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質問事項 伊藤信勝氏　（現） 笹山良孝氏　（新） 二場公人氏　（新） 金子和智氏　（新）

(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 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

ゴミの分別が６分別であり、ゴミの減量化
を推進するには分別をさらに増やす必要が
あり、資源化を図るべきである。

「循環型社会推進基本法」の趣旨を踏まえ、ゴ
ミは処理（焼却など）するものという考え方か
ら「ゴミ＝資源」という考え方に改める必要が
あります。
資源としてリサイクルやエネルギーや熱回収な
どもっともっと積極的かつ先進的な取り組みが
田川には必要だと考えています。

(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。

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　　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　　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（　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　）

田川市では、今年から2校の小学校で生ゴミを土
にまぜ、２ヶ月熟成させることによって、土の中
の土壌菌を活性化させ、野菜を植え、収穫する取
り組みを行っている。（昨年までは1校）こども
達に生ゴミも捨てないで活用出来ることを教えて
いきながら、循環型社会への意識づけやゴミの資
源化等を植えつけていくことを、田川市郡で取り
組んでいくべきだと思います。

設問にある取組みは大事な取組みばかりですが
、やはり市民意識を変えていかなければ、どれ
もなかなか上手くいかないと考えています。
その鍵は行政側からの積極的かつ効果的な情報
発信、そして市民と情報・認識を共有すること
が重要です。

(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　　f) 建設
候補地周辺住民の反対

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　　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　　d) 議員の知識と理解
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　　h)ゴミ処理計
画の青写真の欠如　　k) 利権

広域での取り組みはそれぞれの自治体、住民の
思いが複雑に絡み合うため、大変難しいもので
す。しかしその調整をしっかり、かつスピード
感をもって実施するのが首長の重要な役割です
。その際には様々なデータや情報などを住民と
共有し方向性を定めていくことも大切です。



質問事項 伊藤信勝氏　（現） 笹山良孝氏　（新） 二場公人氏　（新） 金子和智氏　（新）

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）」

b) 「１つの焼却場（共同建設
または受委託）」 d) その他の選択肢（他地域へのゴミ処理委託）

d) その他の選択肢（田川地域より更に広域で
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））

ゴミの資源化、再利用等を図り、最終的に
焼却ゴミを減量化することが望ましい。

各自治体の建設費、運用費負
担を抑え、財政力の悪化を防
ぐため。

今現在、国の方針も広域でのゴミ処理であり、他
県ではブロック単位でのゴミ処理が進められてい
る。福岡県内でも、この様な取り組みを進めてい
る地域もあり、田川地域も1市７町村のゴミを集
め他の地域の処理場に委託をすることがベストだ
と思う。作らなくても良い施設は、今後極力廃除
してゆき、維持管理費等を抑えてゆかなくてはな
らない

今後、田川地域を含む筑豊地域は大きく人口が
減少していくことは間違いありません。そうな
ると田川地域のみで廃棄物処理を考えるのは難
しいと考えています。
さらに大きな筑豊地域、または近隣の北九州地
区を含めた範囲での廃棄物処理を考える必要が
あると思っています。
生ごみを分別し循環型施設で処理すれば、残り
は紙やプラスチックが主体の軽量かつ燃えやす
いゴミのみとなり、重量も４割減るので、広域
でのゴミの運搬も容易になります。県の積極的
な関与も必要となるかも知れませんが、私は「
田川地域より更に広域で１つの償却場と複数の
循環型施設（共同建設または受委託）」が望ま
しいモデルだと考えています。

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。

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）」

d) その他の選択肢（田川地域より更に広域で
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））

老朽化した現施設の対応を考えた時に早急
の判断、実行が必要である。これ以上先送
りすることには、危険がある。

「将来田川は１つ」ということを目指すなら、ま
ずこのゴミ処理施設から１つになるべき。
今出来ることを、２０年、３０年先延ばしする必
要はない。当然経費の削減にもなる。循環型施設
を作ることは、循環型社会の構築を重点プロジェ
クトに掲げている田川市にとっては当然のことで
す。

① の回答を実現するためには、県や筑豊地区
、北九州地区の自治体との協議が必要です。協
議に時間を要することも十分考えられるため、
その間、他地区にある焼却場への処理委託等、
過渡的な対応が必要となる可能性もあります。
私は「田川地域より更に広域で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）」
は実現可能だと確信しています。

(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。

私は、1市３町での建設がベストであると考
えている。しかし、それぞれの自治体の判断
が単独建設で取り組んでいる中、さらに地域
計画や環境アセスメント調査が進んでいる。
住民の意見、議会の意見を聞き、再協議が
必要である。

首長の強いリーダーシップのも
と、お互いの人間関係を構築
し、執行部と議会とのコミュ
ニケーションを強化するべき
。

・ しっかりとした将来予測に基づいた廃棄物
処理戦略の構築
・ 関連自治体、住民の情報と認識の共有
・ 県の積極的な関与

(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。

議会制民主主義であり、民意を反映すべきで
ある。さらに、住民一人ひとりがゴミ問題
に関心を高め、その理解と協力がなければ
解決できない重要な事業である。「ゴミの
中に政治がある」

政策や施設に関して、地元住民
に対して、情報公開制度を強化
し、透明化するべき。

国の地方創生政策にも、地域間連携が掲げられて
おり、今後田川地域が再生してゆくためには、連
携できるところから始めてゆかなくてはならない
と思う。そこで今回にゴミ処理施設建設は元来1
市５町（田川市、川崎町、糸田町、金田町、方城
町、赤池町）で共同建設する予定だったものが、
壊れてしまったのにであり、私はまだ共同での取
り組みは可能であると思っている。それに向かっ
て各自治体が努力をしてゆかなくてはならない。
特に１３万5千人の田川市郡の中心都市である田
川市、リーダーシップをとり進めて行かなくては
ならないと思っている。ゴミ処理施設については
、地域環境に優しい循環型施設の併設が望ましい
が、１ヶ所で大量に処理出来ないということなの
で、複数の施設も必要だと思う。しかし、最も望
ましいのは、他地域（田川市郡外）への委託だと
思う。

現在の田川地区のゴミ処理政策に関しては環境
面、エネルギー面の視点が大きく欠如している
ように感じます。
コスト面のみが大きく取り上げられていますが
、地球温暖化の影響が声高に叫ばれている現在
、次世代のためにも、出来るだけ焼却処理を行
なわず、二酸化炭素の発生を抑制すること、ま
た｢ゴミ｣を資源として捉え、熱や電力などのエ
ネルギーをしっかり回収し、有効活用していく
などの環境面への配慮もコスト面同様、未来の
田川のために大変重要なことです。
環境に優しい廃棄物処理を行なうことは化石エ
ネルギーである石炭を採掘し、発展したまち｢
田川｣の責務です。
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