
1 

 

宗像市スポーツ推進計画（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその回答 

 

●実施期間：平成２６年７月１７日～平成２６年８月１５日 

●意見提出状況：６９人の市民から８１件 

●意見分類（件） 

計画全般 ８件 

施設整備 ７０件 

  野球場（６０件） 

  総合スポーツセンター（ ８件） 

  総合運動公園（ １件） 

  テニスコート（ １件） 

  

  

  

  

行政手続き ３件 

合計 ８１件 

 

該当箇所 意見 対応 回答 

◆計画全般 

6ページ 

（子どものスポ

ーツ・体力の現

状） 

◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 子供の体力が低下している原因

として、スポーツをしているかとい

うより、公園等で遊びにくくなって

いる現状があると考えます。日の里

に関して言えば、ボール遊びができ

る公園が非常に尐ない。坂道が多い

にも関わらず、遊具にスペースを取

られ、また、フェンスのある公園が

尐なく、ボールが道路へ出たり、民

家へ入ってしまうことが多いため、

親としても遊ばせづらい。それに加

え、5 時にサイレンがなり帰宅する

決まりがあり、遊ぶ場所も時間もな

く、これでは体力が低下して当然で

す。子供のときの基礎体力は一生影

響すると聞きます。そちらの管轄の

方とも話し合っていただき、日常の

遊びを通しての体力づくりも目指

していただきたい。 

 2 球場では現状として、公式戦の

会場が足りていない。近隣の市との

相互利用とあるが、とても貸し出せ

る状況にない。また、天気に左右さ

れる競技なので雤天で延期になっ

一部修正

（野球場の

整備） 

 

その他は原

案どおり 

  子どもの体力低下は大きな課

題と捉えており、子どものスポ

ーツ機会の充実に向け、関係機

関・団体と連携した取り組みを

計画に盛り込んでいます。 

  

野球場の整備については、玄

海小学校移転に伴う代替施設の

確保未済などの状況を踏まえ、

「8 中核拠点となる施設の再

構築と整備 （2）野球場の整備

（P22）」については、【市の野球

場は、宗像中央公園と明天寺公

園の軟式野球場の 2 球場とし、

観客席、ベンチ、審判本部席等

を設けるなど、一定の再整備を

行います。また、既存運動広場

の一層の有効活用を図るととも

に、近隣市町の野球場の相互利

用を進め、野球競技の場の確保

を図ります。】に修正します。 
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た場合、会場の確保が非常に困難で

ある。特に明天寺は水はけが悪く、

競技に影響がある。観客席の整備と

あるが、それに対応できるだけの駐

車場がない。現状では競技者が車を

停めると埋まってしまっている。 

 そのため、駐車場の確保も視野に

入れて、もう一球場だけでも建設し

てほしい。また、利用率を高めるた

めに、いかに利用者の尐ない平日に

活用するかアイデア等を募集し、有

効活用していただきたい。 

◆計画全般 

14ページ 

（スポーツ観光

による地域経済

活性化） 

◆施設整備 

22ページ 

（総合スポーツ

センターの整

備、野球場の整

備） 

スポーツ観光来場者数 10 万  宿

泊者数 5万増 実現可能な目標数値

か疑問 

 宗像市はこれからも高齢化が進

み税収も減っていく中で「総合スポ

ーツセンター」計画については次世

代につけを残すのではないかと心

配です。これから始まる整備審議会

で下記のことを検討していただく

よう要望します。 

① センター計画の試算が 50年後と

して出されていますが、10年後・20

年後の試算で検討してください。 

② 野球場の整備とあるようですが

明らかにして下さい。 

③ 現在 3 ヶ所の施設が 1 ヶ所にな

ること、場所についても利用者にア

ンケートをとって下さい。 

④ 市の財政の状況を知った上で判

断できるよう審議会を進めて下さ

い。 

一部修正

（野球場の

整備） 

 

その他は原

案どおり 

①センター計画については、

施設の耐用年数が 47年とされて

いることから、50 年間分の費用

をライフサイクルコストとし

て、試算することとしています。 

 

②野球場の整備については、

玄海小学校移転に伴う代替施設

の確保未済などの状況を踏ま

え、「8 中核拠点となる施設の

再構築と整備 （2）野球場の整

備（P22）」については、【市の野

球場は、宗像中央公園と明天寺

公園の軟式野球場の 2球場とし、

観客席、ベンチ、審判本部席等

を設けるなど、一定の再整備を

行います。また、既存運動広場

の一層の有効活用を図るととも

に、近隣市町の野球場の相互利

用を進め、野球競技の場の確保

を図ります。】に修正します。 

 

③利用者の意向については、

競技団体を含め既存施設の利用

者へ説明会を行っていきます。 

 

④総合スポーツセンター整備

審議会で策定する基本構想、計
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画案の審議においては、市の財

政状況を踏まえたうえでの審議

を行っていきます。 

◆行政手続き 

◆計画全般 

◆施設整備 

22ページ 

（総合スポーツ

センターの整

備） 

 今回の宗像市のスポーツ推進計

画（案）は撤回すべきものと考えま

す。 

理由は下記の 3点です。 

 理由の 1 点、スポーツ推進計画

（案）を審議された審議会の委員は

公募された委員がいない。宗像市の

「付属機関等における審議に広く

市民の意見を反映させるため、委員

の一部については公募するよう勤

めるものとする」となっています。

宗像市は自ら作ったこの要綱のル

ールを無視し、今回のスポーツ推進

計画（案）を審議会に諮問していま

すが、審議会そのものが恣意的であ

ると疑われて仕方のないことであ

ります。市は自ら作ったルールを守

ることが具体化することがまちづ

くりを実施する上で最も求められ

る立場であります。今回の計画案は

50 億円以上の税金が使われる公共

工事であります。厳格な審議が最も

重要なことであるにも関わらずこ

のような審議会の設置のあり方は

根本的な間違いであり、審議会を再

編し再度協議しなおす必要があり

ます。 

 理由の 2点、今回のスポーツ推進

計画（案）では、現在市民が述べ 18

万人が利用している市民体育館、勤

労者体育館、玄海 B&G海洋センター

を廃止する計画になっていますが、

宗像市が市民の声を無視した計画

になっています。市が平成 25年度 7

月 19日から 8月 18日の間で取った

スポーツする上で望んでいるのは

身近な施設で安価な使用料です。ま

原案どおり  附属機関については、宗像市

市民参画、協働及びコミュニテ

ィ活動の推進に関する条例で、

「原則として、委員の一部を公

募する。」と定めています。今回

の審議会では公募できませんで

したが、審議会設置に恣意的な

ものはありませんので、審議会

の答申は尊重したいと考えてい

ます。 

  

既存 3 体育館が保有する施設

機能は、現在の多様化する市民

スポーツのニーズに十分対応で

きるものとなっておりません。

したがいまして市内の体育館に

ついては、今後のスポーツ施策

を展開するうえで必要となる機

能を持った総合スポーツセンタ

ーとして再構築（整備）する必

要があると考え、計画に盛り込

んだものです。 

なお、整備（案）の具体的な

内容等については、費用面も含

め、総合スポーツセンター整備

審議会で策定する基本構想・基

本計画の中で整理することとし

ています。 

なお、体育館は、利用者エリ

アを市内全域の施設として位置

付けており、身近なスポーツ施

設は、学校開放や近くの大学体

育館、コミュニティセンター等

の施設の開放拡大等で対応した

いと考えています。 
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た、スポーツが出来ない理由とし

て、仕事が忙しくできないが最も多

くなっています。今回の計画案では

1 万㎡の大きな体育館を建設し施設

を一ヶ所に集中させることは、この

アンケートの声に反した計画にな

っています。市制を行っていく上で

最も大切な基準は主権在民です。市

民の声や願いを無視した今回の計

画案は撤回すべきものです。 

 理由の 3点、日本の人口は近時点

でも減尐します。人口減尐問題は大

きな社会問題になっています、最近

の新聞報道でも 2013 年度の自動車

販売台数は 569 万台だったが 2030

年度は 415万台と 27％減の 154万台

減尐すると予測しています。人口減

尐は宗像市でも免れることは出来

ないでしょう。そしてその影響は、

市場の縮小にもでると予告してい

るのです。 

 

今からのまちづくりは、既存のも

のをどれだけ活用するか、循環型の

まちづくり、再生のまちづくりが重

要と多くの専門家が語っています。

スポーツ施設でも現在の 3つの体育

館でも耐震工事を近年に行われて

おり、市民の要望にある冷暖房、観

客席の増設、放送施設、床の整備、

トイレ、会議室、シャワー室など整

備は可能と考えます。現代の住民

は。このように施設を大事に使用し

てきたということを将来に残すこ

とこそ見通しをもった市民と施政

者の任務ではないかと考えます。30

年先、50年先は新しい住民に任せる

課題ではないでしょうか。新たな情

勢が切開かれていることに確信を

持つことが重要です。 
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以上の 3つの理由から、今回の宗

像市スポーツ推進計画（案）の撤回

を強く求めるものです。 

◆行政手続き 

◆計画全般 

◆施設整備 

22ページ 

（総合スポーツ

センターの整

備） 

まず、行政手続きについて意見を

申し上げます。 

 パブリックコメントを求める手

続きは、閲覧資料は各コミセンで、

期間は 30 日以上、意見提出は、そ

の後 2週間以上採るように要望いた

します。 

 表記の計画案の説明会が、7月 26

日にされることを 7 月 15 日号の宗

像タウンプレスで、市民に知らされ

ました。計画案に対する意見書を 8

月 15 日までに提出することも、同

時に知りました。 

 計画案の説明会に参加して、この

件の審議会が、昨年 5月から今年の

5 月まで審議があり、その審議会の

審議内容と審議委員名簿の提出を

受けました。この審議会は、市民公

募の審議員募集は、なかったとのこ

とでした。この広報で、表記の計画

案の市総合スポーツセンター（仮称 

総合体育館）整備審議会委員の市民

公募が、8 月 8 日が締め切りで、そ

の任期は、今年の 8月から 2年間と

なっていました。計画案に対する意

見を市民に募集（パブリックコメン

ト）しているときに、この計画案が

決定する前に、建設計画を具体的に

審議することは、市民の意見を軽ん

じている行為ではないでしょうか。 

 今年の 6月議会で、市の中央公園

にある体育館、河東コミセンにある

勤労者体育館、玄海中学横の B&Gの

3 体育館を廃止して、ユリックス総

合公園内に新総合体育館を建設す

るための実施計画策定の委託料が

審議され可決されました。 

原案どおり 期間等については、条例で定

めている期間で実施していま

す。期間等のご要望については、

パブリックコメントそのものの

考え方を整理する中で検討した

いと考えています。 

 

総合スポーツセンター整備審

議会は、総合スポーツセンター

の必要性やその規模や機能、必

要な経費等を審議するために設

置するもので、パブリックコメ

ントによる市民の方の意見を軽

視するものではないと理解して

います。 

 

本計画を策定するに当たって

は、第 1 次となる市スポーツ振

興計画の効果検証等を市スポー

ツ推進審議会の中で行い、その

結果を計画に反映しています。 

 

総合スポーツセンターに係る

財政収支については、整備審議

会の中で必要となる規模、機能

等の案の策定と併せて審議する

こととしています。 

 

合併特例債は、新市建設計画

（市町村建設計画）に基づく必

要な事業が対象事業とされて

おり、通常は借入年度に県と協

議を行いますが、総合スポーツ

センター建設に関する活用に

ついては、事前に県と協議を行

い、了解を得ています。 
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 今回のパブリックコメントで、意

見を募集されたスポーツ推進計画

（案）は、平成 27 年度から平成 36

年度までの 10 ヵ年間計画（案）で

す。その計画案のスケジュール表で

は、平成 27年度から平成 30年度実

施で、総合スポーツセンター（仮称）

建設となっています。この計画案に

対する市民の意見を求めるパブリ

ックコメント前に、平成 26年度に、

計画案の実施前提の予算が計上さ

れているのは市民の意見を軽視す

ることではないでしょうか。 

次に、行政計画（マスタープラ

ン）、財政計画について意見を述べ

ます。 

 この推進計画案は、前回の実施計

画の総括がなされていません。たと

えば、なぜ施設の利用、予約の一元

管理が出来なかったのか、学校体

育、クラブ活動の支援システム、コ

ミセンを単位とした地域総合型地

域スポーツクラブへの支援など評

価分析されていません。行政政策で

は、計画、実施、総括が必要不可欠

ではないでしょうか。 

 計画案の説明会では、新総合体育

館建設については、現 3体育館を廃

止して、新総合体育館建設が、財政

的には有利だとの説明はありまし

たが、表記計画案全体についての財

政計画は、説明はありませんでし

た。 

 議会での説明は、総合体育館の建

設費用は合併特例債を利用するの

で、期限内でやりたい、（平成 30年

度まで）既存施設の再構築は、財源

措置の見通しが立たないので、3 体

育館を統廃合して新総合体育館建

設の基本構想・基本計画策定委託料

体育館は、利用者エリアを市

内全域の施設として位置付けて

おり、身近なスポーツ施設は、

学校開放や近くの大学体育館、

コミュニティ・センター等の施

設の開放拡大等で対応したいと

考えています。 

 

今回のスポーツ推進計画は、

スポーツによる健康づくり等に

も重点を置くこととしています

ので、市民の健康づくりは重点

項目として捉えています。 
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を予算に計上しましたと説明され

ています。この財源の説明の合併特

例債を受けられる確認を何時、どう

いう条件で適用されると確認した

のですか。また、現体育館施設の改

築等の財源見通しが立たない前提

で比較されていますが、その判断は

確定的なことでしょうか。比較の条

件が違っては正しい判断できませ

ん。 

 新体育館だけでも、市の 350億円

前後の予算規模で、2 割を占める事

業計画になります。財政面、都市計

画面から、現体育館を存続しなが

ら、不備、不足部分をいかに補って

いくかを含め、もっと綿密に検討す

べきではないでしょうか。合併特例

債を使うために、決定を急ぐこと

は、将来に禍根を残すのではないで

しょうか。 

 スポーツ推進計画案の骨格部分

をなしている総合体育館建設につ

いて意見を述べます。 

 総合体育館建設の根拠は、請願署

名と合併特例債が受けられる平成

30 年度までと言うことで急ぎ計画

されたようですが、請願署名は 3体

育館を廃止して新総合体育館を建

設するとは、どこにも書いてありま

せん。書名をお願いする側の説明、

署名した人は、現体育館の廃止は思

いもやらず署名されています。署名

した人から見れば署名の悪用では

ないでしょうか。 

 計画案策定時に市民からとられ

たアンケート結果は、環境面では、

「近くにスポーツ施設や場所があ

れば」が 47,4％と 2位の 5,1％とダ

ントツです。施設の利用状況では、

自宅近くで散歩、ウオーキング・ラ
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ンニング等がダントツです。「スポ

ーツ施設にとって重要だと思うこ

と」では、1 位 使用料が安い

56,3％、2 位 家や職場に近く便

利・交通の便が良い 45,4％、3位 駐

車場がある 41,2％、4位 施設や設

備が整っているが 35,5％です。これ

らの結果から、市民の要望は、現 3

体育館を廃止して新総合体育館建

設ではないことは明白です。これは

アンケート（要望）無視ではないで

しょうか。 

 今回のスポーツ推進計画案は、イ

ベント対応の施設や民間会社を含

めたスポーツ・サポートセンターつ

くりに重点が置かれています。 

地方自治法上「公の施設とは、住民

の福祉を増進させる目的をもって、

住民の利用に供するために、地方公

共団体が設ける施設である。」と定

義しています。市民アンケートや公

共施設の定義から、市民一人ひとり

の健康増進へのスポーツ推進を最

優先にする計画案にすべきだと要

望し意見とします。 

◆計画全般 

◆施設整備 

22ページ 

（総合スポーツ

センターの整

備） 

今回提案された宗像市スポーツ

推進計画は、スポーツ・運動を通じ

て市民の健康活動の推進やコミュ

二ティ活動の活発化さらに子供、若

者のスポーツ機会の充実等を図る

ことを目的としています。 

以上の点を踏まえて「宗像市スポー

ツ推進画（案）」にいくつかの意見

を述べさせていただきたいと思い

ます。 

1、市民生活のおいてスポーツを奨

励し、健康な生活を送るように行政

の側からも働きかけることはよい

ことである。 

2、しかし、計画案によると中核拠

原案どおり 既存 3 体育館が保有する施設

機能は、現在の多様化する市民

スポーツのニーズに十分対応で

きるものとなっておりません。

したがいまして市内の体育館に

ついては、今後のスポーツ施策

を展開するうえで必要となる機

能を持った総合スポーツセンタ

ーとして再構築（整備）する必

要があると考え、計画に盛り込

んだものです。なお、整備（案）

の具体的な内容等については、

費用面も含め、総合スポーツセ

ンター整備審議会で策定する基

本構想・基本計画の中で整理す
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点となる施設（総合スポーツセンタ

ー）の建設後、現行の体育館が廃止

されていくことになる。 

この点に関して疑問を述べたい。 

① 地域に密着し、また耐震構造等

の工事も済んだ施設でもあり、まだ

15 年、20 年と使用できる体育館を

なぜ廃止しなければならないのか。 

② 特にこれら体育館の廃止につい

ては議論どころか、情報がほとんど

宗像市民に伝わらない状況での拙

速な計画の決定は市民として納得

できるものではない。 

③ 新しい施設でトップアスリート

の育成また国内トップスポーツの

試合等の実施などの表現があるが、

宗像市でのトップスポーツの実施

とはどの程度の内容を想定してい

るのか、また計画している施設の建

設費用はどれだけのものを考えて

いるのか、建築費だけではなくその

後の管理運営費等の予算を考えた

とき、対費用効果において今後宗像

市の財政に大きな負担となる懸念

がないのか。市民への説明を十分し

ていただきたい。 

3、宗像ユリックスアクアドームの

利用者が多くて飽和状態との表現

があるが、私が週末プールを利用し

た場合においても混雑して利用し

にくいとの思いをしたことはなか

った。また現在サンリブ北側にスポ

ーツクラブリフレの施設が 2年前か

らスタートしており、ユリックスよ

り充実した施設でありながら利用

料金が宗像ユリックスアクアドー

ムと比較してそれほど高くない。 

4、宗像市内のさまざまなスポーツ

施設の利用者が多くて利用するこ

とが困難であるとの説明があるが、

ることとしています。 

なお、体育館は、利用者エリ

アを市内全域の施設として位置

付けており、身近なスポーツ施

設は、学校開放や近くの大学体

育館、コミュニティ・センター

等の施設の開放拡大等で対応し

たいと考えています。 

 

 ユリックスのスポーツ施設に

ついては、計画書のとおりです。 
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宗像ユリックスのテニスコートは

確かに土曜日、日曜日の利用が多い

が、平日は利用者が大変尐ない。利

用料金も高いことが指摘されてお

り、平日の使用料金を下げることに

より利用者の増加を図るべきであ

る。 

5、市営体育館、宗像中央公園（有

料スポーツ公園施設）等の施設の管

理運営状況がバラバラで把握が困

難であるとの記載があるが、このよ

うなことはネットシステムの専門

家に依頼して、既存の施設間での情

報の共有ができるようなシステム

を構築することはそれほど難しい

こととは言えない。 

6、 新しい施設を建設することを優

先し、既存の施設の有効活用をおろ

そかに考えていることを感じる。 

改めて述べさせていただいたいが、

地域に密着し、利用する市民が多い

現在の体育館を廃止していく前提

で中核拠点となる施設を行うこと

は、市民にスポーツ活動をより身近

に行える便利さも逆に奪う可能性

があり賛成できない。 

◆計画全般 

◆施設整備 

22ページ 

（総合スポーツ

センターの整

備） 

7月 26日（土）宗像市スポーツ推

進計画説明会に出席しました。その

趣旨、基本理念、第 2次宗像市総合

計画における位置づけなどは納得

できる内容です。しかしながら説明

会資料 3ページ以降「宗像市のスポ

ーツ・運動の現状・課題」では、本

来市民が個々の事情に応じて自由

に余暇を楽しむ部分にまで介入し、

活性化・支援・推進と称して現行体

育館の廃止、センター機能を備えた

「総合スポーツセンター」整備によ

る一元管理に結びつけるのは大き

な飛躍がありすぎます。体力作りの

原案どおり 既存 3 体育館が保有する施設

機能は、現在の多様化する市民

スポーツのニーズに十分対応で

きるものとなっておりません。

したがいまして市内の体育館に

ついては、今後のスポーツ施策

を展開するうえで必要となる機

能を持った総合スポーツセンタ

ーとして再構築（整備）する必

要があると考え、計画に盛り込

んだものです。 

なお、整備（案）の具体的な

内容等については、費用面も含

め、総合スポーツセンター整備
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ための運動やスポーツには、施設の

利用料金が安い、近いということが

大切です。宗像の既存スポーツ施設

は十分に機能していると思います。

建物の維持管理・補修をしながら設

備のバージョンアップも出来るは

ずです。 

 総合スポーツセンター構想には

大規模スポーツ大会やプロスポー

ツ興行の誘致によるスポーツ観光

への期待が見え見えです。ライフス

テージに応じたスポーツ活動の推

進に 50 億円もの予算を計上して巨

大な箱物を建設する必要があるで

しょうか。施設の一極集中は、市民

の利便性を犠牲にし、自然破壊、建

設費・年間の光熱費維持費などの負

担を市民に負わせるものです。「こ

んな物あったらいいな」で作る物で

はないと思います。 

合併特例債といえば、大島や地島

の方たちにとって総合スポーツセ

ンターはどれほどの恩恵があるで

しょうか。それだけの費用をかける

なら離島振興のために鐘崎－地島

－大島に橋を架けた方が経済浮揚、

観光、市民のためにもなると思いま

す。 

審議会で策定する基本構想・基

本計画の中で整理することとし

ています。 

なお、体育館は、利用者エリ

アを市内全域の施設として位置

付けており、身近なスポーツ施

設は、学校開放や近くの大学体

育館、コミュニティ・センター

等の施設の開放拡大等で対応し

たいと考えています。 

 

 

◆行政手続き 

◆計画全般 

◆施設整備 

22ページ 

（総合スポーツ

センターの整

備） 

1 計画策定の手続きについて 

・ 宗像市市民参画、協働及びコミ

ュニティ活動に関する条例（以下、

市民参画条例）には、審議会員に市

民公募枠を設けることが謳われて

いる。原則となっているが、今回、

設けなかった正当な理由はないと

思う。 

・ また、市民参画条例には、市民

説明会は開催の 14 日前に公表とあ

るが、今回、これを満たしていない。 

 上記の理由から、本来、計画案を

原案どおり  附属機関については、宗像市

市民参画、協働及びコミュニテ

ィ活動の推進に関する条例第 9

条第 2項で、「原則として、委員

の一部を公募する。」と定めてい

ます。今回の審議会では公募で

きませんでしたが、今後は市民

公募の委員を選出していきま

す。 

 

市民説明会の周知期間が短か

ったことに関しては、今回開催
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検討し直すべきだと思う。そうしな

いのであれば、計画案の周知を図

り、市民の意見をじっくり聞くべき

はないか。計画案を知る市民は尐な

い。 

自治体のスポーツ推進計画は策定

に努めるとスポーツ基本法にあり、

県下でも策定自治体は多くはない

のが状況である。 

2 内容について 

 8つの基本施策 

① スポーツ・運動を通した市民健

康活動の推進 

・ エンジョイ・ウォーキングイン

グ活動 

 楽しくウォーキングするための

アプリがケータイやスマホにある

のでは？市がシステムを作る必要

はないと思う。私も友人とウォーキ

ングを、サポートシステムが無くて

も、楽しく 10年以上続けている。 

・ モデルコミュニティ健康スポー

ツ de ハッピー事業と総合型地域ス

ポーツクラブの設立・運営 

 このような新たな事業を始める

よりも、コミュニティなどの負担を

考えると、市民学習ネットワークや

体育協会などの既存組織の、さらな

る充実を図ることのほうが良いと

思う。 

② スポーツ・運動を通したコミュ

ニティ活動の活発化 

 コミュニティの負担が増大する。

コミュニティ活動の活性化をスポ

ーツで行う意義がわからない。この

項目の事業は必要ないと思う。 

③ 子供のスポーツ機会の充実 

・ 幼児期からの外遊びは大事だと

思う。幼児期に培われた、外遊びの

楽しみや能力は、「下手でも運動を

した説明会は、参画条例第 8 条

第 1 項第 3 号に規定する市民説

明会ではなく、同項第 2 号の市

民意見提出手続き（パブリッ

ク・コメント）実施の際に、市

民の関心を高め、意見が提出さ

れやすくするために開催したも

のです。 

 

2 の内容についての①～⑦の

ソフト事業にいただいたご意見

は、今後の参考とさせていただ

きます。 

 

⑧については、既存 3 体育館

が保有する施設機能は、現在の

多様化する市民スポーツのニー

ズに十分対応できるものとなっ

ておりません。したがいまして

市内の体育館については、今後

のスポーツ施策を展開するうえ

で必要となる機能を持った総合

スポーツセンターとして再構築

（整備）する必要があると考え、

計画に盛り込んだものです。 

なお、整備（案）の具体的な

内容等については、費用面も含

め、総合スポーツセンター整備

審議会で策定する基本構想・基

本計画の中で整理することとし

ています。 

なお、体育館は、利用者エリ

アを市内全域の施設として位置

付けており、身近なスポーツ施

設は、学校開放や近くの大学体

育館、コミュニティ・センター

等の施設の開放拡大等で対応し

たいと考えています。 
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楽しめる人、生涯にわたりスポーツ

を楽しめる人」に繋がる。自治体の

責務は、運動好きの子供が育つため

の支援であり、エリートスポーツマ

ンの育成ではないと思う。 

・ コオーディネーショントレーニ

ングの導入は慎重に行うべきでは

ないか。実効性の検証などは十分な

のか 

・ 海洋スポーツプログラムの開発

の必要性が分からない。また誰がど

のように作成するのか明確ではな

い。 

④ 若者のスポーツ参加機会の拡充

や高齢者の体力つくり支援等のラ

イフステージに応じたスポーツ活

動の推進 

 この項に挙げられているものは、

「アクアドームや民間スポーツ施

設で行われていることでカバーで

きる」「早急に取り組まなければな

らないものは尐ない」大きく取り上

げるべきは、障がい者のスポーツ・

運動活動の支援である。今後、調査

研究するとあるが、現在、行われて

いる障がい者のスポーツを市民に

広げる取り組みを行って欲しい。市

民は新たな面白さを発見し、障がい

者との交流も生まれると思う。 

⑤ 住民が主体的に参画する地域ス

ポーツ環境の整備 

 スポーツサポートセンターの設

立意義、役割、運営などがよくわか

らない。企業スポーツへの支援は企

業やスポーツチームが行う事業に

ついて、市が広報を行う程度ではい

いのではないか。「サニックスブル

ース」をおらがチームとして支援す

るとのことだが、サニックスブルー

スは市民が誘致した訳でもなく、ラ

合併特例債は、新市建設計画

（市町村建設計画）に基づく必

要な事業が対象事業とされて

おり、通常は借入年度に県と協

議を行いますが、総合スポーツ

センター建設に関する活用に

ついては、事前に県と協議し、

了解を得ています。 

 

 

民間スポーツ施設設備費補助

制度は、市が新たに施設を整備

せず、その設備を市民の利用に

供し、財政負担を軽減していこ

うとする考えとして計画に盛り

込んだものです。 
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グビーファンは尐なく、「おらがチ

ーム」にはならないのではないか。 

⑥ スポーツ観光による地域経済活

性化 

・ 全国・九州レベルのスポーツ大

会の誘致 

 大会誘致のための体育館の設備

（アリーナや観客席の規模）が示さ

れていない。大きな体育館は建設費

が高額になり、 使用料は高くな

る。スポーツ大会を誘致できたとし

ても、年に何回あるのか。あっても

年数回のための大型体育館はムダ

であり、不要。誘致活動も不要。 

・ スポーツ合宿の誘致 

市のかかわり方、経費などが不明 

・ 宿泊を伴う広域スポーツ大会の

開催 

 市が開催する意義はなにか。ウォ

ーキングコースの設備も挙げられ

ているが、費用対効果は？スポーツ

観光による地域経済活性化は難し

いと思う。スポーツコミッション設

立も含め⑥は不要だと思う。 

⑦ スポーツ活動の場の確保  

・ 小中学校の平日の解放は問題が

多く、実現は難しいのではないか。

学校、保護者との、丁寧な協議が必

要だと思う。 

⑧ 中核拠点となる施設の再構築と

設備 

・ 総合スポーツセンターの設備 

 人口減、税収減が予測されている

なかで、大規模施設の維持管理は市

にとって大きな負担になると思う。

現行の三体育館は適切な補修をす

れば、現在、言われている耐用年数

を超えて、使用することは可能だと

思う。公共交通網が貧弱な宗像に

は、大きな体育館一つよりも、施設
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は分散型のほうがよいと思う。スポ

ーツ大会誘致も考えての大規模体

育館建設の提案だと思うが、市民の

利便性を優先すべきではないか。 

 建設の根拠に市民の請願を挙げ

られているが、署名用紙には三館廃

止の文言はなく、署名した人から

も、廃止には異論が出ている。また、

合併特例債、社会資本設備交付金が

使えるので、今建てるのが、財政的

に有利と説明されているが、合併特

例債は、合併時の新市建設計画にあ

る事業にしか使えないもので、市民

説明会で、新市建設計画には体育館

建設は書かれていないと答弁され

ている。合併特例債が使える根拠は

何か、示してほしい。 

・ 球技場、陸上競技場 

 大多数の市民が使う施設、市民に

とって欠かせない施設などであれ

ば、民間への補助も必要だろうと思

うが、民間スポーツ施設設備費補助

制度は再検討を 

◆計画全般 

◆施設整備 

22ページ 

（総合スポーツ

センターの整

備） 

「宗像市スポーツ推進計画（案）〈平

成 27～36年度〉」について、以下、

三項目の意見をいたします。 

（1）前計画の成果検証と課題の分

析はきちんと行われたのか。 

 本計画に先立つ、平成 17～26 年

度の「宗像市スポーツ計画」の成果

検証に基づく課題の整理・分析が、

今回のパブリック・コメント用資料

には記載されていません。きちんと

した検証と分析を行ったのか、そも

そもそのような作業がなされてい

ないのか、今回の資料では市民への

説明がなく、資料として不十分だと

考えます。 

（2）現状および当面の市民ニーズ

に合わない計画ではないか。 

原案どおり 本計画を策定するに当たって

は、第 1 次となる市スポーツ振

興計画の効果検証等を市スポー

ツ推進審議会の中で行い、その

結果を計画に反映しています。 

 

既存 3 体育館が保有する施設

機能は、現在の多様化する市民

スポーツのニーズに十分対応で

きるものとなっておりません。

したがいまして市内の体育館に

ついては、今後のスポーツ施策

を展開するうえで必要となる機

能を持った総合スポーツセンタ

ーとして再構築（整備）する必

要があると考え、計画に盛り込

んだものです。 



16 

 

 本計画策定に際して市が行った

市民アンケート調査によれば、市民

は、屋外競技を近所・地域で行い、

観戦し、支えていることがわかりま

す。特にスポーツ人口、および、観

戦したいスポーツとしての人気が

最も高いのは野球ですが、本計画は

そうした現状と市民のニーズに応

えて屋外競技場を維持・整備し、支

援していくことよりも、屋内競技の

ための中核施設建設を優先してい

ます。これは市が行った調査を市自

らが否定し、さらには市民のスポー

ツ参加意欲やスポーツ振興に対し

て、負の効果を与えると予想されま

す。きちんと市民のニーズに応える

計画への見直しを図って下さい。 

（3）合併後の地域特性を踏まえて

いない計画ではないか。 

 屋内競技のための中核施設建設

計画に関連して、本計画では合併後

の地域特性を踏まえることを重視

している旨の記載がありますが、既

存の市営三体育館を統廃合して拠

点施設に機能を集中することは、宗

像市民がスポーツ利用のために長

時間の移動を余儀なくされる結果

をもたらし、ひいては市民のスポー

ツ人口減尐を引き起こしかねませ

ん。上記市民アンケート調査の「ス

ポーツ施設にとって重要だと思う

こと」回答上位は順に、使用料が安

いこと、家や職場に近く・交通の便

が良いこと、駐車場があることであ

り、ようやく第四位に、（中核拠点

施設建設のメリットとなる）施設や

設備が整っていることがきます。広

大な面積を有する宗像市の地域特

性を踏まえれば、市内分散型の市営

体育館の維持・改修・活用を図る計

なお、整備（案）の具体的な

内容等については、費用面も含

め、総合スポーツセンター整備

審議会で策定する基本構想・基

本計画の中で整理することとし

ています。 

なお、体育館は、利用者エリ

アを市内全域の施設として位置

付けており、身近なスポーツ施

設は、学校開放や近くの大学体

育館、コミュニティ・センター

等の施設の開放拡大等で対応し

たいと考えています。 
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画こそ、市民のニーズに適うもので

す。 

 以上、三項目の意見に共通してい

るのは、市民にきちんと向き合った

調査、説明がなされないまま、計画

作りが進んでいるのではないかと

いう懸念です。国のスポーツ基本計

画や合併特例債の利用期限への対

応として「スケジュールありき、落

とし所ありき」のように進む計画策

定によって、現在の宗像市民が望ん

でいるとはいえない計画ができあ

がることも、将来世代に借金が残る

ことも、同じ一市民として望みませ

ん。 

 担当課・担当者の皆さんにとって

も、悩ましいものがあるだろうとは

思いますが、どうか市民との議論の

場をより広げ、十分な合意が得られ

る計画案へと修正して頂けること

を望みます。 

◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 今回の整備計画の中に野球場は 2

球場とするとありますが、現在市営

球場と明天寺球場で年間 6つの大会

が開催されています。一回戦で負け

ると次の大会まで一ヶ月間参加で

きず次の大会まで練習試合や練習

場所をしようとしても場所が確保

できません。今までは玄海Ｂ＆Ｇグ

ラウンドがありその間の練習場と

して活用できていました。玄海小学

校移転の伴い廃止され代替えの球

場がなく練習場の確保が出来ず野

球をする機会や仲間との交流が減

りました。今後も野球を通じて楽し

み交流をしたいと考えています。い

ち早く三つ目の球場を確保してほ

しいと思います。 

 近隣市町との野球場の相互利用

を進めるとありますが、現在でも予

一部修正

（野球場の

整備） 

 

 

野球場の整備については、玄

海小学校移転に伴う代替施設の

確保未済などの状況を踏まえ、

「8 中核拠点となる施設の再

構築と整備 （2）野球場の整備

（P22）」については、【市の野球

場は、宗像中央公園と明天寺公

園の軟式野球場の 2 球場とし、

観客席、ベンチ、審判本部席等

を設けるなど、一定の再整備を

行います。また、既存運動広場

の一層の有効活用を図るととも

に、近隣市町の野球場の相互利

用を進め、野球競技の場の確保

を図ります。】に修正します。 
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約が困難で利用料金等も高く確保

が難しいのが現状です。また、宮若

市など隣接した市でも実際球場に

行くのに時間がかかるので利用し

たくないと思うのが現状です。 

 以上のことから今回の計画を 2球

場に特定し整備するのではなく 3球

場にしたうえで市民が「する」「み

る」「支える」が実践できる計画に

変更するよう強く要望致します。 

◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

【野球場の整備について】 

軟式野球場は、宗像中央公園・明天

寺公園の 2球場とする。となってい

ますが、球場を増やしてほしい。 

もしくは、近隣の福津市、宮若市、

古賀市のグランドを借りるときの

利用費用を市内同等の価格にして

ほしい。（差額は、宗像市が負担） 

理由） 

 野球の大会が始まると日曜日の

グランドが大会運営で確保されて

しまうため、練習で借りようと思っ

ても借りられない。近くの空き地・

公園もキャッチボール（ボール遊

び）禁止の場所が多く、野球ができ

ない環境が整備されつつある。 

【スポーツ施設の一元管理】 

早急に進めてほしいです。 

理由） 

 野球場の予約は、早い者勝ちなの

で、毎月 15 日の予約日には、14 日

の夜から並ばないと予約ができな

い状況です。市の職員の方は、夜中

に並んで野球場を予約されたこと

がないでしょうが、普通の会社員の

私たちにとっては、ものすごい負担

です。ネットによる予約・抽選での

グランド確保に早くしてほしいで

す。 

 

一部修正

（野球場の

整備） 

 

 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

宗像市が公表した宗像市スポー

ツ推進計画（案）について、野球関

係団体で検討を行いました。その結

果は、当計画（案）の野球場の整備

は、現在の宗像市の野球を取り巻く

状況を把握したうえで策定した計

画とは言い難く、宗像市の野球を衰

退させる計画（案）であると判断し

ています。 

具体的には宗像市にあった 3球場

の 1つの玄海Ｂ＆Ｇ野球場を玄海小

学校用地として廃止し、代替えとし

て玄海小跡地に平成 25 年度整備実

施を決定・約束（予算の承認）して

おきながら、突如、整備を中止し、

今年発表した計画（案）では「野球

場は 2球場とし代替え整備は行わな

い。」としていることです。 

 市がスポーツ推進を揚げる中、3

球場でも野球（スポーツ）をする場

が不足する状況であるにもかかわ

らず、2 球場とする計画（案）に対

し、私たち野球団体は反対します。 

 また、「近隣市町との野球場の相

互利用」は大会を運営する当団体は

勿論、他市の団体等においても野球

シーズン中はそれぞれの市民等の

利用が多く、他市に貸し出せる状況

ではないことから不可能と思いま

す。 

 以上のことから、私たち野球団体

としましては、1 日も早く元の 3 球

場に戻す代替え整備を強く要望す

るとともに、その整備で市が揚げる

「する」｢見る｣｢支える｣にふさわし

い野球場にすることを要望します。 

※同意見で 2人が提出 

一部修正

（野球場の

整備） 

 

 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

 

◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

 私は日の里に在住している者で、

我が家の 2人の子どもたちが尐年野

球を通して市の施設（野球場）にお

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

世話になっています。 

 市から提案されている上記の計

画は、多くの市民が様々なスポーツ

を楽しむと同時に、様々な形でスポ

ーツに関わっていくことを目指し

たもので素晴らしい構想だと考え

ます。ところが、宗像市には野球場

が尐なく、小中学校や地域のグラン

ドを借りて練習せざるをえません。

宗像には大人、子どもを含めて多く

の野球チームがあり練習や試合の

場所確保に大変不便を感じている

ところです。市としては宗像市営球

場と明天寺球場以外に新たな球場

を作る予定はないと聞きます。ま

た、球場不足を緩和する一つの方法

として、近隣市町との球場相互利用

を促進する方針であるとも聞きま

した。 

 しかし、どの地区においてもスポ

ーツの振興は行政の主要な施策の

ひとつであると考えられます。近隣

の地区に宗像のチームを受け入れ

る余地がどれほどあるのでしょう

か。もし相互利用をすすめるのであ

れば、行政の方で調整していただ

き、年間を見通した公平で効率的な

施設使用計画を作成していただく

必要があると考えます。今のままで

は、練習や試合の場所を十分確保す

るのは難しいのではないかと思い

ます。やはり、宗像に野球場を増設

して対応していただくことが、最善

の方法だと考えます。 

 長期的なスポーツ振興を掲げる

ならば、市として、スポーツを行う

場所をきちんと確保するのは必須

だと考えます。50年、100年先を見

通した時、土地の確保、及び施設造

成費用の調達を今から計画的に進
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めていく必要があるのではないで

しょうか。これからも続く子どもた

ちのスポーツをしっかりとサポー

トできる環境づくりに今後とも力

を入れていただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

宗像市内で草野球チームを結成

して 26 年になりますが、最近野球

活動をする機会が減っています。以

前は市営球場と明天寺と玄海Ｂ＆

Ｇ球場が有り練習や練習試合が出

来ていましたが、現在は 2球場しか

無い為大会（年 6回）だけの活動と

なっているのでチームメイトから

活動出来る回数を増やして欲しい

と強く要望されていますが現状活

動が出来ない状況です。早急に最低

3 球場を確保する計画に変更して下

さい。 

 また、相互利用の案が推進される

と聞いていますが、福津市の野球場

の予約は宗像市と同じ位難しく、料

金も市外の利用者料金が非常に高

い為クラブチームでは負担が大き

く利用出来ません。 

 是非、最低 3球場が確保出来る計

画変更を強く要望致します。 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

 

◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

●野球場の整備について 

①軟式野球場を 2ヶ所とし、必要に

応じて整備する。 

②近隣市町の野球場を相互利用す

る。 とあるが、 

①について 

 現状の施設利用状況を考えると

き、学校も含めた施設の利用状況は

かなり混雑した状況にあり、スポー

ツを「する」機会を提供する十分な

施設が数として確保されていない

のではないだろうか。 

野球場施設は土地も必要であり、新

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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設することは予算的にも厳しい部

分はあると思う。 

 宗像市内の有料スポーツ施設に

ある野球場なども整備対象とし、軟

式野球などに利用できる施設数を

増やすことを検討してはどうか。 

②について 

 近隣市町の野球場を相互利用こ

とに関しては「みる」「支える」と

いう意味では有益であり、是非進め

ていただきたいが、各施設は相互利

用をするほどの余裕が本当にある

のであろうか、尐なくとも宗像市の

２球場を相互利用させるゆとりは

ないと市は判断しているのではな

いのか。相互利用については、施設

にゆとりができてからの次のステ

ップとした方がよいと考える。 

◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 平成 30 年度より軟式野球場を宗

像中央公園及び明天寺公園の 2球場

とする計画案等が示されてますが、

本（案）について意見を述べさせて

いただきます。 

 宗像市は、9 万 6 千人強の人口を

抱え当核地域の中核都市であり、小

学生から中学、高校、大学生、社会

人に至るまで硬式・軟式を問わず野

球の盛んな地域です。県内で比較し

ても野球にかかわっているチーム

の水準は相対的に高いと感じます。

特に他の地域から引越してきた者

としては、そのことを実感します。

しかしながら、こと野球施設に関し

てはお世辞にも水準が高いとは言

えません。隣接する自治体と比べて

も明らかに施設の見务りがします。

宗像中央公園内の市営球場を例に

示すと、小学生が一塁側、三塁側に

ファウルフライを打ったとき、観覧

用の土手を越えて歩道にまで達す

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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ることがよくあります。同公園に集

まった市民にとっても危険なゾー

ンです。高いネットを張るなどの事

故防止措置をお願いしたいと思い

ます。 

 また、公式戦でも同球場は頻繁に

利用されていますが、観客席、審判

本部室（事務室兼用）等どれを見て

も貧弱でがっかりします。まず、宗

像市メイン球場として、設備の付加

価値を高める工事を希望します。 

次に、明天寺公園はというと、雤が

降った場合のグランドの水はけが

悪く、すぐに使用不可能状態になり

ます。是非、水はけがよくなるよう

な改良工事をお願いします。 

 最後に、野球場を上記 2つの公園

に絞って整備するとの案ですが、前

途したように周辺自治体も含めて

野球の盛んな土地柄です。それ故、

整備計画案に記載されている「近隣

市町の野球場と相互利用を進め」る

ことがいかに困難か、同計画（案）

はあまりにも現状を知らなさすぎ

る内容になっています。なぜ今、第

3 の球場増設を望んでいるのか、も

っと利用者の話を聞くなどの調査

が必要です。利用者の皆さんが会場

確保の苦労していることを是非理

解してほしいと思います。 

 野球場の新設には広大な土地と

予算が必要なことは、皆さんがご存

知のとおりです。将来的に野球を新

設すきる程のまとまった土地を確

保することも困難になっていくば

かりでなく、仮に確保できたとして

もそこに至るまでに長い時間がか

かることは容易に想像できます。 

 今、旧玄海小には広い跡地があり

ます。その有効利用を促進するため
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にも、また、玄海地域のスポーツ振

興の一助とするためにも野球専用

場として再整備され利便性を向上

させることを心から希望します。 

◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

【野球場を 2 球場とする】【市民が

「する」「みる」「支える」スポーツ

施設を整備する】【併せて、近隣市

町の野球場と相互利用を進め広域

的な野球場を確保する】とあるが 

【野球場を 2球場とする】 

まずは、なぜ野球場が 2つになった

のか？ 

玄海小跡地を野球場にすると市町

は約束をしていたのでは？ 

現在でも野球場が不足して野球の

大会、試合、練習等を開催すること

が難しい状況なのに２球場ではと

うてい理解できない。 

早急に約束していた球場を作って

欲しい。 

【市民が「する」「みる」「支える」

スポーツ施設を整備する】 

「みる」「みる」「ささえる」を推進

するならば、受け入れる場所の拡

大、それなりの施設等の整備が必要

と思う。 

現段階では中途半端な施設ばかり

で「する」「みる」「支える」ができ

てない。 

「みる」野球を推進するなら、高校

野球の大会が開催されるような球

場整備をお願いしたい。 

【相互利用】 

近隣市町との相互利用とあるが、自

由に予約が可能になるのか？ 

現在近隣の野球場は、市外の人達が

借りることが多くなかなか借りる

ことが出来ない状況にある。 

また、使用料金も差がありすぎるの

ではないか。 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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◆施設整備 

21ページ 

（近隣市町のス

ポーツ施設の相

互利用 

22ページ 

（野球場の整

備） 

基本計画案の付加修正について 

（8）市営スポーツ施設の現状 

○3つの市営体育館、築 30年以上が

経過。 

①観客席なし ②冷暖房設備なし 

③共有スペースが手狭等 

住民のニーズに十分答えていない。 

○野球場も昭和 50 年代後半や平成

6年に整備された。 

・ベンチ、審判本部席のほか簡易な

観客席を有している。 

スポーツを観戦する「観る」部分で

は十分とはいえない。 

（２）野球場の設備 

原案 

 野球場は、宗像中央公園と明天寺

公園の軟式野球場の２球場とし、観

客席、ベンチ、審判本部席等を設け

るなど、一定の再整備を行います。

また、近隣市町の野球場の相互利用

を進めることにより、野球競技の場

の確保を図ります。 

問題点 

・野球場を 2球場にする根拠がわか

らない？ 

※現状では大人 30 チーム、中学 10

チーム、学童 14 チーム（福津市も

含む）更に、中学校野球部 OB によ

るチーム（MBC：宗像ベースボール

クラッシック、5チーム程度） 

学童部 OB によるチーム（フレンド

リーシップ、8チーム程度） 

また、宗像高校 OB によるマスター

ズ甲子園などシニア世代の野球も

盛んになっている。 

 確かに、学童部の子ども達はスポ

ーツの多様化で減尐していること

は尐子化の現状では見られるが、青

壮年代や初老年代までの幅広い年

齢層の方々が野球いうスポーツを

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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楽しんでいただいているのが現状

である。その方々が毎週の練習会

場、試合会場の確保に苦虚されてお

られる。そのような現状の中で「2

球場とし」とスポーツ推進計画に謳

うのは実態把握が出来ていないと

同時に宗像に根付いている野球と

いうスポーツを後退させるもので

ある。 

改正案 

 野球競技場は、当面、宗像中央公

園・明天寺公園及び玄海小学校跡地

の代替え野球競技場を中核とし、審

判・本部席等の再整備を行いなが

ら、将来的な需要を加味しながら検

討していきます。また、近隣市町の

野球場の相互利用を進めることも

野球競技推進の一助として検討し

ていき、野球競技の場の確保を図り

ます。 

◆施設整備 

21ページ 

（市スポーツ施

設の一元管理） 

22ページ 

（野球場の整

備） 

要望 

・ 練習場所の確保がスムーズにで

きるようなシステム作り 

（現在の市のグランド、公園予約シ

ステムをもう尐し簡素化して欲し

い） 

・ 設備が整った球場作りは、宗像

市、玄海だけでなく近隣都市の協力

が必要 

・ 尐子化で子供（部員確保）が難

しいので、合同チームがあっても良

いのでは？ 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

 

◆施設整備 

22ページ 

（中核拠点とな

る施設の再構築

と整備／総合運

動公園） 

 スポーツ推進とはスポーツをや

る機会・場所・時間を推進すること

ではないのですか？場所を減らし

充実した施設にしても参加する人

が尐なければ意味はないと思われ

ます。国・県に提案し場所を提供し

総合運動公園を造るとか全国・西日

本・九州とかの大きな大会を開催出

原案どおり  計画書については、原案どお

りとしますが、県営等の総合運

動公園等の施設整備について

は、県等の動向を注視するとと

もに、関係機関等に働きかけて

いきます。 
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来る施設を新しく造るとか。 

  例えばグローバルアリーナは世

界大会を開催されているのである

からその周辺に総合公園を造り多

数の参加者、宿泊者を獲得する

等々、現在の市の推進計画で現施設

を減らして大会が運営出来たとし

ても地域地元住民には利用しにく

く利点は尐ないのでは。体協の署名

活動は大きな施設を別に集中して

造ろうと考えて署名を集めました。 

◆施設整備 

22ページ 

（総合スポーツ

センターの整

備） 

 スポーツ施設の整備は必要だと

おもいます。中核拠点としての施設

が整備された時点では、3 体育館等

の廃止は仕方がないと考えます。中

核拠点としての施設は市の拠点と

してのみでなく、県内の拠点の一つ

として大きなイベント（例えば、県

民大会）を誘致できる規模の施設と

して整備し、宗像市をスポーツと経

済面から活性化することは重要で

あると考えます。 

原案どおり 既存 3 体育館が保有する施設

機能は、現在の市民スポーツの

ニーズに十分対応できるものと

なっておりません。したがいま

して市内の体育館については、

今後のスポーツ施策を展開する

うえで必要となる機能を持った

総合スポーツセンターとして再

構築（整備）する必要があると

考え、計画に盛り込んだもので

す。 

なお、整備（案）の具体的な

内容等については、費用面も含

め、総合スポーツセンター整備

審議会で策定する基本構想・基

本計画の中で整理することとし

ています。 

 

◆施設整備 

22ページ 

（その他有料ス

ポーツ公園、宗

像ユリックスの

スポーツ施設） 

 今回の計画でテニス（含むソフト

テニス）関係は、基本的に現状維持

とされているが、高齢化基盤での健

康維持や子供たちにサッカー、野球

だけの選択肢ではなくテニスを含

めいろんな選択を提供できる環境

が必要。一方、テニス関係では、ス

ポーツ観光を含めての誘致もでき

ない現状で最小の県民大会も誘致

できず現状を活性化する為には、下

記項目を推薦したい。 

原案どおり テニスコートは、宗像ユリッ

クス内のテニスコートも含め、

数、規模及び機能ともに現状を

維持することとしています。 

宗像ユリックスのテニスコー

ト料金については、平成２６年

度に見直しを行っていますが、

今後、統一料金についての是非

を検討します。 
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1. 既存充実（ユリックスコート）

＋駐車場増 

イ）市がユリックス・コートのみ買

上げ 

～現時点で高価なオムニコート＜

ca.1000 万円/面＞を破棄する事に

抵抗がある。 

一方、市所有になれば、使用料金を

他私有コート並みに安値で使いや

すい状況ができる。 

更には、誘致を考えた「テニスコー

ト 4面増及び観客席増」等を要望。 

ロ）駐車場増 

～周辺の土地活用＜メイトム周辺

＞ 

2. 総合体育館集約後の中央公園 

イ）ユリックスコート全面解体の場

合 

～条件的には、現状維持を考えた場

合 

「ユリックスコート 8 面＋中央公

園・テニスコート 4面」が絶対条件

必要 

体育館跡地：新設 4面 

中央公園コート：既存 4面 

既存コート北側用地買収：新設 4面 

 以上の要望ですが、いずれにせよ

現状のユリックスコート使用料金

が高く利用しにくい状況は変わり

ませんので、是非、市コート並みの

価格設定を指定管理の観点からご

検討戴きたくお願い申し上げます。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 私は、約 40 年、野球連盟（全日

本軟式連盟、宗像市連盟）事務局と

して野球大会の運営の携わってい

ます。30年前は中学校のグランドを

借りて試合を行っていましたが、そ

の後、宗像中央公園野球場が、また

平成に入り明天寺公園野球場が整

備され、運営がしやすくなりまし

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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た。しかし、この 2球場は、野球連

盟が主催する年間 6大会、また、中

学校体育連盟（中体連）の 2大会で、

野球シーズンの 3 月から 10 月（梅

雤の時期を除く）は、ほとんど空い

ていないため、野球チームにとって

練習や練習試合をする場所がなく、

年間で野球をする機会は公式試合

の 6試合のみとなっている場合があ

ります。 

 一時、玄海町との合併で玄海 B&G

の野球場を使えるようになりまし

たが、平成 23 年度に廃止され、現

在、野球場の数は減ったままとなっ

ています。現在、還暦を迎えた人た

ちや学童時代に野球を始めた若者

たちなど野球人口は幅広くなり増

加が見込まれる中で、市の 2球場計

画（案）には反対です。一日も早く

廃止した玄海 B&G 野球場に代わる 3

つ目の球場整備をお願いします。野

球連盟は、球場が増えれば野球をし

たい若者、及び還暦の人たち等のた

めに新たな大会を増やす検討も行

っています。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

はじめに「計画策定の趣旨」の中

でも述べられているように、スポー

ツは人々が一生を通じ心身の健康

の保持増進を行い、幸福で豊かな生

活を営む上で大変重要なものだと

思います、また人と人の交流を促進

し、コミュニケーション作りにも最

大限の力を発揮しまちの活性化に

繋がるものだと信じてやまない一

人です。 

 平成 17 年に策定された「宗像ス

ポーツ振興計画」については、私も

その計画を推進する側の一員とし

て参画しました。プランそのものは

素晴らしいもので全身全霊を打ち

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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込みスポーツ振興に取り組んでま

いりました、結果一定の成果をあげ

たものの私の力不足もあり、推進・

実行面でいま一つの感があるのは

否めない事実だと思っています。特

に施設・設備では予算との絡みもあ

り、ほとんど手つかずに終わってい

るのが現状です。 

 特に野球関係では、市体育協会野

球連盟の役職を‘85 年より理事、’

89年より理事長（会長）に選出され

25年間野球関係に携わってきて、青

尐年～一般・壮年の幅広い年齢層の

スポーツ（特に野球）に対する支援

をしてまいりました。 

 今回の「宗像市スポーツ推進計

画」（案）＝以下「市スポ推」と略

すに対する意見を述べさせていた

だきます。 

 「市スポ推」の中で、“8中核拠点

となる施設の再構築と整備”の内容

についての意見です。 

（2）野球場の整備についてですが、

“野球場は”、宗像中央公園と明天

寺公園の軟式野球場の 2 球場と

し、・・・・とありますが、これに

ついては玄海公園の野球場を「中小

一貫」のため新しく玄海小学校を野

球場（一時閉鎖して）に建設するた

め（平成 23年度完成）、移転後に玄

海小学校の跡地に野球場を建設す

るバーター計画であり、「野球場を

移設するために 2年間（24年度着工

し 25 年度完成予定）は協力してく

ださい」と市担当課長から説明を受

け、「宗像市軟式野球連盟」も理事

会・総会を開催し、“新しく野球場

が出来るなら”と野球を愛するチー

ムの皆さんの了解を得て、2 年間な

んとかヤリクリしながら辛抱すれ
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ば、遅くとも 26 年度からは 3 球場

体制に戻ると信じていました。 

 ところが 26 年度になって野球場

の移転計画は？何処に？いつ？建

設するのか？市担当課からは何の

説明もなく、「宗像・沖ノ島関連遺

産群」を世界遺産に登録のため野球

場が建設できないとの箏ですが、そ

れなら代替地を探して約束を果た

すのが本筋ではないかと思います

が？ 

 今回「市スポ推」の中に“2 球場

体制で行くと”計画してあり、3→2

球場に減らす根拠の説明もなく突

然のないように驚いているのが現

実です。 

 ～いくら（案）とは言え、行政の

野球愛好者を無視した一方的な推

進計画の提案で、約束を反故にした

やり方には承諾しかねます。～ 

 現状は、学童の各種野球大会につ

いては玄海の鐘崎にある「漁民広

場」を利用し、一般の人（壮年を含

む）が日曜日に野球（試合・練習試

合・練習）をしたくても球場が尐な

いためと、二つの球場はいつも各種

大会で抑えられているため、野球を

する場所がないのが野球愛好者（チ

ーム）の悩みの種です、野球連盟愛

好者からは「2 年間待てば元通りに

なるという約束だったのに、「どう

にかならないのですか？」との苦情

が多く上がってきているため野球

関係者は困惑しています。 

 今回の「市スポ推」がスポーツ・

運動をする機会を与えるとの命題

に逆行し、市民のスポーツの場所を

奪う形になりはしないか？と心配

しています。「市スポ推」は２７年

度からの計画であり、3 番目の野球
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場建設については「市スポ推」の計

画以前の問題で絶対に必要不可欠

であります。 

 当初の計画通り「玄海公園野球

場」の変わりの野球場を早急に建設

していただき、その上で、「市スポ

推」にある、30年度からの“野球場

の一定の再整備”を推進していただ

きたいのです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 宗像市に野球場は 2 つあります

が、現在、不足していると思いま

す。（玄海Ｂ＆Ｇ廃止により 2 球

場） 

 今後、野球をする年代が壮年及

び還暦へと拡大している状況の中

で、スポーツ（野球）を推進して

いくには、野球場は最低 3 球場必

要です。計画案の２球場では足り

ません。計画の修正をお願いしま

す。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 息子が小学校から高校まで野球

をしていました。大学生になり、

友達とチームをつくり野球をする

話をしていますが、練習試合等を

する場所がないため話が断ち切れ

となっていると聞きます。理由は、

公式試合のため中央公園野球場、

明天寺公園球場が予約されてお

り、ほとんど空いてない状況と聞

きます。 

 せっかく友人と野球がしたくて

もできないのは、野球場が不足し

ているからだと思います。スポー

ツ（野球）の推進のため、計画を

変更し、新たな球場整備をお願い

します。 

一部修正

（野球場の

整備） 

 野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 今年の高校野球夏の予選ブロッ

ク代表を決める試合、宗像高校と

東海大付属第五高校との対戦があ

りましたので飯塚にある筑豊緑地

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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球場まで見に行きました。球場の

中には、地元宗像の人たちが大勢

来ていて、それぞれ応援席の方に

わかれて声援を送っていました。

この光景を見て、宗像に野球場が

あったらなあとつくづく感じたも

のでした。ぜひ、遠くまで行かな

いで近くで見ることのできる野球

場を作って下さい。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 私は高校野球のファンです。宗

像には高校野球ができるグラウン

ドがないために近隣の中間球場や

久留米、春日球場まで出向いて野

球を見に行っています。今回は是

非、計画の中に野球場を入れて下

さい。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 私が住んでいる近くの宗像ユリ

ックスの周辺に 20 数年前から野

球場が建設されるように市が計画

していると聞いていましたがいま

だに実現していません。早く実現

して下さい。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 野球場は現行の 2 球場から 3 球

場にしてほしい。野球は宗像地区

の小学生の交流が図れ、楽しめる

スポーツの一つである。 

 宗像市は大きな企業がなく人が

中心の町である。人が元気でいる

ためには健康が第一である。その

1 つにスポーツがあり、中でも野

球は一部を除く全小学校に野球チ

ームがあり、大会、練習試合を通

じて切磋琢磨しながら交流を深め

ている。やがては中学校になって

合流する土壌が出来上がってい

る。しかしながら、環境の設備は

遅れている。野球場は 2 球場しか

なく大人等の試合が土日にあるた

め小学校の試合と重なり、また雤

などが重なると順延は難しく大会

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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自体が中止になるところもある。  

例）日の里尐年野球クラブ記念大

会は 8月開催→3月末 

そのため、小さなグラウンドを使

用し通常ではありえないようなロ

ーカルルールで試合を進めている

ような状況である。 

 他の市と比較しても福津市は硬

式野球ができる球場が 3 拠点ある

のに対し宗像市はゼロ。人口も小

学校も宗像市の方が多いにも関わ

らず見务りする現状となってい

る。大きくなった宗像市の地域コ

ミュニティを果たしている重要な

手段の 1 つである。尐年野球を衰

退させないため、また、これから

大人になっていく小学生たちに宗

像市に住んで良かったと言えるよ

うにするためにも早急な環境の設

備に期待したい。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 宗像市に野球場が尐なすぎるの

で、球場をもっと増やしてほしい。

球場が増えることで野球人口も増

え宗像市が栄えることを期待した

い。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 子供が尐年野球をしています

が、地域の方や祖父母（高齢者）

が気軽に観戦できるように、駐車

場や観客席等の設備の整った野球

場を増やして欲しいです。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 私達、玄海サンジュニアは鐘崎

グラウンドを拠点に活動していま

す。監督またはコーチより子供達

に、野球を通してスポーツの楽し

さ、悔しさ、喜びまたは礼儀を指

導して頂いています。しかし、野

球人口及びチームが非常に多い

為、公式戦等で試合球場を確保す

るのに、大変苦慮しています。ど

のチームの指導者または保護者の

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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意見も同様だと思います。この問

題を解決するのに、どうしても新

しい球場が必要なのです。 

 宗像市中央公園と明天寺公園を

整備するだけでは、何も問題の解

決にはなりません。今回の推進計

画（案）には、私達の苦労等がま

ったく反映されていません。また、

発案者の方々は現状の把握をまっ

たくされてないと思われます。一

度現場の視察を行ったり、状況の

調査等をすれば私達の思いを理解

できると思います。 

 野球を通して、スポーツに頑張

っている子供達の為にも新球場の

建設をお願いしたいと思います。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

・ 宗像市の野球人口に対して球場

が尐ない 

・ 市民球場と明天寺球場は駐車場

が尐ないので、利用しにくく駐車

場がたくさんある球場がほしい 

・ 立派な球場を作り、海外との交

流試合をしたい 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 私達、神興ヤンキーズは、福津

市神興東小校区で活動している尐

年野球チームですが、全日本軟式

野球連盟宗像支部学童部に所属し

ています。野球を通して、健やか

な成長はもちろんこと、楽しさ、

悔しさ、思いやり、礼儀、感謝の

気持など、いろいろなことを経験

して多くのことを学ばせてやりた

いと思っています。 

 しかし、大人から子供までの野

球人口が多く、整備された野球場

が不足しているため、試合会場の

確保に苦慮していますので、是非

宗像地区に整備された野球場を設

置してください。 

 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 宗像市に野球会場が尐ないの

で、球場を増やしてほしいです。

球場が増え野球をする機会ができ

れば野球をする子供も多くなると

思うのでよろしくお願いします。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 尐年野球で宗像市にお世話にな

っております。福津市には、年々

野球人口が増えております。是非

宗像市にも球場を作って欲しいも

のです。 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

基本計画案の付加修正について 

（２）野球場の整備（P22） 

 ・問題点 

野球場を 2 球場にする根拠が理解

できない！ 

 現状では、大人 30チーム、中学

10 チーム、学童 14 チーム（福津

市も含む）、更に、中学校野球部

OBによるチーム（フレンドリーシ

ップ 8チーム）また、宗像高校 OB

によるマスターズ甲子園などシニ

ア世代の野球も盛んになってい

る。そのチームの方々が、毎週の

練習会場、試合会場の確保に苦慮

されておられる中、「2球場とし」

とスポーツ推進計画に謳うのは実

態把握が出来ていないと同時に、

宗像に根付いている野球というも

のを後退させるものである。 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

・ 宗像市には、宗像中央公園と明

天寺公園の軟式野球場の 2 球場し

かないため、チーム数に対し、2

球場では尐なすぎるのでは。 

・ 球場の駐車場も尐ないため、車

を留めるのも大変。 

・ 観客席も無く、観戦するのに不

十分。 

・ 雤の後、水はけが悪くてグラン

トが使用できなくなったりするた

め、グランドの新設か改修が必要

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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だと思う。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 宗像市内の野球場は市営球場と

明天寺公園の 2 つしかありませ

ん。明天寺グランドにおいては、

駐車場も尐なく、水はけも悪いた

め今年の中体連の大会においては

グランドコンディションが不良の

ため前日に突然の会場変更がある

などの宗像には学童から大人まで

野球チームが多数存在していま

す。 

 そのような現状の中で宗像市内

に球場が 2 つしかないというのは

尐なく思います。今、現在の 2 つ

の球場の再整備や野球場の新設の

検討をお願いできればと思いま

す。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 野球場が現在 2 球場しかないと

いう事で、野球チーム数に対して

は尐なく感じます。頑張っている

子供達の為にも球場を増やしてい

ただけると、活性化してよろしい

のではないかと思います。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

宗像市の野球場整備計画について 

・軟式野球場を宗像中央公園と明

天寺公園の 2 球場とする。という

ことだが、市民が活用できる球場

が 2 球場だけというのは尐なすぎ

る。現状、宗像で日曜日に主催す

る大人の大会運営には 2 球場が必

要だということ。 

・学童の大会を開催する正式な球

場の確保が必要である。 

・わざわざ他市の球場を借り、高

い利用料金を支払うのでは各チー

ムの負担も多い。 

・野球を身近で楽しむためにも玄

海小跡地に計画している球場を尐

しでも早く開設してほしい。また

現軟式野球場の観客席等の整備も

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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早く実施して欲しい。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

宗像市内の球場で野球がした

い。将来大人になったとき、野球

場がなかったらいやだ。 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 現在 19才になる息子、7才にな

る息子がいるが、尐年野球チーム

に入っているが、19才になる息子

が尐年野球をやっている時と現状

は変わっておらず、野球場が宗像

市には尐ないと思う。また応援に

行った時など父母その他の方の観

客席などスポーツ施設（野球場）

を作ってほしい。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 スポーツの多様化、尐子化が進

んでいますが、現状の 2 球場では

不足している現状です。改正案は、

再整備を行い、需要を加味しなが

ら検討していくという、ゆっくり

としたペースに思います。子供達

は、練習場を確保する事に労力を

要する事もあり早い対応を要求し

ます。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

・子供が尐年野球をしているが、

試合会場の確保が難しいので、野

球場を増やしてほしい。 

・青尐年の健全育成のためにも、

スポーツ施設の充実は、自然体の

利益を考えて重要な課題である。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

第 6 章、8、(2)の野球場の整備に

ついて 

現在の利用状況が把握できてない

ような気がします。 

※ただし・・・屋外スポーツ施設

の整備については今後の利用状況

に応じて、本計画の見直しの際に

再検討します。とありますが、今

後ではなく、現在、そして過去の

玄海 BGに 2球場あったときの利用

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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状況を確認してこの計画をたてる

べきではないのでしょうか。連盟

に加入しているチーム数は把握で

きてるようですがその他のチーム

がどれだけあってどのくらい利用

しているのかが把握できてないと

感じました。現在もそうですが野

球場の予約に前日から並んで待ち

ます。これは玄海 BGに 2球場あっ

たときから同じで今は予約すらほ

ぼできません。近隣の施設をと書

いてありますが福津の球場利用は

宗像より多くの利用者があり、困

るチームがより増えるのでは。こ

の計画で野球場を整備していただ

けるのは嬉しいです。ですが、こ

の計画とは別に玄海 BGに 2球場あ

ったときのように他に球場がほし

いです。充実した施設ではなく、

野球ができるグランドがほしいで

す。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 谷井市長は選挙中公約のひとつ

として農協の体育館での演説で、

野球場の建設をあげられてたはず

です。北崎議員を支援又は応援し

ている方々(私を含め)はその言葉

を信じ谷井市長の支援、応援をし

ていたつもりです。公約はしっか

り守って下さい。必ず野球場建設

を成功させて下さい。よろしくお

願いいたします。 

一部修正

（野球場の

整備） 

  野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 スポーツ推進計画を作成してい

るが､草野球で使用する球場が市

営球場と明天寺球場の二つしか使

用できないとする制限はおかしい

と思う｡スポーツを推進するので

あれば､球場の使用制限はなくす

べきだ｡ 

 

 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 子どもが尐年野球をしている

が、試合を市外で行うことがほと

んどです。学童の公式試合をする

場所をもっと増やしてほしいの

と、近隣の市は球場がきちんと整

備されています。宗像市は学童等

野球人口は多いですが、球場に関

してみればお粗末です。どうか球

場の整備に力を入れてください。

よろしくお願します。 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 私が住んでいる近くの宗像ユリ

ックスの周辺に２０数年前から野

球場が建設されるように市が計画

していると聞いていましたがいま

だに実現していません。早く実現

して下さい。 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

私は軟式野球連盟の大会の運営

に関わっています。現在、明天寺

球場、宗像中央公園野球場と２球

場を使って大会を行っていますが

毎週土、日に試合をしますが、一

般社会人チームの参加が年々増加

してきて２６年度登録数３０チー

ムいます。一つの大会を終わらせ

るには１ヶ月かかっています。何

とかしても、もう一つ球場を作っ

てもらえないでしょうか。もう一

つは、現在２つの球場には放送施

設、本部席、バックスクリーン、

国旗、大会旗を掲げる施設が設け

てありません。従いまして宗像に

おいては県大会が開催されませ

ん。何とか新しい球場を作っても

らえないか、検討して下さい。 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 現在 私たちの子供は、全軟宗

像学童部の連盟に所属し、日々公

式戦の勝利に向けて練習に取り組

んでいます。ここ最近、宗像地区

の野球場の数を減らすという話を

伺いパブリックコメントを出させ

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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ていただきます。 

 全軟宗像の学童部は野球をした

い子供たちに野球の出来る環境を

提供してくれており、又、大会運

営費を安くすることで親の負担を

軽減してくれ、親として安心して

子供の大会に参加させていただい

ています。 

 そんな中、宗像市の所有する野

球場を一部閉鎖するとの声を聞き

非常に残念な気持ちでいっぱいで

す。  

 現在宗像市福津市などで、野球

人口が減っているとは言うものの

尐年野球を始め、中学高校、社会

人、地域のソフトボールなどの他

の地域に比べ盛んに試合が開催さ

れており、地域でよい成績を収め

ております。 

 宗像市の野球場が一部閉鎖にな

ると、上記の連盟との野球場の取

り合いとなり大会開催会場の不足

により子供たちの野球の出来る環

境を減らすこととなりかねませ

ん。又、上記により野球場貸代の

高騰などに拍車がかかり更なる野

球バナレ、衰退の一途を辿りかね

ないと危機感すら感じています。 

 なにとぞ、野球場数の現状維持

を強くお願いし、子供たちの野球

熱を下げないような取り計らいを

強く要請したくよろしくお願いい

たします。 

※同意見で 3人が提出 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

 高校野球の公式戦ができる様な

球場ができてほしいです。大人の

野球は、試合を出来る場所が限ら

れている。現在の 2 球場では、自

分たちの都合に合わせた野球の試

合をすることは難しく、徐々に野

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 
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球から離れていくことにつながり

ます。その為にも野球場を 3 つに

することは大事なことだと思いま

す。 

※同意見で 2人が提出 

◆施設整備 

22ページ 

（野球場の整

備） 

宗像は野球が盛んなのに球場を

減らすとは考えられません。3 球

場維持でお願いします。 

※同意見で 13人が提出 

一部修正

（野球場の

整備） 

野球場の整備の修正内容につ

いては、前述のとおりです。 

 


