校で84人ということでした。 

  構成市等の各小学校が環境教育の一環として本施設の見学を実施されているという

ことなんですけれども、市によって少ないところもあると感じます。今後、施設見学

の授業を充実させていく観点から、学校へのＰＲや何らかの働き掛けは必要と思いま

すが、お考えをお聞かせください。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  学校に対しましては、環境学習の機会として本見学会を

実施していただけるよう、教育委員会を通じまして、各校に施設見学会案内の資料の

送付や、必要に応じて校長会等で依頼をしておりますが、引き続きより多くの学校に

来場していただけるように働き掛けをしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  岩本議員。 

○４番（岩本優祐君）  最後１点、させていただきます。 

  環境学習は、学校で言いますと、小学校４年生になるかと思いますけれども、本施

設の取組は、４市に住む子どもたちにとって、循環型社会の概念の基礎を学ぶ身近な

教材であると言えますので、いかさない手はないと思います。各市教育委員会とも連

携して働き掛けを行っていただきますよう要望して質問を終わります。 

  ありがとうございました。 
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○議長（山口勤君）  これにて、岩本議員の質疑を終結します。 

  他に、質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口勤君）  これをもって、質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  堤議員。 

○２番（堤幸子君）  ただいま行われました認定第１号「平成30年度北河内４市リサ

イクル施設組合歳入歳出決算認定」について、反対の立場で討論を行います。 

  平成30年度決算では、実質収支額は669万9,000円の黒字となっていますが、単年度

収支は869万7,000円の赤字となっています。今後人件費の引上げも考えられ、施設の

老朽化など考えると、歳出が増えていく可能性が考えられます。施設の運営費の主な

財源が４市からの負担金であり、現在でも各自治体での過大な負担となっており、こ

れまで各市に配分されていた再商品化合理化拠出金についても、平成30年度はゼロに

なりました。また、再商品化の割合でペットボトルを除くと、廃プラ分は50％で、こ

の仕組みがコストが掛かる割に効率が悪いことも今の質疑で明らかになりました。 

  こうした状況を考えても、今後の施設組合事業の在り方について検討するべきです。 

  これまで更に、健康被害の訴えがこれまでも施設周辺の住民の皆様からあります。

これについて、丁寧な対応を求めてきましたが、応えていただけない状況は変わって

いません。 

  これまで求めてきた活性炭の効果について、平成30年度も活性炭の通る前と後の調

査を行っていただくことができず、納得できません。更にホルムアルデヒド、ただい

まの質疑でも30度を超えると大きく数値が上がる、これから温暖化が進む中でこれは

大変な状況だと思います。契約の問題についても見直していただきたいと思います。 

  こうした状況の中、健康被害の対応も丁寧な対応をしていただけない、この点につ

いても、本決算については反対と申し上げ、討論といたします。 

  以上です。 

○議長（山口勤君）  他に、討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口勤君）  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。 
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  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（山口勤君）  起立多数であります。 

  よって本件は、原案のとおり認定することに決しました。 

○議長（山口勤君）  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限の申合せがあります。また、

再質問は２回までですので、念のためにお知らせをいたします。 

  ただいまから、順次、質問を許可します。 

  まず、山本議員の質問を許可します。 

  山本議員。 

○13番（山本景君）  本日は監査委員として選任をしてくださいましたこと、また、

このような一般質問の機会を賜りましたことに、まずは感謝を申し上げます。 

  感謝は申し上げますが、記載のとおり、私の質問のテーマにつきましては、４市リ

サイクルの施設の解散についてでございます。そして、このほとんど同じテーマで私

も平成29年第１回定例会でも一般質問をしておりますので、ちょっと同じ質問をする

のもちょっとまずいと思いますので、ただ一方で、出席議員の方がどういう議論があ

ったかというのは分からないというのはどうかと思いますので、その際のまず質問と

回答の概要について、改めてではありますがお伺いをいたします。 

○議長（山口勤君）  理事者の答弁を求めます。 

  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  山本議員の質問にお答えいたします。 

  平成29年度第１回定例会における山本議員の質問につきましては、再質問を含め10

点ございまして、質問及び回答の概要について、答弁させていただきます。 

  １点目は、「平成27年度の４市におけるプラスチック製容器包装の廃棄量は」。２

点目は、「プラスチック製容器包装の４市組合に搬入された量は」。３点目は、「４

市組合から搬出された量は」。４点目は、「再商品化事業者別の搬出量は」。５点目

は、「プラスチック製容器包装のリサイクル率は」との質問に対し、「構成４市全域

での廃棄量については把握しておりません。また、ペットボトルとプラスチック製容

器包装は、混載で収集していることから、プラスチック製容器包装だけの搬入量は把

握しておりませんが、平成27年度の搬入量は１万746トンで、再商品化事業者別の引

渡量は、株式会社リサイクル・アンド・イコール5,254トン、ＪＦＥプラリソース株
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式会社3,714トン、福井環境事業株式会社483トンです。搬入量と引渡量から算出する

と、リサイクル率は約95％となります。」と答弁しております。 

  ６点目は、「平成27年度の再商品化事業者の再商品化率は」。７点目は、「構成４

市で廃棄されたプラスチック製容器包装の再商品化率は」との質問に対し、「日本容

器包装リサイクル協会のホームページによると、平成26年度の材料リサイクルは約

50％、ケミカルリサイクルは約84％で、その率を本組合で試算すると約63％と試算で

きます。」と答弁しております。 

  ８点目、「リサイクル率は95％、再商品化率は63％と答弁があり、４市組合で分別

したものを更に再商品化事業者が分別することは大変無駄と考えるが」。９点目、

「再商品化率とリサイクル率はなぜ異なるのか」。10点目、「ケミカルリサイクルは

製鉄所で焼却し、マテリアルリサイクルについても半分は焼却している。そうした現

状を考えると、４市リサイクルはやめてしまったほうがいいと考えるが」との質問に

対し、「容器包装リサイクル法における市町村の役割として、収集、選別、異物除去

などを行い、分別基準に適合することが規定されており、再商品化事業者における選

別は再商品化のための工程であると認識しております。リサイクル率は４市組合によ

る搬入量と再商品化事業者への引渡量の割合、再商品化率は事業者が引き取った量と

再商品化製品の割合と考えております。本組合での共同処理は、限りある資源の有効

活用の観点から、循環型社会の構築に向けた事業であることから、構成４市において

協議される課題であると考えております。」と答弁しております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  山本議員。 

○13番（山本景君）  今、答弁あったようなやりとりが、これ３年前にこの場でもあ

ったわけでございますけれども、それから３年の時は経過をいたしました。いまだに

４市リサイクル施設組合は、従来の枠組みにて事業を運営をしており、そしてまたい

まだに４市でどれだけのプラスチック製包装容器の廃棄量があるか、全体どれだけリ

サイクルされていたかということを把握もせずに事業の運営を続けているわけでござ

います。 

  そして、答弁でも明らかなように、４市、４つの市がプラスチック製包装容器をこ

こに搬入をしたと、で、再商品化事業者に引き渡したと。渡しただけでリサイクルを

したという、これとんでもない話にてリサイクル率を計算をしていると。要は、もう

一度言いますと、４市がここの施設にプラスチック製包装容器を運び込んできて、再
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商品化事業者に渡したらリサイクルだということで、リサイクル率を計算をしている。

これ、別におかしいですけれど、違法じゃないんです。違法じゃないんですが、ただ

こういった詭弁（きべん）と取られてもおかしくない状況が続いていると。とても一

般常識ではリサイクルに当たらないのではないかと私は考えますし、で、「ケミカル

リサイクル」という言葉があります。このケミカルリサイクルというのも実質的には

製鉄所等で焼却をしている、それの熱を利用をしていると。マテリアルリサイクル、

これ、再商品化事業者がマテリアルリサイクルをしたといっても、実質的には半分が

再商品化ができずに焼却等されているというのが実態であって、それであっても計算

上はこれはリサイクルとして計算がされているというのが実態であって、そうした屁

理屈（へりくつ）がこれまかり通っている、そしてそのような不都合な真実等を踏ま

えて、私はこの４市のリサイクルというものは、一旦、やめてしまったほうがいいと

いうことを畳み掛けたものの、これに対して、構成各市において協議される課題であ

ると一蹴されて、またそれから３年が経過をしております。 

  交野市では、このような４市リサイクル施設組合に、いまだに年間5,000万円以上

を投じており、仮にこれを全部焼却処理したら、計算上は年間100万から200万円でこ

れ焼却が可能であるにもかかわらず、いまだにこの問題、メスを入れられずにいると

いうのは極めて残念でございます。 

  日本では、年900万トンの廃プラが発生をしており、うち産廃に当たる部分が700万

トン、一廃に当たる部分が200万トンから300万トンでございます。容器包装リサイク

ル協会によりますと、うち129.2万トンの家庭から排出されるプラスチック製包装容

器のうち、市町村がこれ74.1万トンを収集しておりますが、まず、これ差分はどのよ

うに処理されておりますでしょうか。 

  次に、日本容器包装リサイクル協会によりますと、74.1万トンの市町村が収集をす

るプラスチック製包装容器のうち、これ容リ協が引き取るのは、64.7万トン。これ差

分はどのように処理をされておりますでしょうか。 

  そして、日本容器包装リサイクル協会によると、64.7万トンの容リ協の引取り分の

うち、マテリアルリサイクルが37.1万トン、ケミカルリサイクルが27.6万トンとリサ

イクルされておりますが、再商品化製品になったのは18.3万トンにすぎないと。それ

ら差分についてはどうなっているのかお伺いをいたします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  お答えいたします。 
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  家庭から排出されるプラスチック製容器包装の排出量と市町村の収集量との差分に

つきましては、容リ法に基づく分別収集を実施していない各市町村が定めた区分によ

り処理されているものと認識しております。 

  次に、市町村の収集量と日本容器包装リサイクル協会の引取り量との差分につきま

しては、再商品化不適物も含みますが、その多くは日本容器包装リサイクル協会に引

き渡さず、市町村が独自処理を行っているものと認識しております。 

  次に、材料リサイクルの差分につきましては、再生処理工程において発生した残渣

（ざんさ）を処理したものとなっております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  山本議員。 

○13番（山本景君）  今、質問の中で差分、差分というのをよく言いましたし、これ

って差分っていうのは、市町村で処理って、これ結局、これ最終的にはほとんどこれ

焼却処理がされているというのが実態であって、これそもそも我が国における年900

万トンの廃プラのうち、マテリアルリサイクルで答弁に出ています、質問でも出てい

ますけれども18.3万トン、これ僅か２％にしかすぎないと。その残りのほとんどにつ

きましては、もう焼却処分され、また焼却はされていますが一方で熱回収、これ発電

等をされて、一定サーマルリサイクルはされている。もうメインストリームといたし

ましては、焼却をするというのがこれ現状であって、産廃につきましても以前でした

ら中国等に輸出をしておりましたが、本年、中国における輸入を禁止措置を受けまし

て、環境省におきましても本年度、もう既に一定産廃につきましても市町村での焼却

につきましての通知が出された次第でございます。 

  そういった実態を踏まえますと、この北河内４市リサイクル施設組合、もう３年前

に解散することを求めておりましたけれども、もう全部まとめて燃やして熱回収をし

たほうがはるかにいいと。一刻一秒も早く解散すべきと考えますが、どのように考え

ますでしょうか。 

  そして、構成４市が決めるのだからと、３年前はこれ一蹴されましたが、この際で

すので、また質問いたします。構成４市に、北河内４市リサイクル施設組合、このよ

うなものは無駄だから、一刻一秒も早く解散すべきと助言をすべきと考えますが、ご

所見をお伺いをいたします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  ご答弁いたします。 
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  本組合は、構成４市が循環型社会の構築に向けた事業として、ペットボトル及びプ

ラスチック製容器包装の共同処理を行うことに合意し、その処理を実施するために設

立された組織であり、組合事業の運営等に関しましては、構成４市において協議され

る課題であると考えております。 

  また、本組合の解散は、地方自治法第288条及び同法第290条の規定により、関係地

方公共団体において、事前の協議を行った上で、それぞれの議会の議決を経て行う協

議により定めることが規定されております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  これにて、山本議員の一般質問を終結します。 

  次に、中林議員の一般質問を許可します。 

  中林議員。 

○９番（中林和江君）  寝屋川の中林でございます。よろしくお願いいたします。 

  第１は、本施設で扱っているプラスチックについてです。 

  ストローを鼻に詰まらせて苦しむウミガメの映像を見られた方も多いと思います。

問題になっている海洋プラスチックは、世界で年間800万トンものプラスチックがご

みとして海に流れ込んでいることです。捨てられたプラスチックは、波や紫外線で細

かく砕けて、５ミリ以下のマイクロプラスチックとして世界中の海に存在しています。

2050年には海にいる魚の全ての重量より、プラスチックのほうが重くなると懸念され

ています。 

  プラスチックは自然に分解されることがなく、半永久的にたまり続けるもので、近

年、魚や海鳥の体内から大量にマイクロプラスチックが見付かっています。 

  海に浮かんでいるマイクロプラスチックは、海水中の有害物質が付着しやすい性質

があり、食物連鎖によって私たちの体内に発がん性の有害物が蓄積することが心配さ

れています。 

  去年、オーストリアの研究グループが、日本人を含む８か国の人の便を調べたとこ

ろ、全員からプラスチックが検出されたことや、ＷＷＦ（世界自然保護基金）が１週

間に一人平均５グラムのプラスチックを体に取り込んでいると見られるという報告を

出しました。 

  このように、海洋プラスチック汚染の深刻化による中国や東南アジア諸国の廃プラ

スチック輸入禁止などによって、プラスチックごみ問題が世界の緊急課題になってい

ます。海ごみ対策として、流出防止の強化だけでなく、リサイクルし切れないほどの
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消費は過剰であると、世界が動き出し、使い捨てプラスチックの削減の取組が急速に

進んでいます。 

  そこで、本施設においても、容器リサイクル法に基づき、使い捨て容器の発生抑制、

リターナブル容器の推進などをこれまで以上により積極的に、より具体的に発信すべ

きと考え、見解をお聞きします。 

  また、現在はどのような発信を行っているのかお聞きをいたします。 

  第２に、協議会だよりの記述についてです。 

  令和元年９月１日発行の協議会だより第53号の７ページには、「廃プラ・ペットボ

トルの分別にご協力ください」との見出しでペットボトルとコンビニ弁当の２つが図

式で分け方・出し方として掲載されています。まず、ペットボトルについては、ペッ

トボトル本体と蓋・ラベルを外して出すように、また、蓋とラベルが外されていない

ものは本施設内で手作業で取り除いていると記載されています。 

  以下、お聞きします。 

  現状、手作業で取り除いている蓋とラベルは、それぞれ全体のペットボトルの処理

量の何割ぐらいになるのか、概算で結構ですのでお聞きします。 

  また、手作業の工程の負担についての見解をお聞きします。 

  次に、コンビニ弁当については、プラスチック製のスプーン・フォークは不燃ごみ

に出し、容器・蓋・ラップ・調味料容器・しょうゆ容器は廃プラに出すと説明されて

います。しょうゆやソースの入ったビニール袋製の調味料容器や汚れたラップについ

ては、廃プラに出せないものであり、協議会だよりを見た市民からこの記述は現実的

でないと意見を聴いています。 

  改善されるようお願いし、見解をお聞きします。 

  第３に、ペットボトルの今後の取扱いについてです。 

  現行、圧縮パックしたペットボトルは、容器リサイクル協会を経由して、再商品化

事業者に販売して本組合の収入になっています。今後、ペットボトルは売れない、お

金を払わないと引き取ってもらえないとも言われています。そうなった場合、組合の

歳入が減少し、各市の負担金が増えるのではないでしょうか、お聞きします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（山口勤君）  理事者の答弁を求めます。 

  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  中林議員の質問に順次お答えいたします。 
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  容リ法に基づく啓発につきましては、施設見学や協議会だよりにおいて、分別排出

の徹底を始め、３Ｒの取組の重要性を説明しており、引き続き、使い捨て容器の発生

抑制など、積極的な発信に努めるとともに、構成各市と連携した市民啓発を実施して

まいります。 

  次に、蓋とラベルが取れていないペットボトルの割合につきましては、重量比等の

詳細な調査を行っていないことから、正確な数値の把握はできておりませんが、本年

10月に実施いたしました搬入物の目視による状況では、７、８割程度でございました。 

  また、蓋とラベルを取り除く作業につきましては、対象物を手選別コンベアから一

旦取り出し集めた後、作業員が別工程で取り除いております。 

  次に、プラスチック製容器包装の分け方・出し方の記載につきましては、軽くすす

いでも汚れが取れないものは可燃ごみに出してくださいと説明しておりますが、ご指

摘の点を踏まえ、今後住民の方々に分かりやすい内容となるよう改善してまいります。 

  次に、ペットボトル有償入札拠出金につきましては、容リ協会が入札により決定し

た再商品化事業者への売払額を原資としていることから、容リ協会が再商品化事業者

にリサイクル料金を支払うこととなった場合、有償入札拠出金はなくなり、各市の負

担金は増額することになります。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  中林議員。 

○９番（中林和江君）  まず、使い捨て容器の抑制、リターナブル容器の推進などの

発信についてですけれども、施設見学に来られた市民や団体に３Ｒの重要性を説明さ

れているということは分かりますけれども、今、世界の流れはやはり脱プラの方向に

向かっていると思います。地球環境と生態系を守るために、使い捨てプラスチック削

減の取組が世界中で進められています。 

  私は、行政がこの世界の流れに沿って情報発信していくことがとても重要だと考え

ます。積極的に脱プラの推進に貢献すべきだと考え、改めて見解をお聞きします。 

  次に、ペットボトルについてです。 

  搬入されるペットボトルの７から８割が蓋・ラベルが外されていないということで

した。そして、蓋とラベルを取り除く作業は、コンベアに流れてくるペットボトルを

目視し、手作業で取り出し、別の袋に集めて、別工程の手作業で蓋とラベルを外して

いるとのことでした。 

  私は、そもそも収集した雑多なプラをコンベアで流して、危険物や汚れた廃プラを
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人の手で取り出すことについて、矛盾を感じてきました。それは、人の手を掛けて選

別するものが貴重なものであったり、高価なものであったり、市民に役立つものであ

れば理解ができますが、元の材料に戻らない雑多なプラだから矛盾を感じています。 

  その上、収集の段階で、市民が最も容易に分別しやすいペットボトルをわざわざそ

の他プラと同じごみ袋で収集し、手作業で蓋とラベルを外す仕事を税金で行っている

ことについては、不効率だと言わざるを得ません。 

  ペットボトルは現在は、再生事業者に売って、本組合の収益になっていますが、売

れなくなったら各市の負担金が増えることになります。行政の効率性と世界的な脱プ

ラの流れから見て、ペットボトルは今後、別ルートで扱う検討を始めてはどうかと思

いますが、お考えをお聞きします。 

  以上、２点、お聞きします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  脱プラにつきましては、プラスチックの代替品として、

ストローやドリンク類のカップ類など、紙製への転換など推進されているところでは

ありますが、資源の有効活用を図るため、構成市から収集されたペットボトル、プラ

スチック製容器包装を適切に中間処理することが、本組合の責務であると考えており

ます。 

  次に、ペットボトルにつきましては、容リ協が決定した再商品化事業者にベールを

引き渡ししており、有償入札拠出金を得た上で、確実なリサイクルが図られていると

考えており、引き続き適正な中間処理を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  中林議員。 

○９番（中林和江君）  まず、使い捨て容器の抑制、リターナブル容器の推進などの

本施設による発信についてなんですけれども、容器リサイクル法に基づく啓発では、

３Ｒの重要性や使い捨て容器の発生抑制など、積極的に発信されるというご答弁でし

た。 

  ３Ｒの１つ目、リデュースは、製品を作るときに使う資源の量を少なくすることだ

けではなく、廃棄物の発生を少なくすることが掲げられています。 

  本組合の業務は、廃プラの中間処理ではありますが、容器リサイクル法に基づく施

設として、世界的な脱プラ、使い捨て容器の抑制の流れを率先して発信していくべき

だと考えます。構成４市の同意が必要ならば、ご協議いただくことを申し上げたいと
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思います。 

  次に、ペットボトルの今後についてであります。 

  ペットボトルは国内飲料の７割以上を占め、年間236億本が販売されています。日

本は、一人当たりのペットボトルの使用量が、アメリカに次いで世界第２位です。容

器リサイクル法によって、逆にペットボトルが増えたという現実もあります。 

  全国的にマイボトル運動や、イベントでも使い捨て食器やコップを繰り返し使える

リユース容器に切り替える取組が広がろうとしています。例えば、町中で利用できる

水飲み場、給水機や、マイボトルに無料で給水してくれるお店等の給水スポットを増

やし、利用を広げることが取り組まれています。代々木公園で開催された環境省主催

のエコライフフェアでは、水道直結式仮設給水機が設置され、参加者が喉を潤し、水

筒に水を入れたことなどが報道されています。 

  このように、ペットボトルの削減に向けては、生産者が生産・使用段階だけでなく、

廃棄・リサイクル段階まで責任を負う拡大生産者責任の立場でシステムを見直すこと

が求められています。自動販売機の横には、空き容器入れが設置されていますし、各

市市内のスーパーでもペットボトルを収集しています。行政のルートを経ず、生産者

に直接返すことで、構成４市の処理費用の負担軽減につながります。 

  また、生産者の責任が明らかになることによって、脱プラの流れが開かれるという

ことを申し上げまして、質問を終わります。 

○議長（山口勤君）  これにて、中林議員の一般質問を終結します。 

  以上をもって、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、全て議了しました。 

  閉会に際し、管理者から挨拶したい旨の申出がありますので、これをお受けします。 

  広瀬管理者。 

○管理者（広瀬慶輔君）  閉会に当たりまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。 

  本日、ご提案申し上げました３件の案件につきまして、慎重にご審議を賜り、いず

れもご同意、ご認定を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  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、ご指導、ごべんたつを賜りますようお願いを申し上げます。 

  さて、これから日を追うごとに寒さも厳しくなってまいります。議員各位におかれ

ましては、くれぐれも健康にご留意をいただきますとともに、今後ますますのご活躍

をご祈念申し上げまして、誠に簡単ではございますが、閉会に当たりましてのご挨拶
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とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（山口勤君）  それでは、閉会に当たりまして、私からも一言ご挨拶を申し上

げます。 

  本日ここに無事、令和元年11月定例会の全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、及び全ての関係者の皆さんのご協力に心からお礼を申

し上げます。 

  寒さも日を追って厳しくなってまいりました。皆様におかれましては、健康にご留

意され、なお一層のご活躍をいただきますよう、お祈り申し上げまして、甚だ簡単で

はございますが、閉会のご挨拶とさせていただきます。 

○議長（山口勤君）  以上をもちまして、令和元年11月北河内４市リサイクル施設組

合議会定例会を閉会します。 

  ありがとうございました。お疲れさまでした。 

（午後３時28分 閉会） 
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