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統一地方選　川崎町議会選挙　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 3月26日

(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。

b) やや進んでいる e) 非常に遅れている e) 非常に遅れている e) 非常に遅れている e) 非常に遅れている c) 標準

循環型と言う理念を考慮する気配が感じ
られない。ごみ処理は公共精神の発露。
身も心も美しく、限られた資源を大切に
使用する心の育成が大切です。

ゴミの減量は排出者が分別できる
環境を集積場所に手を加えなけれ
ば成りません。
生ゴミ、金属類、ガラス瓶を含む
、新聞ダンボール等を置く場所を
設ける必要が有る。

全国の平均的な観点からすれば「やや遅
れている」との評価とも考えられるが、
非常に先鋭的なところがすでに存在する
ということと、地球規模、あるいはグロ
ーバルなところに立てば「非常に遅れて
いる」と評価せざるを得ない。

(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。

e) ゴミ減量化　　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

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

d) ゴミ処理の広域化　　
e) ゴミ減量化　　f)ゴミの資源化

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

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　　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　

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）　　f)ゴ
ミの資源化

大木町が先進的と評価されているのは、
町政に高度なごみ処理政策が掲げられて
いるからです。インドをはじめ東南アジ
アの発展途上国の衛生観念を研究すれば
良く見えて来ます。

生ゴミは堆肥を製造し農家、家庭
菜園者に、無料で引き取って頂く
。

項目の全てを複合的に選択実施したのち
、そこから新たな技術やアイデアが生ま
れてくる可能性はおおいにある。まだま
だ隠れているものはあると思う。

(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

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　　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　k) 利権
l)その他（県が広域行政に関与しない、避
けている）

a) 行政間のコミュニケーション
不足と不協和　　c) 行政の知識と
理解不足　　e) 議会の調整能力
不足　　h)ゴミ処理計画の青写真
の欠如　　k) 利権

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　　h)ゴミ処理計画の青写真
の欠如　　
j) ゴミ処理計画に関する情報発信不足　
　 k) 利権
l)その他（住民の無関心、知識理解不足　
）

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　　d) 
議員の知識と理解不足　　j) ゴミ処理計
画に関する情報発信不足　　

a) 行政間のコミュニケーション
不足と不協和

（その他）福岡県が中に入って広域化を
補助すべき。市町村個別の問題と言って
、全くもって関与しない。その他の政策
もしかり。

関係市町は、真剣に今後のゴミ処
理場の建設を互いに尊重し、１０
年、２０年、３０年、４０年の人
口推移を含めて運営費負担の軽減
と維持管理を含めて建設計画をす
る事を望みます。

「本質」として一言で言うとしたら「了
見の狭さ」つまり「井の中の蛙」「籠の
中の鳥」。広い視野を、行政、議会、住
民が持っていたら上の全ての項にブレー
キがかかっていた。
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各市町村で単独路線で動いています。

現実的には 上の理由と同じ。

(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。

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）」

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）」

税金のムダを無くす。広域連携の象徴と
して共同化を成就させる。

共同建設は経費の負担軽減を促進
します。関係市町は人口割合の実
質負担で運営されます。３倍の経
費より３分の１の方が安く安定し
た、２４時間連続運転が可能です
。又、焼却場の熱も有効利用でき
ます。

既に成功例がある以上何も言う事はあり
ません。かかわる住民の意識改革も必ず
克服出来ると信じています。

建設費と維持費を抑えることができ、田
川地区を「クリーンなイメージ」つくり
となると思われる。

共同で建設し運営する方が費用的
には軽減できるから。

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）
」

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）」

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）」

a) 「３つの焼却場（各自治体単
独路線）」

下田川が合併した様に、議会が私心を捨
てて大同につけば出来る。 1市２町の共同焼却場を望みます。

１つの焼却場の建設だけではなく、循環
型の施設も合わせて建設することは、ゴ
ミを資源として活用し「循環型の田川」
をつくることが重要と思われる。

建設問題は十数年間、解決の糸口
が見えない懸案事項でありました
が、このたび川崎町単独で行う事
で用地買収も終わり建設する一歩
手前まで来ている。

(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。

行政間のコミュニケーション
１０年前から焼却場建設（共同）の話は
でていました。数年前より単独建設と成
りました。
※岩丸さんやエコミュカルネットワーク
、又同志の皆様が、１０年前から意見を
のべていましたならば、現状は変わって
いたかもしれませんでした。

利権にとらわれない、首長、議員を選出
する。今回の単独建設方針は加重賄賂で
逮捕起訴された川崎町長の体質が大きな
問題。大所高所に立って、政治判断が出
来る首長を選ぶしか道はありません。川
崎、田川の首長選で広域共同建設を公約
として打ち出した首長候補に公約を守ら
せる。公開討論会を実施すべし。

官民共同のプロジェクトチームが必要。
それを容認してくれる、議会（政治家）
と行政（首長）を住民が選ぶこと。加え
て住民側のリーダーも出て来て欲しい。

「循環型社会は田川では出来ない」とい
う思いが、首長、議員、職員、住民にあ
ると思われますが、お互いがもっと理解
を深め、｢ゴミを資源として循環型の田川
をつくる｣という、一人ひとりが関心を持
つことだと思います。

(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。

伊藤市長、手嶋町長のコンビが組めなく
なった事によって単独建設の流れが出来
てしまった。大半の議員は、大なり小な
り、何かしらの恩恵（利権）を欲しがっ
ています。
次期首長選で伊藤、手嶋のコンビが復活
出来れば共同建設の方向性が出来てくる
と考えられます。その際、建設場所は、
通谷か白鳥か？４年間迷走したが、結論
は出ると考えます。又、そうしなければ
ならないと考えます。手嶋さんが（町長
として）頭を下げれば、共同への流れが
出来ると思います。共同建設推進論の議
員として選挙に臨みます。

田川地域としてくくってしまえば１４万
人程の人口であるので１つの焼却施設と
複数の循環型施設で充分やっていけると
思う。
行政、議会にゆだねることなく、任意の
住民組織や、既存の民間組織（商工会議
所等、大学関係者等、ＪＣ、青年部、ラ
イオンズ等のボランティア団体）などが
強いリーダーシップを発揮する事も必要
と考える。

田川地域の１市５町の共同での広域ゴミ
処理が決定されてから１５年、組合を設
立してから１２年もの年月が過ぎ、その
間、色々な協議検討がなされたと思われ
ますが、結果的には平成２４年度に組合
は分裂してしまいました。ゴミ処理は待
ったなし状況あるということで、このま
ま３つの焼却場が建設されようとしてい
ますが、首長も議員も職員もそして住民
がもう一度立ち止まって、田川の将来や
子供たちの未来を考え行動すべきだと思
われます。そして、今なら変えることが
出来ると思います。



河野礼至氏（新） 寺田響氏（新） 千葉加代子氏（現） 無回答者

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
伊藤英明氏
北代俊雄氏
小松孝一氏
繁永英樹氏
千住幹雄氏
中村内廣氏
奈木野康徳氏
西山賢俊氏
見月勧氏
松岡久代氏
小田すぐる氏
谷口勝幸氏
手嶋まゆみ氏
中山信和氏

国が進めている「循環型社会形成推進」と言う方向性は、極めて矛盾しているものです。なぜなら、国は地下資源を大量に利
用して、大量生産・大量消費・大量廃棄という資源の乱費に対する反省の上に立って｢循環型社会形成推進｣をしていません。
ゴミ処理方法として「循環型社会形成推進」を行なっているだけにすぎないと考えます。国が本気なら廃棄物の三つの中で①
一般廃棄物②産業廃棄物③放射性廃棄物の削減、発生抑制を行なう必要があります。ところが③の放射性廃棄物は処分方法す
ら見つかっていないのに、原子核分裂発電所（＝原発）の再稼動を進めていることに端的に示されています。産業廃棄物につ
いても、廃棄物を出さない拡大生産者責任を曖昧にしたまま「大量廃棄」を前提としているからです。さらに言えば容器リサ
イクル法で爆発的に増えたペットボトルの処理費用は生産者１対自治体９割という全く逆転したものです。家電リサイクル法
では、不法投棄が増えただけにすぎません。国が考えている「循環型社会形成推進」とは、企業の利潤追求はそのままにして
いながら、小手先の手段で廃棄物を減らそうとしているにすぎないのです。

田川地区では循環型社会形成推進
に対する認識が低いように感じら
れます、まずは情報の共有が必要
だと考えます。

生ゴミの処理について助成があるが、周知
されてないと思われる。

c) 生ゴミの資源化（堆肥や液肥、バイオマス活用など）

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　　
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　　　c) 生ゴミの資
源化（堆肥や液肥、バイオマス活用など）
　e) ゴミ減量化　　f)ゴミの資源化　　　　
i) 循環型社会に関する啓発活動の展開

とりあえず「生ゴミ」を分別収集することから住民のゴミ対する意識を変えていけるのではないかと思います。なぜなら生ゴ
ミも「資源です」堆肥化やメタン発酵で液肥をつくる事が分かり、廃棄物の再利用の道が生まれてくると思います。先進地で
行なわれている２６分別や３７分別は、確かにすぐれた実践です。しかし、その習慣がない住民には、すぐにはできない取り
組みです。まずできること、それは生ゴミを分別し、それが資源とし堆肥にされ、無料で配布されれば、住民のゴミの意識も
確実に変わるのではないかと考えます。私は、ごみ処理においては４Ｒより４Ｌこそ重視したいと思います。（リフューズ、リ
デュース、リユースには賛成です。フランス人は１０着の服しか買わないそうです。）なぜならＲの一つリサイクル（再生利用
）では、マテリアルリサイクルでは劣化し、添加物が使用されているプラスチック素材では、同じものは再生利用できずに、
結果的にはそれが汚染物質に変化している事実、あるいはケミカルリサイクルには膨大な費用がかかることを知るなら「リサ
イクル」をもてはやすのは考えのものです。それより①ローコスト（お金がかからない）②ローテクノロジー（高度の技術は地
域の人は使えない。）③ローカル（地方にあったものをつくる）④ローインパクト（環境に優しい）こそ追求しなければなら
ないことだと考えます。

4Rを進めることはもちろんです
が、まずは啓発活動などで『循環
型社会』について住民の認識を高
めることが優先だと感じています
。『循環型社会』でのメリット、
デメリットを明確にし意識を高め
ることも必要ですね。

今年度まで３Ｒでしたが、委員会で４Ｒに
するよう提言、来年度から４Ｒで推進して
いく。

l)その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

b) リーダーシップの不在　　d) 
議員の知識と理解不足　　e) 議
会の調整能力不足　　i) 候補地選
定が選挙に利用されてきた　　k) 
利権
l)その他（　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　）

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　　j) ゴミ処理計画
に関する情報発信不足　　 k) 利権

発生したゴミをうまく処理するかという視点で、「焼却施設建設の場所の選定」をどこにするかと言うことでもめたことは間
違いありません。３０年前川崎の太田に建設されたとき、今度は田川市がつくる約束であり、伊藤信勝市長は、白鳥工業団地
の建設しない公約で当選し、その公約を破って白鳥工業団地の焼却施設建設を決めました。焼却施設建設についての１市３町
の制す施設組合の混迷には川崎町長に責任があります。しかし、焼却施設は｢迷惑施設｣であることは間違いありません。「迷
惑施設」に反対するのは住民としてあまりにも当たり前のことです。だからこそ伊藤市長が公約を破り「迷惑施設」をつくろ
うとしたことこそ、混迷の責任があると思います。

候補地が選挙に利用されて来たこ
とは事実でしょう。しかし選挙に
ゴミ処理場問題が取り上げられる
のは住民の意思とも感じます。今
後は各リーダーが住民目線での問
題解決の道を切り開いてくれるこ
とを臨みます。私自身も知識と理
解不足を感じていますので合理的
な提案が出来るようにゴミ問題に
関する勉強を続けていきます。
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d) その他の選択肢（　　　　　　　　　　　　　）
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）」

１市３町でしたほうが経済的負担は少ないというのは見識ある見解です。エコミュカルの方々の試算の上に立った意見を尊重
します。しかし、廃棄物問題は地下資源の乱費です。地下資源は有限です。いつか必ずなくなります。その上、焼却では問題の
解決にはなりません。燃やしても物質の質量＝重さは変化しません。形が変わるだけです。さらに、燃やすことは化学反応を
起こすことです。必ずダイオキシン類等の有害物質を生成します。生ゴミは、水分を含んだ不燃物です。不燃物を燃やすのに大
量の燃料を必要とします。焼却灰は半永久的に管理しなければなりません。仮に５０年間持つビニールがあったとしても、そ
れ以降は汚染物質の漏出を止めることはできません。その上、焼却施設は必ず壊れます。高度の技術で建設された焼却施設は
、ローカルなローテクノロジーでは修理できません。ダイオキシン類、飛灰を補捉するバグフィルターは交換しても、汚染した
フィルターは、厳重に管理しなければなりません。
結局、私は、焼却と埋め立てを止める「ゼロ・ウェイスト」（期限を決めて、ごみの焼却と埋め立てを止める取り組み）こそ
、ゴミ問題を解決する道だと考えます。
とりあえず、３つ建設されようとしている焼却施設を止めることです。そのためには住民が立ち上がる以外に道はありません。
なぜなら、私が知る限り焼却施設建設を止める公約を掲げている候補者を知らないからです。

焼却場についは建設、維持コスト
（財源）面から見ても１つ（広域
での建設）が望ましいと考えます
。
循環施設についてはゴミ分別の細
分化問題はありますがリサイクル
施設、バイオマス施設、熱回収施
設なdの複数循環型施設が望まし
いと考えます。

循環型施設、特に生ゴミの処理施設が必要
ですが、前町長が提言した際、田川市が実
施困難と結論づけたと聞いています。行政
のいき届いた指導、地域の協力が不可欠。

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
）」

望ましいモデル＝地域住民が求め
るモデルであるならば時間をかけ
ても実現すべきモデルであり、現
実的に進めるのが政治家の役割だ
と感じています。

福智町との共同は難しいと思われますが、
新体制でまず焼却場の共同建設の呼びかけ
をすべきと思います。但し、周辺住民の方
達の理解が必須です。

大木町から学ぶこと
大木町の循環型施設の取り組みが注目されています。しかし、それは単なる偶然ではありません。元町長石川隆文氏は、２０
０２年に、「小さくても輝く自治体フォーラム」の５人の呼びかけの1人でした。平成の大合併の中で、小規模自治体の生き残
る道を探求された方です。そこでは｢経済優先、合理化、効率化等一辺倒のスピード中心社会｣からの転換を呼びかけられたの
でした。その町長が提唱されたのが｢循環型社会の形成｣の一環として進められたのがメタン発酵という生ゴミを資源として活
用する道でした。そして、全国で３番目に｢ゼロ・ウェイスト宣言｣（＝もったいない宣言）を決議したのです。田川市郡には
そのような発想をされる首長や議員の存在はまれです。
私は、自然に帰ることのないゴミを燃やすという考えを捨てることが大切だと考えるものです。
廃棄物問題をどのような視座でとらえるかについて私は以下のように考えます。経済的に効率的だという主張より、「持続可
能な社会」を実現するためにはどのような取り組みをしたらいいのかを具体的に考え、実践するときにきているのではないか
ということです。
１市３町の共同での焼却施設建設と循環型施設をつくることで毎年９億円の経費の節約になると言う視点も貴重ではあります
が（２０年で１８０億円）の経済的な未来の世代への「つけ」より、地球の生物多様性（＝生命多様性）が存在できないー持
続不可能な社会―になることに危惧の念をもつものです。
そのためには「わが亡き後に洪水は来たれ」（あとは野となれ山となら）と言う、多国籍大企業の飽くなき利潤追求の活動を
民主的に規制する、コントロールすることなしには、持続可能な社会形成不可能なことです。その上にたち「経済成長神話」
をもう捨てなければならないときであると考えます。
今日、経済成長が世界一の国はスーダンです。長年の内戦が終結した国です。経済とは「経世済民」の略語です。「国民を救
う」これが経済の語源です。利潤追求至上主義を転換し、資本の活動を国際的に民主的にコントロールすることなしに「循環
型社会形成」は「絵に描いた餅」でしかないと思います。
「グローバルに思考し、ローカルの行動をする」といわれます。ゴミ問題はローカルな問題であり、自治体が解決していく課
題です。しかしそれはグローバルでマクロ的な視点を持つことなしには解決できないのではないかと思います。
私たちは、「廃棄物の処理」ではなくて、廃棄物を出さない社会をめざしていくには、まず私たちに「とりついて」いる｢焼却
｣と言う処理方法を選択しないと言う決断こそ、その第一歩です。そして、「生ゴミ」を資源として分別して、焼却しないと言
う道を選ぶことが、住民にとってゴミと向き合う主体的な取り組みになると考えるものです。そして、ゴミ処理が「静脈産業
」として成り立つ仕組みを構築しなければ循環型社会の形成は不可能です。例えば、紙おむつを生産し、その回収を産業とし
て位置づけることで、資源のムダを回避できるのではないかと考えます。空き缶を１０円で回収するシステムをつくれば、空
き缶のポイ捨てはなくなります。プラスチックやビニールを回収するシステムが本格的に行なわれ、その規格が限定されれば
、プラスチックは劇的に減少しるでしょう。
「グローバルに思考する」と言うことは、持続可能な社会を形成することであり、廃棄物という、もっとも身近な問題を通じ
て、住民が地域の主権者として自己を形成していくことこそ、廃棄物問題を解決していく道に通じるのではないかという願い
をこめて私の意見とします。
以上

2の補足でも記述しましたが、循
環型社会について住民の認識を高
めることが最優先であり解決策の
第一歩だと感じています。

白鳥で共同建設する場合、地元の同意なし
に進める事は出来ません。まず住民の方の
理解が必要だと思います。

大ヶ原産廃反対運動に関わるようになって２０年。日本の廃棄物問題への対応がいかに杜撰であるかをたくさんの経験を通し
て学びました。そして私の認識の結論は、｢廃棄物をいかにうまく処理するか｣と言うことでした。有限である、地下資源を掘
り出し乱費して、生産消費して廃棄するというシステムに限界が来ているのです。その典型が放射能廃棄物の問題です。使用済
み廃棄物は、１０万年―１００万年もの管理を必要としています。１００年はおろか１０００年先すら予想できない中で、１
０万年先のことを予想することはできません。できないことは止めることしかありません。
廃棄物を出さない社会システムを構築すること。この課題をちっぽけな私がどうするか、難しい課題であることは間違いあり
ません。しかし誰かが取り組まねばならないことです。
この宇宙でたぐいまれなる惑星の中で生命体を保持している地球を守る仕事は、私たち世代の課題です。その世代の一員とし
て、川崎等小さな町に住みそこで生を営んでいる人間として、廃棄物問題の解決のために知恵と経験を働かせて自分の人生を
締めくくりたいと考えています。次の世代にひき渡すものが廃棄物で被われた地球でないように全力で努力したいと考えてい
ます。

12年間の迷走を経て共同建設から
単独建設に進めている現実（１つ
の焼却場を３つに）を目の当たり
にすると、決められない政治のつ
けが結局は市民、町民の税金とし
て重くのしかかる。財源不足や人
口減少が深刻化している田川地区
のゴミ処理場問題はまだまだ議論
や改善の余地が充分に有り、今の
子供達が将来納得できるような結
論を私たちが出していかなければ
いけませんね。今後もエコミュカ
ルの皆さんとご一緒に勉強させて
ください。

解散した１市３町のゴミ議会の場で、もっ
と議論できていたら、解散する事もなく、
共同建設の道が開けていたと思います。一
部で利権がらみの話もありますが、悲しい
事だと思います。
田川市の関係する８地区の方達に共同建設
の利点を説明し、賛成していただく事が急
務だと思います。
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