
 

 

 

 

 

  
      

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

全国１７３局以上のコミュニティＦＭと連携し、全国のリアルタイ
ムの情報を得ると共に日光の情報を発信することができるのです。 

 

 

コミュニティＦＭがない県は

鳥取県、佐賀県、大分県と栃木

県だけです。栃木県の文化興し

を日光から始めましょう。 

 

 

熱海市が１個２００
円で市民に配布した
ラジオ。ＡＭ、ＦＭ、

同報無線(防災無線)

が受信できます。市
民から大人気。 

いなば卓夫活動報告     

ニュースレター 
 
 
 
 

 

白黒はっきり！ 

日光市議会議員 

稲葉卓夫後援会事務局  
 
〒321-1404 日光市御幸町 578 

TEL 0288(50)3178  

FAX 0288(50)3181 

携帯 090(2323)0667 

e-mail t-inaba@plum.plala.or.jp 

平成 1８年３月１８日発行 

無所属・無派閥・市民党  市民本位の市政を創ろう！ 

みんなで「夢を語り合える日光」を創ろう！ 防災、情報の共有、文化の振興、

地域おこしに役立つコミュニティラジオ「エフエム日光」を作ろう！ 

 

 

ＦＭながおか専務、脇屋雄介さん
から防災ラジオの説明を受ける。 

稲葉卓夫は今日まで議会で何度もＦＭ日光やインターネットラジオ・テレビの開設を主張してきま

した。それは日光市民のみなさまから「防災無線が聞こえない」という声を多く聞いたからです。

まさかの備えは常日頃が大切です。一昨年１０月に起きた新潟県中越地震では防災無線が役に立た

なかったとの報告もあります。新日光市の一体感の醸成、地域の文化興し、特に防災無線のない今

市に防災無線を完備するには莫大な費用が掛かります。広域の防災の観点からもコミュニティ FM

の開設を推進していきたいと思います。おじいちゃんやおばあちゃんは人生の経験を、そして高校

生、中学生はマイクの前で自分たちの町のことや友情を語ることができれば、おのずと街に活気が

出てきます。コミュニティ FM があればと残念に思ったことが何回もありました。毎年行われる市

民文化祭。お年寄りが家に居ながら孫や友達の発表を聞くことができるのです。また、孤立しがち

な若いお母さんには子育て情報を、観光客には観光情報をリアルタイムで伝えることができます。

そして一番大切なことはみなさまを含めて市民自らが発信することができるのです。いま全国では

コミュニティ FM が増えつつあります。先頃訪問した宮城県亘理
わ た り

町で開催された「エフエム亘理」

設立準備会では新潟県の十日町市が新潟で１０番目の開局をめざし準備中との報告がありました。 

 

おじいちゃんもおばあちゃんも､中学生も高校生もマイクの前でわが街日光を語ろう！ 

 

宮城県ＦＭ亘理フォーラムに参加。
平成１７年１０月９日 

北海道 函館市 FM いるか  

 旭川市 FM りべーる 

 釧路市 FM くしろ  

 帯広市 FM ウイング  

 帯広市 FM-JAGA  

 岩見沢市 エフエムはまなす  

 稚内市 エフエムわっぴー 

 札幌市 ラジオカロスサッポロ 

 小樽市 FM おたる  

 札幌市 FM アップル  

 札幌市 三角山放送局  

 根室市 ＦＭねむろ  

 札幌市 ラヂオノスタルジア  

 北広島市 FM メイプル  

 滝川市 FM G'Sky 

 札幌市 さっぽろ村ラジオ  

 札幌市 ドラマシティFM新さっぽろ 

 留萌市 エフエムもえる  

 富良野市

市市 

ラジオふらの  

山形県 山形市 ラジオ モンスター 

 酒田市 ハーバーRADIO  

宮城県 仙台市 仙台ラジオ３  

 塩釜市 BAY WAVE  

 石巻市 ラジオ石巻  

 岩沼市 ほほえみ  

 仙台市 FM じょんぱ  

 仙台市 FM いずみ  

 

 

福島県 福島市 エフエムポコ  

 いわき市 SEA WAVE FM いわき  

 会津若松市 FM 愛's  

 喜多方市 エフエムきたかた  

青森県 むつ市 FM AZUR  

 田舎館村 エフエムジャイゴウェーブ  

 八戸市 Be FM 

 弘前市 FMアップルウェーブ  

岩手県 盛岡市 ラヂオもりおか 

秋田県 秋田市 秋田コミュニティー放送  

 湯沢市 FMゆーとぴあ  

 雄和町 エフエム椿台  

東 京

杜 

武蔵野市 むさしのエフエム  

 多摩市 エフエム多摩G-WIND 

 渋谷区 シブヤエフエム 

 葛飾区 かつエフ 

      江 戸 川

区 

FM えどがわ 

 田無市 エフエム西東京 

 調布市 ハミングハートちょうふ 

 中央区 RADIO ＣITY 

 世 田 谷

区 

エフエムせたがや 

 江東区 大江戸放送局 

神奈川 逗子市 湘南ビーチFM 

 平塚市 FM 湘南ナパサ 

 

 

横須賀市 FM・ブルー湘南 

 鎌倉市 鎌倉FM 

 藤沢市 レディオ湘南 

 川崎市 かわさき FM 

 相 模 原

市 

FM さがみ 

 大和市 FM やまと 

 伊 勢 原

市 

i FM 

 横浜市 FM Salus 

千葉県 木 更 津

市 

FM べる 

 浦安市 FM うらら 

 

千葉県 市川市 いちかわエフエム 

埼玉県 入間市 FM チャッピー 

 鴻巣市 フラワーラジオ 

茨城県 水戸市 FM ぱるるん 

 鹿島市 FM かしま市民放

送 山梨県 

 

甲府市 エフエム甲府 

群馬県 高崎市 ラジオ高崎 

 沼田市 FM OZE 

 太田市 エフエム TARO 

新潟県 新津市 RADIO CHAT 

 柏崎市 FM ピッカラ 

 新潟市 エフエムけんと 

 新発田市 RADIO AGATT 

 六日町 FM ゆきぐに 

 長岡市 FM ながおか 

 燕市・三条市 ラヂオは～と 

 
 上越市 FM-J 

 巻町 ぽかぽかラジオ 

長野県 長野市 FM ぜんこうじ 

 佐久市 エフエム佐久平 

 軽井沢町 FM 軽井沢 

 飯田市 いいだエフエム 

石川県 野々市町 ＦＭエヌ・ワン 

 金沢市 ラジオかなざわ 

 小松市 ラジオこまつ 

 七尾市 ラジオななお 

富山県 高岡市 ラジオたかおか 

 富山市 City-FM 

 黒部市 ラジオ ミュー 

 砺波市 エフエムとなみ 

 福井市 福井街角放送 

岐阜県 高山市 Hits FM 

 多治見市 FM PIPI 

 岐阜市 FM わっち 

 

 

岐阜県 可児市 FM でんでん 

静岡県 浜松市 FM Haro 

 清水市 マリンパル 

 三島市 ボイス・キュー 

 静岡市 FM-Hi！ 

 伊東市 FMなぎさステーション 

 沼津市 COAST-FM 

 熱海市 Ciao! （チャオ） 

 富士市 Radio-f 

愛知県 豊橋市 FM やしの実 

 岡崎市 おいしいラジオ 

 名古屋市 City FM 76.1 

 名古屋市 FM ダンボ 

 豊田市 RADIO LOVEAT 

 刈谷市 Ｐｉｔｃｈ FM 

三重県 四日市市 ポートウェイブ 

以下省略   

近畿地区 大阪府他 ２３局 

中国地区 広島県他 １３局 

四国地区 香川県他  ６局 

九州地区 熊本県他 １４局 

沖縄県   ６局 

総 計 １７３局  

 



 

 
 
 

現在、新日光市では約９３億円の予算で焼却場の建設計画が進んでいます。従来の考え方に基づいて「何でも燃やす」と
いう視点で計画が進められています。しかし、世界の潮流は焼却に頼らずに３Ｒ、つまり、リデュース・リユース・リサイ
クルが原則です。高い重油を海外から買って、約８０％は水である生ゴミをいつまで燃やし続けることができるでしょうか。 
今こそ計画を見直してリサイクルセンターに生ゴミ堆肥化工場を併設し、燃やさずに堆肥化や飼料化を検討すべきであります。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                 

 

生ゴミの約８０％は水分。外国から買った高い重油でゴミを燃やす時代
ではありません。地球温暖化対策を日光市からはじめよう。 

    
 

 

日本の海、魚、食文化を守るためにも焼却からの脱却を考えましょう。日本の常識は世界の
非常識です。日本の焼却場の数１２６０ヶ所は世界の３分の２に当たります。焼却に伴うダイオ
キシン類、各種重金属による大気・土壌汚染も大変な問題です。 

池田さんは焼却場を建設すると「ゴミがなくては困る状況を作っ
てしまい、ゴミは減らない」と力説していました。 
〔主な内容〕①燃やすものがなくては困る状況がある限りゴミは減らない。②生ゴミの台北市

での取り組み。調理したものとしないものを分ける。メタンガスの利用。③日本の焼却炉の数、

１２６０ヶ所は世界の３分の２に当たる。ドイツは約 60 ヶ所。アメリカ約 20ヶ所。カナダ、

ノバスコシア州の取り組み。人口約１００万人の町で焼却炉はひとつもない。堆肥化工場は公

設民営。堆肥や開発のときの客土・表土として使用。ニュージーランドには焼却炉はひとつも

なく、約５０％の市町村が「ゼロ・ウェイスト宣言」し、ゴミを半減した。④重金属、多環芳

香族炭化水素の問題。⑤人口減とゴミのリサイクル・リユースが進むとゴミは少なくなる傾向

になり、必然的に産廃を燃やすようになる。税金を使って産廃を処理することになる。⑥スラ

グ（焼却灰）を路盤材として使用したときの危険性。酸性雨で重金属が溶け出す。諸外国は酸

性の水で検査する。日本は真水。⑦常時行う先進国の検査と違う日本の検査方法（年一回４日

間）の問題点。第三者機関の連続監視が必要等。３時間お話を伺ってきました。講演会開催予定！ 

 

いまこそ、日光市は「環境首都」宣言をすべきです。 

平成１７年６月３日、株式会社 環境総合研究所 池田こみちさんと面談し、環境問題、ゴミ問題についてご意見を伺ってきました。 

 

〔池田こみち氏略歴〕 

聖心女子大学卒業後、東大理

学部、東大医科学研究所、ロ

ーマクラブ日本事務局など

を経て１９８６年、環境専門

シンクタンク、株式会社環境

総合研究所を同僚の青山貞

一氏と一緒に設立、常務取締

役副所長。関東学院大学経済

学部非常勤講師、福島大学行

政社会学部非常勤講師、長野

県総合計画審議会会長など

の要職にある。市民参加によ

る全国松葉ダイオキシン調

査実行委員会事務局長。 

東京品川の環境総合研究所にて 

茂木町有機リサイクルセンター「美土里館」を訪問 

「美土里館」の取り組み 

平成 16年 12月 15 日、委員会の視察で勉強させていただ

きました。茂木町内の約１８００軒の家庭から出る生ゴミ

を回収し、堆肥化しています。生ゴミがゴミの半分を占め、

そのうち８割が水分です。即ち水分を飛ばすだけでゴミの

４割が削減できるだけでなく、重量・カサは半分以下にな

り、焼却コストは助燃材なしで焼却場を増設する必要もな

くなります。問題は家庭から出る生ゴミの水分をいかに少

なくするかです。臭わず、最高の堆肥でした。（稲葉） 

 

 

←矢野補佐から堆肥化

の過程の説明を受ける 

ゴミは水切り器で→ 

水を切ってから出す 

徳島県上勝町

かみかつちょう

ゼロ・ウェイスト宣言 

未来の子どもたちにきれいな空気

やおいしい水、豊かな大地を継承す

るため、2020 年までに上勝町のごみ

をゼロにすることを決意し、上勝町

ごみゼロ（ゼロ・ウェイスト）を宣言

します。 

１.地球を汚さない人づくりに努めます 

２ .ごみの再利用・再資源化を進め、

2020年までに焼却・埋め立て処分を

なくす最善の努力をします。  

３.地球環境をよくするため世界中に多

くの仲間をつくります！  

平成１５年９月１９日 

※宣言をしてからゴミは着実に減っ
てきています。 

広域クリーンセンター大田原を視察 

平成１７年４月２０日、日光広域事務組合議会で広域クリーン

センター大田原とクリーンパーク茂原を視察しました。広域クリ

ーンセンター大田原の概要は平成 15 年３月に焼却場施設及びリ

サイクルプラザが完成し平成１５年４月から本格稼動。焼却炉

６０トン２炉２４時間稼動。灰溶融方式。建設費はゴミ焼却施設

７１億４,０００万円、リサイクルプラザ１４億７,７５６万円で

総額８６億１,７５６万円。問題なのは年間予算。１６年度は利払

い９６００万円と管理費６億７３００万円で合計７億６９００

万円。１７年度は元利払いが２億３１００万円、管理費７億

５９００万円で合計９億９０００万円。平成１８年度は元利払い

が５億２５００万円、管理費は３月末までなのでまだ確定してい

ませんが、昨年と同様とすると合計で１２億８４００万円もの

経費がかかります。管理費は古くなればなるほどかさみます。

寿命は約２０年で廃炉のときに約７億円もの経費がかかります。

大田原の場合メーカーから常時４７名の社員が派遣されていま

す。池田こみちさんが指摘するように焼却場を作ると燃やすゴミ

が必要になりゴミは減らないことがよく分かります。 

 

 

大田原の例 48 名自治体が企業の下請けをやっているようなも

の  

〔御礼〕日光市議会議員としての最後のニュースレターになってしまいましたが、今日までお読みいただいた方々には心から御礼申し上げ 

ます。どのような立場になりましても引き続き発行して参りたいと思います。ありがとうございました。  日光市議会議員 稲葉卓夫 

 

 

広域クリーンセンター大田原 

 

クリーンパーク茂原。中央制御室で

も多くの派遣社員が働いています 

先般、厚生労働省は妊婦への魚介類（マグロ、キンメダイ、メカジキなど）の摂取と水銀（メチル水銀）に
関する注意事項の見直しを行いました。日本近海の魚の重金属汚染の問題も深刻な状況になっています。 


