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（午後２時00分 開会） 

○議長（山口勤君）  皆様、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、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、13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２年２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２年２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、ご出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、リサイクルプラザは、今年２月１日で運転開始から12年が経過をいたしまし

た。この間、効率的な施設の運転管理に努め、こうして施設が安定的に稼働できてお

りますのも、議員各位を始め、市民の皆様方の分別収集へのご理解、ご協力のたまも

のと存じ、心より御礼を申し上げる次第でございます。 

  今後におきましては、リサイクルプラザの操業に当たりまして、構成４市及び関係

者の皆様と連携を図りながら、安全・安心を第一に円滑な管理運営に取り組んでまい

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、よろしくお願いを申し上げます。 

  さて、本日提案をさせていただきます案件は、令和元年度補正予算並びに令和２年

度予算の２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、山本景議員と加藤治議員の２名を指名します。 

○議長（山口勤君）  日程第１、「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りします。 
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  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11月22日から令和２年２月18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いたしま

す。 

○議長（山口勤君）  日程第２、議案第１号「令和元年度北河内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。 

  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議案第１号「令和元年度

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

明を申し上げます。 

  恐れ入りますが、別冊補正予算書１ページをお開き願います。 

  元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度北河内４市リサイクル施設組合予

算」の名称を「令和元年度北河内４市リサイクル施設組合予算」とし、予算における

元号表示について、「令和」に統一する。 

  令和元年度北河内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４億2,436万3,000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３ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書に

よりご説明を申し上げます。 

  ４ページ、５ページをお開き願います。 

  第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、669万
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9,000円減額するものでございます。これは、前年度繰越金の予算計上に伴う各種負

担金の清算によるものでございます。内訳といたしましては、枚方市負担金を290万

3,000円、寝屋川市負担金を195万2,000円、四條畷市負担金を86万3,000円、交野市負

担金を98万1,000円それぞれ減額するものでございます。 

  次に、第５款 繰越金、１項 繰越金、１目 繰越金につきましては、前年度繰越

金669万9,000円を新たに予算計上するものでございます。これは、平成30年度決算剰

余金を繰越金として予算措置するものでございます。 

  参考資料の１ページに令和元年度北河内４市リサイクル施設組合補正予算（第１

号）の内訳書を添付しておりますので、併せてご参照をお願いいたします。 

  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（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。 

  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。質疑は

ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口勤君）  質疑なしと認めます。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口勤君）  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（山口勤君）  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。 

○議長（山口勤君）  日程第３、議案第２号「令和２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。 

  園田課長代理。 
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○課長代理（園田一博君）  ただいま上程いただきました議案第２号「令和２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。 

  恐れ入りますが、別冊の令和２年度予算、予算に関する説明書の１ページをお開き

願います。 

  令和２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４億1,962万7,000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、令和２年度予算の主な内容につきまして、５ページ以降の歳入歳出予算

事項別明細書によりご説明申し上げます。 

  初めに、歳出よりご説明申し上げます。18ページ、19ページをお開き願います。 

  第１款 議会費、１項 議会費、１目 議会費は、228万2,000円でございます。主

な内容といたしましては、議員13名分の議員報酬が195万円、行政視察に要する経費

が14万5,000円、会議録の作成に要する経費が11万6,000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。 

  第２款 総務費、１項 総務管理費のうち、１目 一般管理費は、6,879万円でご

ざいます。主な内容といたしましては、特別職の報酬など人件費が77万5,000円、リ

サイクルプラザ啓発に要する経費が67万7,000円、地方公会計標準ソフトウエア関連

サービスに要する経費が21万円、施設総合管理委託など各種委託料が618万1,000円、

派遣職員人件費など各種負担金が5,963万円などでございます。 

  次に、22ページ、23ページをお開き願います。 

  ２目 公平委員会費は、４万9,000円でございます。内容といたしましては、公平

委員会委員３名分の報酬２万4,000円、その他諸経費２万5,000円でございます。 

２項 監査委員費、１目 監査委員費は、22万9,000円でございます。内容といた

しましては、監査委員２名分の報酬20万4,000円、その他諸経費２万5,000円でござい

ます。 

  次に、24ページ、25ページをお開き願います。 

  第３款 衛生費、１項 清掃費、１目 リサイクル施設費は２億6,042万5,000円で

ございます。主な内容といたしましては、北河内４市リサイクルプラザ地域環境保全

協議会に要する経費が７万2,000円、施設稼働に要する経費が２億6,034万6,000円で、
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内訳は、運転消耗品費が2,160万3,000円、光熱水費が1,696万7,000円、修繕料が

3,214万5,000円、運転管理等業務委託など各種委託料が１億8,892万3,000円などでご

ざいます。 

  次に、26ページ、27ページをお開き願います。 

  第４款 公債費、１項 公債費のうち、１目 元金は7,492万2,000円、組合債元金

償還金でございます。２目 利子は293万円、組合債利子でございます。 

  第５款 予備費、１項 予備費、１目 予備費は、1,000万円でございます。 

  以上が歳出でございます。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。恐れ入りますが12ページ、13ペー

ジにお戻り願います。 

  第１款 分担金及び負担金、１項 負担金、１目 負担金は４億942万2,000円、各

市負担金でございます。その内訳は、枚方市負担金が１億8,293万6,000円、寝屋川市

負担金が１億1,995万6,000円、四條畷市負担金が4,941万5,000円、交野市負担金が

5,711万5,000円でございます。 

  次に、14ページ、15ページをお開き願います。 

  第２款 使用料及び手数料、１項 使用料、１目 衛生使用料は８万5,000円、自

動販売機設置使用料でございます。 

  第３款 財産収入、１項 財産売払収入、１目 物品売払収入１万円につきまして

は、科目設定でございます。 

  第４款 諸収入、１項 組合預金利子、１目 組合預金利子は１万円、預金に伴う

利子でございます。 

２項 雑入、１目 雑入は1,010万円でございます。内容といたしましては、ペッ

トボトル有償入札拠出金収入が1,000万円、自動販売機設置に伴う光熱費が10万円で

ございます。 

  参考資料の２ページに令和２年度当初予算額及び令和元年度現計予算額における各

市負担金を添付しておりますので、併せてご参照をお願いいたします。 

  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（山口勤君）  これから質疑に入ります。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。 

○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
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ます。 

  議案第２号、令和２年度北河内４市リサイクル施設組合予算について質問させてい

ただきます。 

  予算に関する説明書の21ページ、３、リサイクルプラザ啓発に要する経費について

伺います。啓発用物品と施設見学パンフレットということですが、内容を具体的に教

えてください。 

  次に、25ページの２、施設稼働に要する経費の(4)修繕料の中のリサイクルプラザ

各種修繕についてですが、昨年度より1,600万円ほど多くなっていますが、その理由

をお伺いします。 

○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）  堤議員の質問に順次お答えいたします。 

  まず、リサイクルプラザ啓発物品につきましては、毎年、小学４年生を対象にした

施設見学会の際に分別排出の徹底やリサイクルへの意識高揚を図る目的で配布してお

ります。 

  次に、施設見学用パンフレットにつきましては、本施設での処理の流れや設備の概

要等を分かりやすく掲載したパンフレットを配布しておりますが、残数が少量となっ

たことから増刷させていただくものであります。 

  次に、リサイクルプラザ各種修繕の増額の主な理由につきましては、経年劣化の著

しい№２受入供給コンベアの修繕経費を計上させていただいたことによるものでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  堤議員。 

○２番（堤幸子君）  まず、啓発用物品についてですが、決算の審議のときにもお願

いしたんですけれども、プラスチックごみの削減の啓発になるようにお買い物袋なん

かの検討をということでお願いしたんですが、今回も定規というふうにお伺いしてい

るんですけど、子どもたちが使用できるということで、それはそれで理由があると思

うんですけど、今年からスーパーなどの袋、スーパーのお買い物袋が有料にもなるん

ですね。やはりプラスチックごみ削減というほうの学習にもつなげていただきたいと

思いますので、改めてご検討をお願いします。 

  あと、リサイクルプラザ各種修繕については、今後修繕に係る予算が毎年必要にな
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ってくるのではないかと思います。４市リサイクル施設組合の歳入は構成４市の負担

金です。今回の予算では公債費が減っているため負担金を増やす必要はなかったよう

ですけれども、今後設備の老朽化に伴う修繕費、増えてくれば各市の負担金が増える

ことにもなります。修繕計画ではどの程度影響してくると考えているのかお伺いしま

す。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  小学生の啓発物品をペットボトルの再生定規とさせてい

ただいておりますのは、子どもたちが学習の際に利用できるとともに、プラスチック

の再生利用を意識していただけるものと考えております。 

  次に、修繕料に係る構成各市の負担金への影響につきましては、各設備機器の耐用

年数、定期点検結果を踏まえ、修繕を実施していく上で負担金の増加が見込まれる場

合もございますが、今後の予算編成に当たりましては、できる限りの平準化を考慮し、

構成各市における財政負担が過度にならないように努め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）  堤議員。 

○２番（堤幸子君）  予算編成の中で、財政負担がないように平準化していくという

ことですけれども、古くなればなるほど修繕費用というのはどんどん大きな負担とな

るということが当然考えられます。構成４市の財政負担についてはこれまでも搬入量

に対しての負担が大きいと感じられている市もある中で、施設組合の維持が問われて

いると思います。修繕予算がこれからどの程度掛かっていくのか、組合議会にも今後

の計画について、是非お示しをしていただきたいと要望しまして質問を終わります。 

  以上です。 

○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、岸田議員の質疑を許可します。 

  岸田議員。 

○10番（岸田敦子君）  四條畷市選出の岸田敦子です。済みません、家族が体調を崩

しているものですからマスクをしたままで失礼します。 

  温暖化対策実行計画について、まずお伺いします。地球的規模での気候変動が近年

大きな問題となっています。温室効果ガスの排出抑制が課題となっており、本組合で

も平成25年４月に温暖化対策実行計画を策定し、2020年度、令和２年度の温室効果ガ
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スの総排出量を2008年、平成20年度を基準に12％削減することを目標とするとうたっ

ています。この目標に対しホームページでは、平成29年度の結果が報告され、平成20

年度に対し10.86％減少していることが示されています。本予算は目標年度となる

2020年度であり、電気やガソリン、軽油が目標値である12％削減に見合う量での予算

編成となっているか確認をいたします。その前に平成30年度の結果がまだホームペー

ジに掲載されておりませんので、30年度の結果について何％の削減になったかお示し

ください。 

  次に、本予算で電気、ガソリン、軽油の使用量は幾らと試算し、その使用量の場合、

温室効果ガスの排出量に換算するとそれぞれ幾らになりますか。その試算で平成20年

度の目標に対しての12％の削減となるかお示しをお願いします。 

  そして、２つ目に危険物の対応マニュアルについてお伺いします。２月５日の本組

合での研修会では、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の雨谷氏が「容器包装

プラスチックのリサイクルの現状と課題」についてご講演くださいました。その中で

危険物の搬入による発火、最近ではリチウムイオン電池による火災の件数が激増して

いる状況が示されました。そこで本組合におかれましては、リチウムイオン電池等の

危険物の混入があった場合、どのような対処をしているのかお伺いします。 

○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）  岸田議員の質問に順次お答えいたします。 

  まず、本組合の温暖化対策実行計画における平成30年度の温室効果ガス排出量につ

きましては、電気の排出係数が現時点で環境省から公表されておりませんので、算定

はできておりません。 

  次に、令和２年度予算での電気等の年間使用量につきましては、電気で81万6,540

キロワットアワー、ガソリンで561リットル、軽油で1,022リットルと積算しており、

排出係数が未公表のため、温室効果ガス総排出量を算定することはできませんが、平

成20年度使用量実績と比較すると電気は約20％、ガソリン約32％、軽油約58％と減少

しております。 

  次に、リチウムイオン電池等の危険物につきましては、異物として混入されたライ

ター、スプレー缶等と同様に手選別の工程で取り除き保管した後、構成各市に不燃残

渣（ざんさ）として引取りをしていただいております。その際、これらの危険物につ

いては、他の不燃残渣とは別積みで回収していただいております。 
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  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）  まず、温暖化対策のほうなんですけれども、29年度のエネル

ギー使用量は、電気で68万5,641キロワットアワー、ガソリンで491.5リットル、軽油

は876リットルなので、予算で試算している使用量では電気で119％、ガソリンで

114％、軽油で116％となって、29年度の使用量より大幅に増加する数字です。年度当

初では多目に予測し、決算で少な目になるのかどうか、その辺をお伺いしたいのと、

そのことを比較するために30年度の各エネルギー使用量の当初試算と実際の使用量を

お示しいただきたいと思います。 

  また、使用量がこれだけ多い試算では、目標を達成することは困難ではないのでし

ょうか。目標達成のための対策はいかがお考えでしょうか。温室効果ガスの排出係数

は、ガソリンと軽油はこれまでと変わっていないようですが、電気は変化をしている

のは見受けられます。直近５年間の排出係数の変化を教えていただきたいと思います。 

  そして、危険物の対応に関しては、今、お伺いしたように手選別で人の目視による

作業で取り除いていいただいているということで、それでほとんどは取り除けるとい

うことだとは思いますけれども、この作業で仮に見落とした場合の対応策というのは

想定し、指導されているのかお伺いします。 

  本組合では火災などが発生した場合の危機管理対応マニュアルや消防計画が策定さ

れていると聞きましたが、火災を未然に防ぐための対応は、計画や指導をされている

のかどうか、この点もお伺いします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  平成30年度予算における使用量は、電気が87万6,408キ

ロワットアワー、ガソリンが648リットル、軽油が876リットルで、実績使用量は電気

が70万526キロワットアワー、ガソリンが519.03リットル、軽油が876リットルでござ

いました。予算時に積算した使用量に比べ、実績が少ないことにつきましては、予算

における電気、ガソリン使用量は過去５年間の実績の平均値としておりますが、節電

等の取組により実績は予算に比べ減少したものでございます。 

  次に、温室効果ガス排出量の目標達成につきましては、エネルギー使用量は平成20

年度に比べ、この間、大幅に減少しているものの当時に比べ電気の排出係数が高くな

ったことに伴い、使用量の減少率に比べ、温室効果ガス排出量の減少率は小さくなっ

ております。しかしながら平成29年度の排出量は20年度に比べ10.86％削減となって
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おりますので、引き続き節電等に取り組み、目標達成に努力してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、直近５年間の電気の排出係数でございますが、平成25年度は0.514キログラ

ムＣＯ２パーキロワットアワー、以下単位は省略させていただきますが、26年度は

0.522、27年度は0.531、28年度は0.509、29年度は0.493でございます。 

  次に、手選別作業においては、複数の作業員を配置し、危険物等の異物がこん包物

に混入することのないよう、細心の注意を払い作業を行っております。また、これま

で組合が行うこん包物の自主検査や容リ協が行う品質調査におきましても、危険物の

混入が確認されたことがございません。今後も危険物が混入しないよう細心の注意を

払い手選別作業を行うよう、委託業者を指導してまいります。 

  次に、火災を未然に防ぐための対応につきましては、消防法第８条第１項に基づき、

防火管理者を選任し、北河内４市リサイクルプラザ消防計画により消防用設備等の点

検整備、火気関係等の自主検査、自衛消防隊の編成などを行っているとともに、委託

業者の作業員も含め年２回消防訓練を実施し、火災予防に努めております。 

  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）  ありがとうございます。 

  温暖化の対策実行計画に関しては、今のままではちょっと目標に到達することは難

しいのではないかと思われますので、来年度努力をしていただきますようにお願いし

ますとともに、この中間処理施設そのものがこの温暖化対策に対してどうなのかとい

うことは、４市のそれぞれの市長の皆様も是非お考えいただきたいなということは申

し上げておきます。 

  あと、リチウムイオン電池の問題などについて、その前回研修会でこの電気機器と

いうのは時代ごとに変化するということが紹介されておりまして、特に電子たばこに

ついてはかなりいろんな小型の物もあるので、今後どういった電化製品が作られるか

ということの問題も言われておりました。いつ混入するか分からない状況の中で一定

想定した訓練などは行われているようですが、マニュアルなども今後、検討していけ

たらしていっていただきたいなということはお願いしておきます。かなり全国での発

煙・発火トラブルが倍とか、前の年度に比べて倍、その次の年度も倍というようなこ

とも示されておりましたので、安全管理に関しては、対応を様々考えていただけたら

ということをお願い申し上げ、私からの質問は終わります。 
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○議長（山口勤君）  これにて、岸田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ございます。2020年度予算案につ

いて、３点質問をいたします。よろしくお願いいたします。 

  １つ目は、総務費の各種負担金、派遣職員人件費の関連でお聞きします。予算案で

は、構成４市からの派遣職員６名分の人件費5,962万円が計上されています。2018年

度決算においても指摘をさせていただきましたが、派遣職員６名については設立当時

６名中寝屋川市４名、枚方市、交野市各１名でスタートし、９年後の2013年度から寝

屋川市３名、枚方市、交野市、四條畷市それぞれ１名に変更され、現在に至っており

ます。現在の各市の派遣割合の根拠についてお聞きします。 

  ２つ目は、歳出３款 衛生費、１項 清掃費のうち、施設稼働に要する経費中、容

リ協会への委託費512万円についてです。512万円は、分別基準適合物再商品化委託費

として容リ協会へ支払われるものです。512万円の算出根拠は本施設から容リ協会へ

の引渡見込量に再商品化実施委託単価を掛け、更に市町村負担率１％を掛けた金額だ

と聞いています。再商品化実施委託単価は幾らでどのようにして算出されるのか、ま

た、市町村負担率１％についても分りやすい算出根拠をお聞きします。 

  ３つ目は、歳出４款、１項 公債費についてです。来年度の公債費は前年比マイナ

ス2,760万円の7,785万円で内訳は元金7,492万円、利子293万円となっています。以下

お聞きします。第１は本施設組合の創業時の起債内容と起債額について。第２に2020

年度までに償還予定の元金、利子別の合計額。第３に2021年度以降の起債残高と公債

費の見通し、公債費の最終年度までの元金、利子別の合計額についてお聞きします。

また、本組合の公有財産の内容と評価額等についてお聞きします。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。 

  まず、派遣職員数につきましては、本組合の設立に当たり、組合規約を始めとした

様々な事項について、構成４市による協議を踏まえ決定し、その後、平成24年度に構

成各市から１名は派遣するべきとの指摘を踏まえ協議を行い、平成25年度から現在の

体制となっており、令和２年１月１日現在に基づき令和２年度当初予算を計上させて
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いただいております。 

  次に、市町村負担につきましては、容リ法において、再商品化費用は特定事業者が

負担することを定めておりますが、従業員数等が少ない小規模事業者は除外されてお

り、その分は市町村負担となっております。比率については、毎年国が実態調査等か

ら特定事業者責任比率を決定し、100％との差分が市町村負担比率となり、令和２年

度は１％と通知を受けております。再商品化実施委託単価につきましては、容リ協の

ほうから通知を受けておりまして、１トン当たり４万9,000円ということになってお

ります。 

  次に、組合債について順次答弁いたします。まず。借入内容につきましては、平成

16年度は施設用地で３億760万円、平成18年度は施設建設で６億1,100万円、平成19年

度は施設建設の２億4,620万円と特殊車両の740万円、また、平成22年度は火災事故の

復旧工事で2,750万円でございます。 

  次に、令和２年度末での償還合計額につきましては、元金は10億4,668万5,480円、

利子は１億4,416万6,993円でございます。 

  次に、令和３年度以降の残高につきましては、元金で１億5,301万4,520円、利子で

268万7,092円となっており、令和４年度末において償還が完了し、最終年度までの償

還合計額は元金が11億9,970万円、利子が１億4,685万4,085円でございます。 

  次に、本組合の公有財産につきましては、土地4,840.07㎡、管理棟、処理棟等の建

物4,618㎡と設備機器及び特殊車両等の物品に加え、植栽、屋外灯などの工作物でご

ざいます。評価額につきましては、地方公会計に基づき作成した財務書類での平成30

年度末現在の簿価は、土地で３億1,999万8,738円、建物で７億9,581万5,137円、物品

で１億5,218万6,257円、工作物で227万5,714円、計12億7,027万5,846円となっており

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）  まず、派遣職員の構成４市の割合についてです。構成４市で

協議して決定したという結果であることをご答弁いただきました。私がお聞きしたの

は、創業当時も６人中４人が寝屋川市から、そして来年度も６人中３名が寝屋川市と、

あと枚方市、交野市、四條畷市は各１名だという、この派遣割合の根拠についてお聞

きしましたので、ご答弁なかったのでお願いしたいと思います。 

  それから２つ目に容リ協会への委託費についてなんですけれども、本施設組合が容
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リ協会に支払わなければならない委託費512万円は、容リ協会から通知される再商品

化実施委託単価４万9,000円、これに本施設からの引渡見込量を掛けた金額とのこと

でした。再商品化実施委託単価４万9,000円について積算の具体的な数字を分かりや

すくお示しください。また、市町村が512万円を負担することの根拠となっている小

規模事業者とは従業員が何人かで例えばどのような事業者なのか、またどういう経過

で来年度は１％なのかお聞きをします。 

  次に、公債費などについてです。組合債の返済が３年後の2022年度末終了するとい

うことです。創業から来年度までの間の構成４市の負担金合計額は、約48億円くらい

になると聞いています。ですので、来年度以降の２年間で言えば、約56億円ぐらいに

なります。また、公有財産は土地建物で約10億円ぐらいとのことでした。解散してで

も借金などの問題はないというふうに考えられる数字だと思います。11月の組合議会

では、他市選出の議員からも事業の見直しについてのご指摘がありました。その他プ

ラを分別をしてわざわざ他市に運んで選別、圧縮こん包をして、更にそれを民間再生

事業者に持ち込んでパレットを作る。この事業は効率が悪いと、これは誰でも考えら

れるものではないかと思います。来年度を含めて３年で借金の返済も終わりますので、

そこを節目に施設組合の解散を含めて廃プラスチックの在り方について各市でご検討

いただくことをお願いしておきます。 

  以上、２回目の質問といたします。 

○議長（山口勤君）  松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  プラスチック容器包装の再商品化実施委託単価の積算は、

全市町村引取見込量66万3,654トンに再商品化事業者見込委託単価１トン当たり５万

3,000円を乗じた額に容リ協の経費７億3,800万円を加えた額359億1,200万円を特定事

業者からの再商品化実施委託見込み量74万1,000トンで除去して算出をしております。 

  次に、小規模事業者は売上高が２億4,000万円以下かつ従業員数20名以下の製造業

等と売上高が7,000万円以下かつ従業員５名以下の商業・サービス業となっておりま

す。また、特定事業者責任比率決定の経過については、令和元年10月31日に開催され

ました経済産業省の産業構造審議会において審議し、決定されたとの通知を容リ協か

ら受けております。 

  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）  派遣職員についてご答弁なかったんですけれども、これは私、
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派遣構成の根拠をお聞きしました。ご答弁がありませんでした。そもそもこの施設を

寝屋川に設置することについて、寝屋川市が大幅な負担をしてもこの場所に設置しな

ければならなかった事情、また周辺住民に説明できない特別な事情があったのではな

いかと、無理があったのではないかということを言わざるを得ません。そのことを申

し上げておきます。 

  次に、容リ協会への委託費についてです。委託費は、容器リサイクル法の仕組みの

中で計算されたもので、ご答弁いただいた数字は後でじっくり見てみたいと思います。

私が申し上げたいのは、容器リサイクル法によって容器が制限される、少なくなると

いうことではなく、逆に容器を増やしてきたこと、取り分け500ミリのペットボトル

は法の施行に伴って増え続けてきました。リサイクルしているから増えても大丈夫だ

ということを見直すことが今求められていると考えます。そういう点からも容器包装

というごみに構成４市で毎年４億円もの税金を払っていること。また、プラスチック

容器を集めれば集めるほど委託費を多く払わなければならないこと。また、容リ協会

との契約で手作業でペットボトルの蓋を外さなければならない。こういう状況がある

ことなど、市町村の負担が大変大きいことなどについては、容器リサイクル法の見直

しが必要だ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）  中林議員、答弁漏れがありましたけども答弁を要求されますか。 

  それでは、松村事務局長。 

○事務局長（松村泰則君）  派遣職員数の構成に関しての答弁が漏れておりました。

申し訳ございませんでした。 

  派遣職員の構成につきましては、平成24年度での再協議を経まして現在の職員体制

になっております。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  これにて、中林議員の質疑を終結します。 

  他に、質疑はありませんか。 

  皿海議員。 

○12番（皿海ふみ君）  交野市の皿海でございます。2020年度予算につきまして、特

に環境調査委託について質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  予算書の25ページ衛生費の中の環境調査委託につきまして、１点目に予算額369万

1,000円は昨年度予算よりも約70万円多く、例年と比べても予算が増えていますが、

その理由と環境調査の内容に変更があるのかどうかについてお聞きいたします。 
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  ２点目に、環境調査に含まれるホルムアルデヒド、アセトアルデヒドの調査の現状

と今後の課題についてお聞きいたします。前回の議会でいただきました平成30年度の

主要な施策の成果の報告書によりますと、平成30年８月の環境調査では、活性炭の吸

着装置出口でのアセトアルデヒドの最大値が94㎍/㎥（マイクログラムパー立方メー

トル）、平均値が64㎍/㎥と厚生労働省の室内濃度指針値の48㎍/㎥を大きく上回って

おります。活性炭を通った後もアセトアルデヒドが指針値を超えて排出されている調

査結果につきまして、原因、安全性、また今後の対策についてどう考えているのかお

聞きいたします。併せて昨年８月のアセトアルデヒドの調査測定結果についてもお示

しください。 

  また、組合はこれまでホルムアルデヒド、アセトアルデヒドの数値が室内濃度指針

値を下回っていることを安全性の根拠の一つとして説明されてきましたが、指針値を

上回る数値が出た30年度の報告書では指針値の記載そのものがなくなっています。な

ぜ記載をなくしたのか、評価の一定の基準として記載すべきと考えますがいかがでし

ょうか。そうでなければ、今後の調査におきまして何をもって安全性を評価していこ

うとされているのかお聞きいたします。 

  ３点目に、環境調査の結果からは施設内の作業場所についてもホルムアルデヒド、

またアセトアルデヒド類がチャンバー室よりも更に高濃度であることが予測されます。

作業場所における室内空気中のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドの数値を測定す

る必要があると考えますがいかがでしょうか。 

  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。 

  まず、環境調査委託料の増額の主な理由につきましては、労務単価の上昇及び消費

税の引上げによるものであり、測定項目の変更はございません。 

  次に、平成30年８月に実施したアセトアルデヒドの敷地境界の測定結果につきまし

ては、最大値が6.1㎍/㎥、平均値が3.6㎍/㎥となっており、同時期における寝屋川市

役所の測定結果と比較すると、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、周辺に対する影響はないものと

考えております。 

  また、令和元年８月に実施した敷地境界の測定結果は、最大値が3.1㎍/㎥、最小値
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が1.4㎍/㎥（マイクログラムパー立方メートル）、平均値が2.1㎍/㎥となっておりま

す。 

  次に、平成30年度決算に関する主要な施策の成果において室内濃度指針値を表記し

ていないことにつきましては、環境省が定める有害大気汚染物質測定マニュアルに基

づく屋外での測定であるため、室内濃度指針値と比較すると疑義が生じるため、寝屋

川市役所の調査結果を参考として掲載させていただきました。 

  また、ホルムアルデヒド及びアセトアルデヒドにつきましては、一般大気での環境

基準値や指針値が設定されていないことから、数値比較による安全性の評価をするこ

とはできませんが、本施設と寝屋川市役所を比較することで周辺への影響がないこと

を周知できるものと考えております。 

  次に、作業環境測定につきましては、令和元年度から手選別作業室及びストックヤ

ードにおいて、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドの測定を実施しております。 

  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）  何点か再質問させていただきます。 

  １点目に活性炭吸着装置出口で、アセトアルデヒドの数値が指針値を大きく超えて

いる30年度の測定結果の評価につきましてお聞きいたしましたが、敷地境界での数値

に置き換えた答弁しかありませんでしたので再度お聞きいたしますが、活性炭を通し

た後の出口でのアセトアルデヒドの数値が室内指針値を超えている結果について、有

害物質を除去するという活性炭の効果が出ていると言えるのかどうか、また周辺環境

への安全性についてどのように考えておられるのか、再度認識をお聞きいたします。 

  ２点目に、令和元年度から手選別作業室及びストックヤードでホルムアルデヒドと

アセトアルデヒドの測定を実施されているということで、この点につきましては、重

要な改善だと思います。その数値の状況を最大値、最小値、平均値などについて、ま

た測定の目的についてもお聞かせください。 

  なお、主要な施策の成果の報告に室内指針値の記載をなくしたことについては過去

のこの議会におきまして、他の議員からも室内の指針値を使うのであれば、１日平均

の数値ではなく、30分測定の値を使うべきだなどの指摘はありましたけれども、この

室内濃度指針値の記載そのものをなくしてしまうことは、逆に環境調査の趣旨から後

退するものと考えますので、改善を要望をいたしまして、２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。 



－17－ 

 

○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。 

  活性炭吸着装置出口の濃度が指針値を超えているとの指摘につきましては、室内に

おける濃度の値ですので、室内ではない活性炭吸着装置出口と比較し評価するもので

はございません。また、活性炭の効果につきましては、敷地境界における調査結果で

全項目において基準値等を下回っており、効果はあるものと考えております。 

  次に、ホルムアルデヒドの作業環境測定につきましては、労働安全衛生法により作

業環境中の有害物質の存在状況を調査・分析し、「良好」、「改善が必要」、「不

良」の３区分で評価するもので、手選別作業室は、室内の平均的な状況を調べるＡ測

定が0.010ｐｐｍ、濃度が最も高くなると思われる場所で測定するＢ測定が0.010ｐｐ

ｍ、ストックヤードはＡ測定が0.007ｐｐｍ、Ｂ測定が0.010ｐｐｍでどちらも第１管

理区分の良好な状態であるという結果でございました。アセトアルデヒドは、労働安

全衛生法の作業環境測定項目ではありませんが、物質の存在状態を把握するために行

ったものであり、測定結果は手選別作業室で最大値190㎍/㎥（マイクログラムパー立

方メートル）、最小値100㎍/㎥、平均値157㎍/㎥、ストックヤードで最大値80㎍/㎥、

最小値16㎍/㎥、平均値45㎍/㎥となっており、日本産業衛生学会が勧告している許容

濃度９万㎍/㎥より低い数値でございました。 

  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）  意見と要望を述べさせていただきます。 

  今、示されました細かい数値の評価については、また改めてお聞きできればと思っ

ておりますが、施設内での環境測定の数値については初めて示されたわけですが、今

回お聞きいたしました手選別作業室でのアセトアルデヒドの値で言いますと、先ほど

お聞きした昨年８月の活性炭を通した後の数値と比べると約2.5倍の平均値で高い値

となっています。活性炭を通すことで数値が一定下がっていることは見られるものの、

活性炭を通した後も、なお指針値を上回る値が観測されているという状況から考えま

すと、活性炭を通すことで有害物質は90％除去されるんだという当初の説明のように

はなっていないこと。これは、ＴＶＯＣの数値などにも同様のことが言えると思いま

すが、そういった状況がうかがわれると考えます。そうしたことから考えますと、本

施設から出されている化学物質が敷地の境界では基準以下であったとしても、近隣の

他の工場、また第二京阪道路の交通などの影響と複合的に合わさることで周辺の住宅
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地で住民の健康に深刻な影響を及ぼすような大気の状況を生み出している可能性も十

分に考えられると思います。そうした点から寝屋川市役所との数値の比較だけではな

く、健康被害の訴えが出されている住宅地でのＴＶＯＣ、ホルムアルデヒドなども含

めた環境調査を継続的に行っていくことを改めて要望いたしますとともに、環境や健

康に深刻な影響を及ぼしかねない本施設の在り方についても見直しを求めまして私の

質問といたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（山口勤君）  これにて、皿海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）  それでは、議案第２号「令和２年度北河内４市リサイクル施設

組合予算」について反対の立場で討論させていただきます。 

  令和２年度の予算では、修繕料の中のリサイクルプラザ各種修繕費が昨年度より

1,600万円ほど多くなっていました。公債費が減っているため負担金に影響は出てい

ませんが、今後、施設の維持管理をしていく上で施設の老朽化に伴う修繕費が増えれ

ば、各市の負担金が増えることになります。これまで収入となっていた再商品化合理

化拠出金について現状では見込めません。また、ペットボトルについても現在は再生

事業者に売って組合の収入となっていますが、売れなくなったらこれもまた各市の負

担が増えることになり兼ねません。結局、この施設を維持していくことで各市の負担

だけが増していくことにもなり兼ねません。こうした施設の在り方についても問題で

あり、また健康被害を訴える市民からの要望にも応えず、今回も環境調査の内容に変

更がない。改善がみなできておらず納得できないと申し上げ、反対の討論といたしま

す。 

  以上です。 

○議長（山口勤君）  他に、討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口勤君）  これをもって、討論を終結します。 
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  これから、議案第２号を起立により採決をいたします。 

  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（山口勤君）  起立多数であります。 

  よって本件は、原案のとおり可決をされました。 

○議長（山口勤君）  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）  交野市の山本でございます。 

  通告に従いまして、一般質問を始めますが、まず冒頭に過去に私、議案の質疑の際

に前は全く通告もせずに質疑をいたしましたところ、当時の次長ともめたという様々

なことがありまして、全て一般質問にてできる限り通告をして質問をするようにして

おり、今回につきましては、議案をいただいて直ちに質問案を事務局に対して出した

と。追加したり再質するので早目にということを申したところ、なぜか通告の期限の

直前になって回答が返ってきて、それでもやむを得ず直ちに追加の質問、あと再質を

追加をいたしましたところ、今回答弁案は返ってこなくて、今日の昼の直前に慌てて

電話をしてどうなっているのかと聞いたら、答弁案返ってきたのは今日の12時回って

ました。とても議員に対して質疑の答弁調整や事前の通告を求める事務局の立場のや

り方ではないということをまずは指摘の上一般質問を始めますが、まず１つ目に２月

５日にこの４市リサイクルにおきまして研修会がなされました。日本容器包装リサイ

クル協会の方がお越しになって、大変勉強になりました。そのような機会を賜りまし

たことにまずは感謝を申し上げ、容リ協の方からの言及はございましたが、本制度、

４市リサイクルの制度は包装容器のリサイクルの制度自体これはかなりの矛盾点があ

ると、私はそのように考えておりますし、こうしてお話をされた容リ協の方からもそ

のような言及があったと記憶をしております。そもそもこの施設にプラの包装容器を

搬入をして、そして再商品化事業者に引き渡したらそれがリサイクルということでカ

ウントがされているということ、そしてマテリアルリサイクルという形は採っており

ますけれども、実際のところ半分はごみ。ごみという言い方もあれですけれども、こ
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れは産業廃棄物になっているという現状。そういった状況を含めますと、そしてまた

環境省におきまして先般通知がなされておりますとおり、産業廃棄物のプラにつきま

しては、中国への輸出が事実上困難となりまして、各市町村の焼却施設での処理の検

討の依頼等をなされているという状況を考えますと、包装容器に限った、プラの包装

容器に限ったリサイクルというやり方というのは極々一部のものに限ったリサイクル

であって循環型社会とはちょっと違うのかなと私はそのように考えますが、この４市

リサイクル、今は枠組みは根本的から見直し、今、組合自体も解散をすべきと考えま

すが、それをどう思うのか改めてお伺いをします。 

  ２点目といたしましては、今のこの施設の運転業務委託に係る業者選定についてで

すが、まず確認ですが価格点と価格点以外との構成比はそれぞれどれだけなのかお伺

いをいたします。 

  ３つ目といたしまして、運転管理業務委託や施設総合管理業務委託の入札で、私は

今、監査をしておりますが、見ている中で指名競争入札、指名、指名というのはほと

んどでございますが、一般競争入札を実施している入札はどれなのか、ご教示をお願

いをいたします。 

  ４つ目といたしまして、４市の負担金における議会関係費用を除く負担金の内訳に

ついてどのようになっているのかお伺いをいたします。 

  以上です。 

○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）  山本議員の質問に順次お答えいたします。 

  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をし、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。 

  なお、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。 

  次に、運転管理等業務委託の業者選定につきましては、総合評価制限付一般競争入

札で実施し、評価点の割合は価格評価が50％、技術等評価が30％、社会的価値評価が

20％でございます。 
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  次に、運転管理等業務委託と施設総合管理委託以外で一般競争入札を実施している

案件はございません。 

  次に、議会関係経費を除く経費の負担割合につきましては、施設建設及び維持管理

経費は均等割が10％、人口割が45％、世帯割は45％であり、共通経費は均等割100％

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）  １点目の回答に対しての再質につきましては、ここは構成４市

というところの言及がありまして、私は交野市でございますので、そこは交野市の場

にて、予算等の場にて改めて質疑をしたい。質問をしたいというふうに考えておりま

す。 

  ２点目のところと３点目、４点目のところではそれぞれ再質を行います。 

  ２点目のところの回答に対してでございますが、結局のところ価格点のウエートと

いうのは約50％で、価格点以外のところのウエートが合わせてこれは50％になります。

50％、50％ということですけども、このようなウエートの付け方でしたら、結果とし

てこれは高値で応札した業者が選定されるようなケースも生じ得るというふうに考え

ますが、どのように考えているのかご所見をお伺いをいたします。 

  ３点目のところの関連質問でございますけれども、再質でございますが、逆に言っ

てしまうと運転管理業務委託や施設管理業務以外は、これは指名競争入札であり、こ

れは全部指名競争入札でやっていると。ちょっと様々な入札等をやる中で、これは果

たして全てを指名でやってしまうのがいいのかどうかというのは大変疑問に思います。

毎年入札を実施をするようなもの。決まったような物品の購入といったものにつきま

しては、指名でなくても広く一般競争入札に付するべきだと考えますが、どのように

考えるかお伺いをいたします。 

  最後の４つ目の質問の再質でございますが、議会関係以外の共通経費、職員の人件

費等の組合運営に必要な経費と考えられますが、この組合運営の費用まで何でこれ均

等割をされるのか、その理由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）  運転管理等業務委託につきましては、専門的な技量と経

験をも必要とすることから、総合評価一般競争入札とし、落札者決定基準に基づき価

格評価、技術等評価及び社会的価値評価の総合点で落札者を決定するものであり、技
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術等評価及び社会的価値評価の点数が高ければ、価格が高い業者が落札者となる場合

がありますが、総合評価一般競争入札の目的から見て妥当であると考えます。 

  次に、指名競争入札の実施につきましては、本組合が求める仕様に基づく製品の納

入や業務履行ができる業者が少数であることから、地方自治法施行令第167条第２号

を適応し、指名競争入札としているものでございます。 

  次に、共通経費の負担割合につきましては、他の経費も含め、当時の関係市におい

て協議され各市が均等に負担することに決定したものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（山口勤君）  山本議員。 

○13番（山本景君）  最後に２点目と４点目の質問については改めて再質を行いたい

のですけれど、まず価格点のところにつきましては、これは定量的なもの数字で出ま

すから非常に一般の市民にも分かりやすいと。一方で技術であったり社会とかそこら

辺の話のその定性的な評価となりますので、それはなかなか数値で表しにくい。数値

で表したとしてもそれは関係者が数値化したものであって、一般市民にとってはちょ

っと分かりにくいと、その中で定量的な価格のところと逆転現象が生じるといった場

合については、これは外形的な公平性が担保されていない。担保されにくいと、要は

４市の市民から見てもちょっと分かりにくいかなというふうに思いますが、この価格

点のウエートを上げるとかそういった考えについてお伺いをいたします。 

  もう一つのところの組合運営の費用の均等割のところにつきましても、やはりこれ

は人口とか様々なところが違うわけでございまして、均等割というのは、例え構成市

がというような話をしたとしても納得が得られる、外形的なところがあるのかなとい

うふうに思いますが、改めてではございますが、そのお考え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）  価格点のウエートにつきましては、評価点の割合を含む

落札者決定基準は、地方自治法施行令第167条の10の２に基づき、学識経験者の意見

を聴いた上で定めており、入札における公正性、客観性の確保は図られていると考え

ております。 

  次に、本組合経費の負担割合につきましては、構成各市の協議において決定し、組

合規約に定めていることから、規約変更する場合は、地方自治法第286条の規定によ

り構成市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

り定めることとなっております。 
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  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）  寝屋川の中林和江でございます。３点について一般質問いた

します。よろしくお願いいたします。 

  質問の第１は、使い捨て容器、プラ容器の削減についてです。先日、容リ協会の雨

谷忍氏の講演がありました。お話の中でプラスチックが世界中にあふれて地球環境、

生態系にまで影響を及ぼしている現実が語られました。講演のタイトルは「地球をま

もるために わたしたち ひとりひとりが できることって なんだろう」というタ

イトルでした。多くの方がそういう思いを持って暮らしの中で資源の節約や気候変動

への対策も含めた脱使い捨て社会への道を考えていると思います。人の健康さえ脅か

し始めたプラスチックを少しでも減らそうという取組も広がっています。マイボトル

運動は自分専用の水筒や容器を持つことによって使い捨て容器を削減しようという運

動です。世界中でマイボトルで飲料を提供するお店や町中で利用できる水飲み場、給

水器やマイボトルに無料で給水してくれる店など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。関西広域連合はこれらの店や病院などを地図に落と

したマイボトルスポットマップを作成しています。本施設においても給水スポットと

して登録できないのか検討をお願いし、見解をお聞きします。 

  第２に、プラスチック容器包装の有害性についてです。そもそもプラスチックは石

油からできており、用途によって多種多様な化学物質が加えられています。海鳥１羽

がプラスチックの破片を15個食べると73％の割合で添加物が海鳥の体に蓄積すること

や肝臓機能に影響を及ぼすことも分かっています。食物連鎖によって発がん性物質な

どの有害物が私たちの体に蓄積することも心配されています。ヨーロッパでは40年で、

成人男性の精子数が半減という研究結果の要因の１つが化学物質だと考えられている

とのことでした。このような有害性のあるプラスチックを高熱で溶かして材料リサイ

クルすることについては見直しをするべきだと考えます。見解をお聞きします。 

  第３に、ペットボトルについてです。構成４市から本施設に持ち込まれるペットボ

トルのうち、蓋とラベルが外されていないものが７、８割あること。これを外すため

に別工程で手作業をしているということが11月議会で答弁されました。この問題につ

いて以下お聞きします。 
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  第１に、蓋やラベルの取り外しについては、どのような対策をされているのかお聞

きします。 

  第２に、蓋はポリプロピレン、ボトルはポリエチレンで材質が異なります。本施設

で外した蓋はどのような流通でリサイクルをされているのかお聞きします。 

  以上、１回目の質問です。 

○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。 

  まず、マイボトル運動につきましては、使い捨て容器の削減に効果があると認識し

ておりますが、本組合には給水設備がなく、施設見学で多く来られる時期は寝屋川市

と重複しており、寝屋川市クリーンセンターにはウオータークーラーが設置されてい

ることから、その設備を活用していただけるよう寝屋川市と協力した周知に努めてま

いります。 

  次に、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おりますが、廃プラを含むごみ処理の在り方に

ついて構成４市環境部事務担当者会議において協議されております。 

  次に、ペットボトルの蓋、ラベルを取り外すことにつきましては、構成各市におい

て市民啓発に取り組んでいただいており、本組合といたしましても施設見学者に説明

するなど適切な分別排出について市民への周知に努めております。 

  次に、ペットボトルの蓋につきましては、プラスチック製容器包装として圧縮こん

包をし、再商品化事業者に引き渡しており、その後再商品化事業者において製品化さ

れております。 

  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）  まず、使い捨て容器包装の削減について再質問します。 

  マイボトル運動を始め、買い物等のマイバッグの推進など使い捨て容器を減らして

いく取組が広がっておりますので、本施設組合で何ができるか調査研究をしていただ

くことをこれは質問ではなくてお願いをしておきます。 

  次に、プラスチックの有害性についてです。本施設での多種多様の化学物質を含ん

だその他プラの材料リサイクルの処理工程における有害性については否定できないと

私は思ってきました。世界的に地球環境と生態系を守るための脱プラの取組が広がっ
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ています。廃プラを含むごみ処理の在り方については、構成４市環境部事務担当者会

議において協議されているとのことですがどのような協議が現在されているのか分か

る範囲でお聞きをします。 

  次に、ペットボトルの蓋やラベルの取り外し対策について３点お聞きします。 

  第１は、各市での啓発については必要だと思います。ただ、それだけではなく生産

者がペットボトルに取り外しが必要だと表示することやペットボトルを扱っている自

動販売機にも表示をすることについて容リ協会などを通じて要望すべきと思います。

見解をお聞きします。 

  第２に、蓋とラベルを外すのに本施設が別工程で作業していることについては、処

理費は税金であることも含め、市民に説明する必要があると思います。お聞きをいた

します。 

  第３に、本施設でキャップとラベルを外してもリングは外せませんので、再商品事

業者がリングを外していると聞きます。蓋とラベル、リングを一度で外せるような改

善策について、企業努力を求めるべきではないでしょうか。お聞きします。 

  以上、２回目の質問といたします。 

○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。 

  構成４市の環境部事務担当者会議においては、ごみ減量が共通課題であり、構成各

市のごみ量の推移や処理方法等の情報共有を行い、廃プラを含むごみ処理の在り方に

ついて協議されておられます。 

  次に、容リ法に基づく拡大生産者責任の強化につきましては、構成４市を含めた府

内市町村が大阪府市長会等を通じて国に対し要望しております。 

  次に、手選別で蓋やラベルを外している理由につきましては、ボトル本体と蓋、ラ

ベルは素材が異なり、別々のこん包物とする必要があることから、単に異物としない

ため手作業で取り外しを行っているものであります。今後、こうした手作業に関し、

多くの市民の方に承知していただき、効率的な中間処理が実施できますよう構成各市

と連携した市民啓発に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、プラ容器の製造事業者等の特定事業者においては、ペットボトルや容器包装

の軽量化、素材の技術開発などについて研究を進めているところであり、また、国の

中央環境審議会廃棄物リサイクル部会において、より再商品化に適した容器包装の設

計、素材選択を推進するためには、どのような対策が考えられるか等について議論さ
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れており、その動向を注視してまいります。 

  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、プラスチックの容器包装の有害性についてです。石油

に化学物質をたくさん加えたプラスチックは、既に地球環境にも生態系にも悪影響を

与えることが明らかになっております。ですからまずはこういった使い捨て容器を減

らしていくこと。そして有害性を否定できない本施設を通じての材料リサイクルも見

直しをするべきだと申し上げておきます。 

  次に、ペットボトルについてです。ペットボトルは、私たちの暮らしに浸透してい

ます。１本100円ほどで買ったペットボトル飲料は大変便利ですが、使用後の容器処

理に多くの手間が掛かっています。キャップやラベルが外されていないペットボトル

も外されているペットボトルも同じごみ袋で収集していること。本施設でキャップと

ラベルを手作業で外していること。リングは再商品化事業者が外していることなど使

い捨て容器の処理に手間が掛かっていると考えます。やはり生産者が販売・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を果たすことが緊

急に求められていると考えます。更にはプラスチック汚染を食い止めるためにはプラ

製品の削減とともに使い捨てではない循環型の素材やシステムの転換が求められてい

ることを強調しておきたいと思います。同時に本施設組合や私たちもできることをし

ていくことが求められている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、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、全て議了いたしました。 

  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２件の案件につきまして、慎重にご審議を賜り、いず

れもご可決を賜り、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、一層のご指導、ごべんたつを賜りますようお願いを申し上げます。 

  間もなく３月となり、寒暖の差が激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されるとともに、今後ますますのご活躍を心よりお
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祈りを申し上げまして、誠に簡単ではありますが、閉会に当たりましての御礼のご挨

拶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２年２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。 

  長い冬もいよいよ終わりに近づいています。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２年２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。以上でございます。 

（午後３時22分 閉会） 
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