
福岡県議団対政府交渉① 

要請先：環境省 

 

ＲＤＦ（ごみ固形燃料）発電に関する要望書 

環境大臣 丸川 珠代 殿 

 

貴職のご尽力に心より敬意を表します。 

私ども日本共産党福岡県委員会及び県議会議員団は、このたび下記の要望をまとめ、

その実現を申し入れることにしました。 

ご多忙のおり、まことに恐縮ですが、ご検討の上、ご回答いただけますようお願いします。 

 

2015 年 11 月 12 日 

日本共産党福岡県委員会 委員長  岡野 隆 

同 福岡県議団 団長  高瀬 菜穂子 

 

 

国主導で、2006年度までに 88市町村が 50のＲＤＦ化施設を設置し、建設費約 1988億円

のうち、国庫補助金約 584 億円が支出されたと聞いています。また、福岡県のＲＤＦ発電に

ついては、ＲＤＦの含水率が高く、温度管理で失敗し、乾燥設備が爆発事故を起こすなど幾

多の過酷トラブルを経験してきました。ＲＤＦは発熱カロリーが低く、燃焼温度をコントロール

するために重油が必要とすること、ＲＤＦの含水比率を下げるために石灰を投入すれば、灰

に大量の石灰が残され、産業廃棄物の処理費として多額の費用を要することなど、多くの

問題を抱えています。ＲＤＦ生成には一般的なごみ焼却と比較しても多大な費用がかかるた

め、自治体財政の負担にもなっています。 

つきましては、以下の点を強く要望します。 

 

〔要望項目〕 

 

(1) ＲＤＦ発電事業は国が推進されたと理解していますが、ＲＤＦ方式によるゴミ処理をおこ

なっている全国の自治体数など、全国の現況について教えてください。 

(2) ＲＤＦ発電事業は、そもそもゴミの減量やリサイクルに逆行するのではないか、実績を

踏まえた見解をお聞かせください。国は現在も、この事業を推進されているのか否か、

ご回答ください。現在も推進している場合は、撤退するよう政策転換を図ってください。 

(3) ＲＤＦ方式をやめ、一般のゴミ処理方式に変更する市町村が増加しています。その場

合、国として特別の財政支援等の支援策を考えてください。 

 

＜連絡先＞ 〒８１２－００４５ 福岡市博多区東公園７－７ 議会棟 日本共産党 

☎０９２－６４３－３８０９ ＦＡＸ０９２－６４１－５１６０ Ｍａｉｌ； fukuokakengidan@yahoo.co.jp 
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福岡県議団対政府交渉② 

要請先：防衛省 

オスプレイ佐賀空港配備等に関する要望書 

防衛大臣 中谷 元 殿 

貴職のご尽力に心より敬意を表します。 

私ども日本共産党福岡県委員会及び県議会議員団は、このたび下記の要望をまとめ、

その実現を申し入れることにしました。 

ご多忙のおり、まことに恐縮ですが、ご検討の上、ご回答いただけますようお願いします。 

 

2015 年 11 月 12 日 

日本共産党福岡県委員会 委員長  岡野 隆 

同 福岡県議団 団長  高瀬 菜穂子 

 

中谷元防衛相は１０月２９日、佐賀県庁で山口祥義（よしのり）知事と会談し、佐賀空港へ

の米海兵隊の垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイの訓練移転案を当面見送るとともに、

陸上自衛隊が導入するオスプレイ１７機の配備と目達原（めたばる）駐屯地（同県吉野ケ里

町）のヘリ約５０機を移駐する方針を改めて伝えたと報じられています。 

つきましては、以下の点を強く要望します。 

〔要望項目〕 

[１] １０月２９日の山口知事との会談で、中谷大臣は、米海兵隊の訓練移転見送りの意

向を伝えたうえで、「必要に応じて改めてお願いすることはあり得る」とも述べた（「毎

日」）と報道されました。将来的な訓練移転の余地を残した発言と考えますが、防衛省

の公式見解をお知らせください。 

[２] 陸自オスプレイの佐賀空港配備の理由として、離島奪還の任務を担う「水陸機動団」

隊員の輸送手段と報道されていますが、「水陸機動団」の任務と想定される役割を教

えてください。 

[３] 防衛省はヘリによる騒音調査を実施していますが、その調査結果を示してください。

陸自オスプレイ配備には、佐賀市に隣接する柳川市民から、強い反対が出ていますが、

福岡県や柳川市及び周辺自治体にどう説明責任を果たす計画なのか示してください。 

[４] オスプレイの事故危険性はヘリの比ではありません。陸自オスプレイの配備中止、

米海兵隊オスプレイの将来にわたる配備中止を決断してください。 

[５] 航空自衛隊芦屋基地周辺の騒音対策にかかわって、NHK の受信料助成の対象を

若松区高須・青葉台地域まで広げてください。 

[６] 航空自衛隊築城基地「協賛会」への市町村協賛金支出にかかわって、全国の市町

村予算から「協賛金」を支出している自治体は、築城基地以外に存在するのか教えてく

ださい。 

＜連絡先＞ 〒８１２－００４５ 福岡市博多区東公園７－７ 議会棟 日本共産党 

☎０９２－６４３－３８０９ ＦＡＸ０９２－６４１－５１６０ Ｍａｉｌ； fukuokakengidan@yahoo.co.jp 
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福岡県議団対政府交渉③ 

要請先：経済産業省・農林水産省 

無秩序なメガソーラー開発の規制に関する要望書 

経済産業大臣 林 幹雄 殿 

農林水産大臣 森山 裕 殿 
 

貴職のご尽力に心より敬意を表します。 

私ども日本共産党福岡県委員会及び県議会議員団は、このたび下記の要望をまとめ、

その実現を申し入れることにしました。 

ご多忙のおり、まことに恐縮ですが、ご検討の上、ご回答いただけますようお願いします。 

 

2015 年 11 月 12 日 

日本共産党福岡県委員会 委員長  岡野 隆 

同 福岡県議団 団長  高瀬 菜穂子 

 

９月に日本列島を襲った集中豪雨で鬼怒川が氾濫、大規模災害となりましたが、その原

因はソーラーパネル設置のため土手を大規模掘削したことによると報道されています。７月

には、群馬県で突風により１枚 25 キロもある太陽光パネルが 2,000 枚も飛びました。 

福岡県は、全国一太陽光パネル設置が進んでおり、これに伴い、安全確保、防災、環境

保全の観点から不安の声が出されています。予測できない集中豪雨などが頻発し、実際、

県内でも、田川市や柳川市でパネルが吹き飛ぶなどの被害が出ており、これに対する対策

は喫緊の課題であると考えます。つきましては、以下の点を強く要望します。 

 

〔要望項目〕 

 

〈１〉田川市、柳川市など福岡県内 3 自治体で、台風等により太陽光パネルが飛散する事故

が既に発生しています。人や家屋に危害を与える危険性に対し、どのような防止策を考

えているのでしょうか。 

〈２〉土砂災害警戒区域や特別警戒区域へのメガソーラー立地については、国として立地規

制をおこなう必要があります。見解をお聞かせください。 

〈３〉1 ㌶以下のソーラー発電については、国も県も規制基準を持たず野放し状態にあります。

林地開発の環境保全基準は 25%の緑地保全のみで、著しい環境破壊が飯塚市などで進

行しています。市長も市民も規制を求めているが、森林法の改正が必要です。見解をお

聞かせください。 

 

 

＜連絡先＞ 〒８１２－００４５ 福岡市博多区東公園７－７ 議会棟 日本共産党 

☎０９２－６４３－３８０９ ＦＡＸ０９２－６４１－５１６０ Ｍａｉｌ； fukuokakengidan@yahoo.co.jp 
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福岡県議団・政府レク① 

懇談先：厚生労働省 

 

地域医療構想と医療費適正化について（レク） 

 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 殿 
 

貴職のご尽力に心より敬意を表します。 

私ども日本共産党福岡県委員会及び県議会議員団は、このたび下記の要望をまとめ、

その実現を申し入れることにしました。 

ご多忙のおり、まことに恐縮ですが、ご検討の上、ご回答いただけますようお願いします。 

 

2015 年 11 月 12 日 

日本共産党福岡県委員会 委員長  岡野 隆 

同 福岡県議団 団長  高瀬 菜穂子 

 

〔レク項目〕 

 

地域医療構想と医療費適正化計画について 

 

① 第一期の医療費適正化計画で示された療養病床の削減計画の検証について、医療

費削減効果を含めて説明願いたい。 

 

② 2025年に照準を合わせて病院病床の再編計画（地域医療構想）を都道府県に示し

ているが、国のガイドラインについて伺いたい。これまで国が示している基準病

床数とどこが違うのか伺いたい。あわせて策定されている都道府県名について伺

いたい。 

 

③ 策定された地域医療構想を具体的に実施していく方策について伺いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 〒８１２－００４５ 福岡市博多区東公園７－７ 議会棟 日本共産党 

☎０９２－６４３－３８０９ ＦＡＸ０９２－６４１－５１６０ Ｍａｉｌ； fukuokakengidan@yahoo.co.jp 
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福岡県議団・政府レク② 

懇談先：文部科学省 

 

教員不足・非正規雇用、小中一貫教育等について（レク） 

 

文部科学大臣 馳 浩 殿 
 

貴職のご尽力に心より敬意を表します。 

私ども日本共産党福岡県委員会及び県議会議員団は、このたび下記の要望をまとめ、

その実現を申し入れることにしました。 

ご多忙のおり、まことに恐縮ですが、ご検討の上、ご回答いただけますようお願いします。 

 

2015 年 11 月 12 日 

日本共産党福岡県委員会 委員長  岡野 隆 

同 福岡県議団 団長  高瀬 菜穂子 

 

〔レク項目〕 

① ゆきとどいた教育のための少人数学級は国民的な要求となり、衆参の文教委員会に

おいても決議があがっている。35人学級の法制化による正規教員の配置について、

文科省の考え方と課題を説明願いたい。 

 

② 福岡県の非正規率は全国 2位、各地で講師不足が起こり、臨時免許も多数授与して

いるが、定数を満たしていない。教員不足・非正規雇用の実態について、どう認識

し、対応しようとしているのか。 

 

③ 福岡県では病休代替の講師は持ち時間数すべてをカバーせず、他の教員の負担増と

なってやり、このことがさらなる病休につながる悪循環である。病休代替講師の任

用について、国の考え方と全国の実態を教えていただきたい。 

 

④ 小中一貫校が大規模な統廃合を伴い進められている。地域崩壊につながるとの声

もあるなか、「適正規模・適正配置等に関する手引き」にあるような小規模校を存

続できる教育の充実が必要と考えるが、見解を伺いたい。 

 

⑤ 高等教育段階で返済不要の給付型奨学金制度を創設すること。 

 

 

＜連絡先＞ 〒８１２－００４５ 福岡市博多区東公園７－７ 議会棟 日本共産党 

☎０９２－６４３－３８０９ ＦＡＸ０９２－６４１－５１６０ Ｍａｉｌ； fukuokakengidan@yahoo.co.jp 
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福岡県議団・政府レク③ 

懇談先：国土交通省 

 

筑後川水系ダム群連携事業について（レク） 

 

国土交通大臣 石井 啓一 殿 
 

貴職のご尽力に心より敬意を表します。 

私ども日本共産党福岡県委員会及び県議会議員団は、このたび下記の要望をまとめ、

その実現を申し入れることにしました。 

ご多忙のおり、まことに恐縮ですが、ご検討の上、ご回答いただけますようお願いします。 

 

2015 年 11 月 12 日 

日本共産党福岡県委員会 委員長  岡野 隆 

同 福岡県議団 団長  高瀬 菜穂子 

 

〔レク項目〕 

 

筑後川水系ダム群連携事業について 

 

① 同事業の全体像と進捗状況について説明願いたい。 
 

② 水資源機構・小石原川ダムとの連携・関連について説明を。 
 
③ 建設コストの受益者負担は、どんなルール・仕組みに基づいて計算されるのか。 
 
④ 県営五ヶ山ダムが完成すれば福岡都市圏の渇水対応の安定性が増すと県は説明して

いる。ダム群連携による広域利水の必要性は、筑後地域を対象としたものか。その場合、

筑後地域の将来需要をどう見積もっているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜連絡先＞ 〒８１２－００４５ 福岡市博多区東公園７－７ 議会棟 日本共産党 

☎０９２－６４３－３８０９ ＦＡＸ０９２－６４１－５１６０ Ｍａｉｌ； fukuokakengidan@yahoo.co.jp 

 


