
統一地方選　福智町議会選挙　立候補予定者　公開質問状　回答一覧  作成：エコミュカルネットワーク

質問事項 皆川高司氏（現） 高津鶴巳氏（現） 菊谷茂氏（新） 小松繁信氏（新） 矢野博文氏（元） 無回答者

施設も色々あると思います

よくわかりませんが利権だと感じます。

(1)

国は「循環型社会形成推進」という方向性
を打ち出しており、多くの自治体がリサイ
クルやゴミ減量に取り組んでいます。
現状の田川地域のゴミ処理政策への認識を
選択してください。
a) 非常に進んでいる　b) やや進んでいる
　c) 標準　d) やや遅れている　e) 非常に
遅れている
この項目について、ご意見や補足があれば
記述してください。

d) やや遅れている d) やや遅れている e) 非常に遅れている e) 非常に遅れている d) やや遅れている
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辰島誠氏 
沼口富生氏 
原田幸美氏 
日比生洋一氏 
堀江政洋氏 
安永栄一氏 
渡邉文敏氏 
尾崎さつき氏 
橋本騰馬氏   

ごみの分別収集の区別が少ない。急に多
くすることは困難と思われるが、再資源
化できるものの分別は行なった方がよい
と思う。

当初の計画を遂行しておけば良かった
と思います。下田川の特徴ある議員が
作物に弊害がおこるなどの説明をした
ため計画が×

(2)

国が方針として示している「循環型社会」
に向かう場合に、今後5年以内に田川地域
（当該市町）が取り組むべき事は何でしょ
うか？（複数回答可）
a) 4R（リフューズ、リデュース、リユース
、リサイクル）の推進　 b) 分別の細分化
（多分別化）　　c) 生ゴミの資源化（堆肥
や液肥、バイオマス活用など）　d) ゴミ処
理の広域化　　
e) ゴミ減量化　　f)ゴミの資源化　　g)デ
ポジット制の導入　　h) 学校でのゴミや
循環に関する教育の展開　　i) 循環型社会
に関する啓発活動の展開　
j) その他

この項目について、ご意見や補足があれば
記述してください。

b) 分別の細分化（多分別化）　　
c) 生ゴミの資源化（堆肥や液肥、
バイオマス活用など）

b) 分別の細分化（多分別化）　　f)ゴミ
の資源化　　g)デポジット制の導入

c) 生ゴミの資源化（堆肥や液肥、
バイオマス活用など）　f)ゴミの
資源化　　h) 学校でのゴミや循
環に関する教育の展開　　

i) 循環型社会に関する啓発活動
の展開

a) 4R（リフューズ、リデュース、リユ
ース、リサイクル）の推進

一番有効な施策はデポジット制の導入で
あると考えます。すべてのものに金銭的
価値があるとするならば住民の皆さんは
、ごみが価値あるものと考え行動パター
ンが変わっていくものと考えます。（国
民的課題として）
生ごみについても一戸建ての家庭は生ご
み処理機・コンポで生ごみの発生も抑制
できます。土に返す循環型社会を目指す
べきです。

(3)

1市3町で12年間に渡って共同建設を検討し
て来たにも関わらず、現在、田川市、川崎
町、糸田町と福智町（下田川）において3
基のゴミ焼却場の新設計画が進行していま
す。
　様々な経緯がありますが、共同建設に至
らない問題の本質は何だとお考えでしょう
か？以下の選択肢からお選びください（複
数回答可）
a) 行政間のコミュニケーション不足と不
協和　　b) リーダーシップの不在　　c) 
行政の知識と理解不足　　d) 議員の知識
と理解不足　　e) 議会の調整能力不足　
　f) 建設候補地周辺住民の反対　　g) ゴミ
処理関連の費用負担率の問題　　h)ゴミ処
理計画の青写真の欠如　　
i) 候補地選定が選挙に利用されてきた　　
j) ゴミ処理計画に関する情報発信不足　　 
k) 利権
l)その他
この項目について、ご意見や補足があれば
記述してください。

a) 行政間のコミュニケーション不
足と不協和　　e) 議会の調整能力
不足

b) リーダーシップの不在　　f) 建設候補
地周辺住民の反対　　k) 利権

a) 行政間のコミュニケーション
不足と不協和　　f) 建設候補地周
辺住民の反対　　　j) ゴミ処理計
画に関する情報発信不足　　 k) 
利権

　b) リーダーシップの不在　　f) 
建設候補地周辺住民の反対　　j) 
ゴミ処理計画に関する情報発信
不足

d) 議員の知識と理解不足　k)利権　l)
議員の介入しすぎ

下田川の特徴ある議員に聞けばよいの
では？



質問事項 皆川高司氏 高津鶴巳氏 菊谷茂氏 小松繁信氏

(4)

現状のゴミ焼却場の老朽化などにより、い
ずれにせよゴミ処理施設は必要です。
　エコミュカルではゴミ処理施設に関して
３つのモデルを建設費と維持費の試算と共
に提示しています（リーフレットp.4参照
）。

①望ましいのはどのモデルだとお考えでし
ょうか？
a) 「３つの焼却場（各自治体単独路線）
」
b) 「１つの焼却場（共同建設または受委
託）」
c) 「１つの焼却場と複数の循環型施設（共
同建設または受委託）」
d) その他の選択肢
上記選択の理由をご記述ください。

b) 「１つの焼却場（共同建設また
は受委託）」

b) 「１つの焼却場（共同建設または受委
託）」

c) 「１つの焼却場と複数の循環型
施設（共同建設または受委託）」

c) 「１つの焼却場と複数の循環
型施設（共同建設または受委託
）」

b) 「１つの焼却場（共同建設または受
委託）」

田川市郡は１つの焼却場で十分だと究極
的には思います。
住民がよく看視し透明性を持った形で公
開のもと十分議論を尽くしたうえで行な
うことが肝要だと考えます。

我田入水　利益をむさぼろうとする議
員がいる限り前には進まないと思いま
す。

②現実的にはどのモデルだとお考えでしょ
うか？
a) 「３つの焼却場（各自治体単独路線）
」
b) 「１つの焼却場（共同建設または受委
託）」
c) 「１つの焼却場と複数の循環型施設（共
同建設または受委託）」
d) その他の選択肢

上記選択の理由をご記述ください。

a) 「３つの焼却場（各自治体単独
路線）」

a) 「３つの焼却場（各自治体単独路線）
」

c) 「１つの焼却場と複数の循環型
施設（共同建設または受委託）」

a) 「３つの焼却場（各自治体単
独路線）」

b) 「１つの焼却場（共同建設または受
委託）」

首長選挙、議員選挙のあと、議会でそれ
ぞれ１つで十分という結論に戻れるのか
どうか甚だ危ういと感じます。それぞれ
が再度１つにという意見と成るよう言い
続けていきたいと思います。

(5) 設問4）でご回答いただいた望ましいモデ
ルに向かうための解決策は何でしょうか？
ご意見を記述してください。

住民が行政を監視していくというエコミ
ュカルネットワークの皆さんの活動が盛
り上がったことによって、マスコミもこ
の運動を大々的に取り上げ、行政、議会
も真剣に考えるようになってきたと感じ
ます。継続して行政、議員を監視してい
ただきたいと思います。

住民に参加していただく機会を多
く作り行政が必要性の意味を事細
かく説明して行く事が大切と思い
ます。又、町議会議員の方々も地
域の方達に説明会を開き、説明す
る事も大切と思います。

建設地の提供（予定地住民の理
解と受け入れ態勢の整備）

(6)
田川地域のゴミ処理政策及びゴミ処理施設
に関してご意見を自由にご記述ください。

ごみは、ただ燃やせばいいという発想か
ら、ごみは資源であるという転換をすべ
きと考えます。たとえばごみ袋の代金に
しても各市町村バラバラ、資源ごみは袋
代は無料、焼却ごみの袋代は高額にする
という政策でごみの減量化を図ることが
必要だと思います。

ゴミ処理施設の建設地域に関して
道路老朽化がより早く進み、又子
供達の通学路の問題も有ります。
又、車の渋滞も一部有るのではな
いでしょうか。その様な様々な問
題が想定されます。

この田川の状況は「２０年遅れ
ている」と言われているが、署
名やこの運動も、２０年遅れて
いる。

施設総工事費60億・80億とも言われて
いますが基礎工事費20億以上と言われ
ていますが福智町Aランク業者でわけ
、議員関係者が必ずあります。5000万
以上は議会承認があります。「俺の悪
口を言ったから議会承認は認めない」
こんなことで納得できますか！
民主主義の論理、多数決であります。
糸田福智町単独では議会承認の時にも
お金が動きますよ。赤池中学校の時の
ように！見義不為勇也の精神で頑張っ
てください。
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