
統一地方選　田川市議会選挙　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 梅林史氏（現） 陸田孝則氏（現） 小林義憲氏（現） 植木康太氏（現） 原田誠氏（新） 北山隆之氏（現）

環境問題の認識があまりにもおそまつ。

全くやる気がない。

(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。

e) 非常に遅れている 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 b) やや進んでいる

大都市にくらべ分別の種類は
多い方である。

現在分別6品目です。ごみ減量の
推進等にも取り組んでいる。

(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）　　d) ゴミ
処理の広域化　　
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　 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）

a) 4R（リフューズ、リデュー
ス、リユース、リサイクル）の
推進　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
）　　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　
　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）　
　d) ゴミ処理の広域化　　
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　　i) 循環型社会
に関する啓発活動の展開　
j) その他（生ゴミの中には水分約
４０％含まれている。この除去も
必要と考える。）

取り組みが遅れており今からおこな
うべき事は様々ですが、まずは市民
と循環型社会について情報を共有し
、市民に４Ｒの意識付けと取り組み
を進めていく事が必要だと思います
。

循環型社会形成推進基本法を理解
するとともに啓発に努める。

(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　　b) リーダーシップの不在　　j) 
ゴミ処理計画に関する情報発信不足　

f) 建設候補地周辺住民の反対　
i) 候補地選定が選挙に利用され
てきた

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　 k) 利権

l)その他（首長のリーダーシ
ップの欠如、わがままかっ
て＋清掃議会のていたらく
）

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　　

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　　e) 議会の調整能力
不足

行政の継続性が問われていると
思う。首長が変わる度に住民
が翻弄され、議会も認識が変
化している。

国の方針で1基１００ｔ／日以下
の溶解炉は補助対象にならなかっ
た。これが緩和され小規模炉（単
独）も可能となった背景も考えら
れます。



質問事項 梅林史氏（現） 陸田孝則氏（現） 小林義憲氏（現） 植木康太氏（現） 原田誠氏（新） 北山隆之氏（現）

当分間はやむ得ない、将来は一つに。 財政的な問題

首長の再調整を急ぐべき 現実的には（ｂ）が可能である。

地域間の理解と協力。

(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。

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）」

d) その他の選択肢（国、県の
主体になって、筑豊一帯でのゴ
ミ施設が望ましい。
）

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（他の地域へ委託
）

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）」

年々人口が減っていく田川にゴミ処
理場があっても維持管理費等が負担
になるためゴミを集め、他の地域に
委託すべき。

費用対効果から見てベストである
と考えます。

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。

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）」

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）」

今までの経緯と時間的制約、
そして各自治体の基礎的、文化
的な相違。

将来的には筑豊一帯が望まし
いが現実的には課題が多い

田川市郡でゴミ処理場施設は１つに
し、検討中のゴミ処理場施設を循環
型施設に多数造るべきである。田川
全域で役割分担をすべき。

(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。

田川地域の首長が将来を見すえ協力し合
うこと。自治能力はほんとうにあるのか
。

市としては議論を重ね、意見集
約して単独建設を決定した。（
２元代表制として様々な角度か
ら検討した。負となる財源に
ついても同様）
維持、管理も市単独の方がスピ
ード感を持って執行できる等の
考えがある。

課題に向かって、問題解決を協
議して行く事。

現田川市は単独で進んでいます。
不可能ではないと確信しています
。平成３０年４月焼却炉稼動です
が、現施設の延長対策、又は、外
部委託の手法もあり関係市町自治
体選挙改戦後に各首長、議会が知
恵を出し合い問題意識を共有する
ことと考えます。

(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。

エコミュカルの田川２０年構想のとおり
。市民運動に期待します。議会でもがん
ばります。

自治体間の不信が払拭できな
ければ広域行政は厳しいので
はなし
各議員においても考え方に大き
な温度差を感じる。

田川全域が連携し、ゴミ処理問題に
取り組まなければならない。今では
なく未来の子どもたちの為に正しい
道へと進み、「田川に住みたい」と
誰もが安心して暮らせる事が必要で
ある。

田川市の人口は平成２７年１月現
在で５０，０００人を割って４９
，２００人前後です。１市６町１
村でも約１３０，０００人弱です
。田川地域の広域合併を目指す時
期であると考えます。１市６町１
村の財政力は良くない状態です。
この現実によって２０２０年～２
０２５年～２０３０年と将来を見
据えたゴミ処理政策等広域的に可
能であると考えております。



香月隆一氏（現） 今村寿人氏（新） 尾崎行人氏（現） 柿田孝子氏（現） 佐藤俊一氏（現） 日高信子氏（元） 石松　和幸氏（現） 無回答者

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 e) 非常に遅れている e) 非常に遅れている b) やや進んでいる 加藤秀彦氏
高瀬春美氏
竹内徹夫氏
吉岡恭利氏
高瀬富士夫氏
藤沢悟氏
白石天一氏
田守健治氏
村上拓也氏
吉田高志郎氏

市だけが非常に遅れているだけではなく
、国も｢循環型社会形成推進｣を打ち出し
てはいますが、ごみの発生を設計・生産
段階から削減するためには、自治体と住
民に負担を押し付ける現行制度を、ＯＥ
ＣＤも勧告している｢拡大生産者責任｣の
立場で抜本的に見直すことが必要です。

そもそもがゴミであるべきでないもの
をゴミとし、手っ取り早い焼却という
選択が、出発点からの？であり、焼却
という行為は最後の手段であったと思
う。国の方向性に早急に舵を取ること
が急務。

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）　

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　　
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　　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　　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　 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　　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　 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　　　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　　　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

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）　　　i) 循
環型社会に関する啓発活動の展開　

設問では、５年以内にとりくむものとし
て上記の事項の選択を求めていますが、
ｄを選んだ理由については、田川市は、
ゴミ処理施設共同建設の申し入れを川崎
町・福智町・糸田町などへ行ないました
が、３町とも共同建設は難しいと回答を
受けたため、やむなく、単独での建設を
すすめています。今後、条件が整えば再
検討もあり得ると考えます。

設問では、５年以内にとりくむものとして
上記の事項の選択を求めていますが、ｄを
選んだ理由については、田川市は、ゴミ処
理施設共同建設の申し入れを川崎町・福智
町・糸田町などへ行ないましたが、３町と
も共同建設は難しいと回答を受けたため、
やむなく、単独での建設をすすめています
。今後、条件が整えば再検討もあり得ると
考えます。

（ｈ）ゴミというとらえ方を払拭させ
る教育が大切。生きているものの命を
いただいていて、余りもの切れはし等を
お返しする（土や堆肥等）つながり続け
る命という認識の教育（葉っぱ等も本
来、土となるものがゴミになっている等
など）

i) 候補地選定が選挙に利用されてきた

b) リーダーシップの不在　
　　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

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

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　　f) 建設
候補地周辺住民の反対　　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　　

　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　　k) 利権
l)その他（ゴミ処理問題軽視、意識の欠
如） 　f) 建設候補地周辺住民の反対　



香月隆一氏（現） 今村寿人氏（新） 尾崎行人氏（現） 柿田孝子氏（現） 佐藤俊一氏（現） 日高信子氏（元） 石松　和幸氏（現）

主に財政的な理由からです。

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）」

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）」

設問４の①で望ましいモデルの選択を求
められているようですけど、貴団体が示
されているリーフレットのＡ、Ｂ、Ｃの
施設建設費と維持費に関する具体的な資
料を持ち合わせていませんので、今の段
階ではお答えしにくいものです。

設問４の①で望ましいモデルの選択を求め
られているようですけど、貴団体が示され
ているリーフレットのＡ、Ｂ、Ｃの施設建
設費と維持費に関する具体的な資料を持ち
合わせていませんので、今の段階ではお答
えしにくいものです。

中村准教授が取り組んでいる“みやま市”
を参考に大きく切り替えていく方向も視
野に…。
循環型施設の複数の中に、１つは各地
区地区で小学生を巻き込んでの“
生ゴミを土に返す“を推進し、又、生ゴ
ミ等をバイオマス（熱）にして利用

望ましいという設問であれば、Ｃで
す。

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）」

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）」

共同建設となる場合、周辺地域住民の合意
形成が難しいからです。

設問４の②では、現実には、どのモデル
を考えているのかということを求められ
ているようですけど、①でお答えしたよ
うに貴団体が示されているリーフレット
のＡ、Ｂ、Ｃの施設建設費と維持費に関
する具体的な資料を持ち合わせていませ
んので、今の段階ではお答えしにくいも
のです。

設問４の②では、現実には、どのモデルを
考えているのかということを求められてい
るようですけど、①でお答えしたように貴
団体が示されているリーフレットのＡ、Ｂ
、Ｃの施設建設費と維持費に関する具体的
な資料を持ち合わせていませんので、今の
段階ではお答えしにくいものです。

最終的には燃やすものが、わずかになっ
ていく方向（田川市郡に１つの焼却炉
）生ゴミを燃やし続けるコストの増を
周知徹底、田川の遅れを強調されていく
。生ゴミ資源化に又、デポジット制を
推進。

他町の動向は不透明であり、田川市
単独とならざるを得ない。

共同建設予定地の早期選定と周辺地域住民
の合意を得ること。

自治体間の信頼関係と地域住民の理
解と協力が不可欠です。

・田川市では、白鳥工業団地Ｋ区画を建設
予定地として決定し、地元説明会を重ねてき
ました。その中で田川市の区域外からのゴ
ミの受け入れに対して強い反対意見が多数
出され、周辺地域（白鳥町区、南白鳥町区
、伊加利区、鎮西団地区、芳賀谷団地区）
と結んだ｢公害防止協定｣には「施設は緊急
時を除き、原則として田川市の区域から収
集されたゴミを処理する」と明記されてい
ます。
・「公害防止協定」は周辺住民との約束で
あるため、それを反古にして白鳥工業団地
Ｋ区画を共同建設予定地とすることは困難
であると考えます。

ごみ焼却施設の建替え時期を迎えて、ご
みの発生抑制、減量・リサイクル化を踏
まえた適切なごみ処理とその計画に基づ
いた焼却施設建設が必要です。

ごみ焼却施設の建替え時期を迎えて、ごみ
の発生抑制、減量・リサイクル化を踏まえ
た適切なごみ処理とその計画に基づいた焼
却施設建設が必要です。

ゴミ処理政策は、リフューズ、リデ
ュース、リユース、リサイクルを推
進し、ゴミの分別化を細分化してい
く。市民への啓発が大切です。
ゴミ処理施設は、Ｈ３０年４月稼動
、白鳥Ｋ区画付近の皆さんと公害防
止協定を結んでいる。現実から単独
とならざるを得ないと考えます。
次の建設時には今回の問題提起を生
かした取組が必要と考えます。
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