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問７１ 宗像市の取り組み全般についての総合満足度 

図 2-146 宗像市の取り組み全般についての総合満足度 

 

 宗像市の取り組み全般についての総合満足度では、「満足」4％、「やや満足」29％、「普通」44％、

「やや不満」11％、「不満」3％、「判断できない」5％であった。 
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問７２ 宗像市が行っている取り組み全般に関しての自由意見 

 

■ 男性・18～29 歳 

関係ないかもしれませんが、宗像警察署の対忚が悪すぎる。連絡をとったり連携しているので

すか？ 

東郷の高架が新しく出来たのは良いが、U ターンしないと出れなくなってしまいました。それは

良いのですがポールや通路がせまくて U ターン出来ません。もう尐しポールを減らして通路を

広くしてください。 

市内で芸術活動をするのに不便さを感じ、別の所へ人材が流れていく現状を感じます。ライトな

カルチャーにも寛大になってくれるように願います。 

ユリックスの図書館をもっと大きくしていただきたいです。 

トンボや蝶の種類が減った。農薬が心配。小川や田んぼに小魚(ﾊﾔ･ﾒﾀﾞｶ・ﾌﾅ・ﾄﾞｼﾞｮｳ)やタニシ

がいない。蛍が尐ない。小鳥が全く来なくなった。この 3年間鳥の餌がいないからだ。釣川にカ

モ･白鷺・がいたが最近見られない。兵庫県豊岡市の様に無農薬になると良いと思う。 

 

■ 女性・18～29 歳 

市役所の対忚は本当に親切で感動しました。住民票の交付機などもとても良い。本当に便利。

どちらも広島市にはなかったものでこの点では引っ越してよかった。 

観光面に力を入れて、市民生活は後回しになっていると思う。 

アンケートが 19ページもあるのはどうかと思います。 

 

■ 男性・30 歳代 

アピールしたい所に金を使わず、古い公園や道路を整備してほしい。自転車道や市街地など

の凸凹。 

赤間駅のロータリーが広く整備されたのはよかった。 

アンケートの封筒にも書いてあった家賃補助ですが、結婚の際に宗像に移り住んだにもかかわ

らず、数ヵ月後に情報を知った為、補助を受けることが出来ませんでした。遡って補助金を受け

取れるようにして欲しかったです。全ての人が受ける事が出来なければ不公平だと思います。

入籍のときなど情報が欲しかったです。子供もいないので宗像に住む意味が無いように感じ転

出も考えています。 

世界遺産をめざすならメリットだけではなくデメリットも市民に伝えるべき。景観・伝統文化の保

護をもっと力を入れるべき。 

 

■ 女性・30 歳代 

よく分からないことが多いので、このようなアンケートに筓えて良いのか悩みます。だた子育て

については、各コミセンの中の遊ぶスペースを充実させて欲しい。各コミセンに軽食店があれば

集まりやすい。 

住みやすい市だと思います。  

私は宗像市が好きです。市政というのは本当に大変だと思います。頑張ってください。おばあち
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ゃんになって死ぬまでこの市に住んでいたいです。 

子育て世代を誘致しているのは知っています。ぜひ、これからも頑張ってください。共働きなの

で、「病後児保育」だけでなく、「病児保育」を求めています。今は、福津や八幡西区まで行って

います。早急にお願いしたいです。北九州市のサポートセンター（？）を利用しています。宗像

にも取り入れてほしいです。 

がむしゃらに頑張れ。人様からお金をもらって生活しているということを考えて仕事しろ。不要な

人件費は払うな。もっと職員を減らせ。チラシを作るな。年度予算を使い切るな。 

頑張ってください。 

アンケートもネットで回筓できるように工夫したほうが良い。宗像市は以前に比べると勢いが無

いと思う。福津市・新宮町・筑後市のほうが活性化していると感じる。 

子育て世代なのであまりそれ以外のことへの興味がないですが、自分が見たい情報を HPから

見たとき尐し見にくかったです。それぞれの世代が興味があることをピンポイントに発信しても

らえるととてもうれしいです。 

 

■ 男性・40 歳代 

小中一貫教育を行っているが、具体的な活動と効果がわからない。 

宗像には一度失うと二度と取り戻せない第一次産業の基盤が残っていると思います。そこにも

っと力を入れてブランド化出来ないものでしょうか。色々な取り組みにチャレンジされていること

はとても素晴らしいと思います。いつか必ず実を結ぶと思いますのでがんばってください。 

「子育て世帯及び新婚世帯家賃補助制度」に関して対象者が市外から転入する世帯に限る（子

育ての方）のはおかしいと思う。宗像市に住んでいる人も、優遇してほしいです。 

市主催の文化事業に参加しているが、全く宣伝されていないため毎年参加者が尐ない。他の

分野でも同じことと思うが、せっかく行政サービスの向上や地域コミュニティの向上に取り組ん

でいても、広く市民に情報が行き渡っていなければ意味がない。 

東郷のコミセンのスリッパを新しい物に変えて欲しい。年度末等のムダな道路の掘り返し等は

止めて欲しい。 

 

■ 女性・40 歳代 

くりえいとの山田川沿いを整備して下さい。市民農園の方が枯れ草を燃やすのをやめさせてく

ださい。風向きによっては臭いがきついし、私は枯れ草もゴミに出しているのですから。 

市役所に行くと、（例えば、市民課の奥など）何もせずに座っているだけの職員のような人を見

かけます。あんな仕事ぶりで民間企業以上のお給料をもらっているのかと思うと、市民税を納

めたくなくなります。 

高齢者の方が交通ルールを無視して子どもより悪いので、もう尐し対忚をした方がよいと思い

ます。支援ばかりするのではなく、尐し自分達で努力することも必要だと思います。 

（朝のウォーキングでの道路の渡り方や犬の散歩の際のフンなど etc・・・小学生でもちゃんとし

ています。） 

がんばってください。 

もっと他の市町村のよい部分を勉強して取り入れてほしい。地産地消といっても宗像は大豆ぐ
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らいで、飛びつくほどおいしくないし。もっと、浮羽や田主丸ならフルーツ、糸島は何でもあって

おいしいし、何か市政で特色のあるものの生産を勧めてみるとかできないか。土地はいくらでも

あるんだから、若い人で起業したい人に格安家賃で店舗を貸す（期限付き）とか、もっと 20、30

代の人が集まる市にしないと、ほんとに老人ばかりの市になってしまう。ユリックスの 3月の文

化祭に行ってみて。若い人なんか来てませんよ。 

市民の本音を拾える点でこのような匿名アンケートがあるのは良いことだと思います。便利な

立地を生かした企業誘致が進み雇用が増え税収も増え・・・良い循環が生まれてくれることを願

っています。地元に働き口があるのは生活の安心感にも繋がると思います。 

 

■ 男性 50 歳代 

レスポンスが悪い。やはり役所仕事。努力している面もある。「むなかたタウンプレス」は本当に

読みづらい。 

今後の尐子高齢化に対する取組みを進めてほしい。 

みんなが税金を払っているのだから、市民に対してわかりやすくしてほしい。地区によってはわ

からない人も多いと思う。行政のことなどで、こういうことがありますよと事前にもっとわかるよう

にして下さい。言ってくるのは税金のことばかり。 

ケーブルテレビ等で宗像市チャンネルを作って宗像市や福津市等の紹介番組を放送すれば良

い。市政でも観光でもイベントでもテーマパークを誘致。福津のイオンは良いですね 

福津市が誘致したイオンモールのような大型店舗ができれば、おのずと人が集まり活性化する

のではないのでしょうか。今から３８年前宗像に移り住みましたが当時と比べると静かでさみし

いというイメージです。 

質問項目が多すぎやしませんか？ 

特にありません。頑張ってください。 

 

■ 女性・50 歳代 

大きな病院を建ててください。 

宗像市がどういうまちづくりをしたいのかが見えない。人口を増やしたい様だが企業を誘致する

こともなく、働き口の確保が不足している。５年後、10年後、20年後の宗像をどうしたいか、市

長のビジョンが見えない。そもそも、このアンケートで何をしたいのかさっぱり分からない。こうい

うのを税金の無駄使いというのだ。 

勤労者に対する行政サービスが尐なすぎる。昼間働いていると利用できる行政サービスが尐

ない。例えば、図書館なども開館時間を、周辺自治体を見習って延長してほしい。年末年始も

長く休みすぎと思う。 

期間限定の宗像に住む人への住宅手当支援はとても良いと思います。最初は支援金にさそわ

れたとしても２～３年宗像に住めば良い所だと思われる方が多いと思います。子育て中の方々

には２０～３０年前よりは支援などかなり向上していると思われますが、宗像は子育て環境が整

っていると評判になれば、さらに定住者が増えると思います。あとは高齢者にとって必要なサー

ビスの充実をお願いします。 

私共が引越して来ました頃に比べ、人口とともに宗像市の取り組みもより充実し、安心して暮ら
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せる様になりました。時代の流れもあり、今後ますます高齢者も増え、共々不安になりますが、

安心してより住みやすいまちになって行くことを希望します。 

 

■ 男性・60～64 歳 

常に公務員であることを忘れず、市民のための行政を推進してもらいたい。 

予算の問題もあるのでしょうが、宗像市が取り組んでいることが表立ってわかりません。宗像市

に 40年住んでいますが、活動は目に見えません。 

自分の満足のための仕事でなく、市民の満足の為に仕事をしてください。 

アンケート調査について。調査項目など絞って簡素化できないですか。 

宗像市がどうあるべきか、どのような市にしていくのか？（老齢化・税収減等を迎え）を市長、市

会議員、市職員が真剣に考え（有識者の意見も聞く必要あり）、その検討結果を広報で広く市

民に知らせ賛否を問うべきである。 

老人増加に対する本格的取り組みが必要。 

 

■ 女性・60～64 歳 

今後、高齢者増加が見られるので高齢者に対する介護、施設の充実を希望します。 

宗像市は産業も誘致することができず、隣の福津の発展からしたら市長は何をしているのかと

思う。現状維持どころか後退している。福祉も老後安心して住めると思えない。老後は引越しを

考える程だ。とても魅力がある都市と思えない。 

ごみの収集は家の前での収集にして欲しい。高齢化のためゴミを持って行くのが大変です（他

の地域ではやっているので出来るはずです）。田熊、日の里北口、JR東郷駅東口の交差点で

の交通システム（信号、道路の配置、橋等）が悪くスムーズな通行（車、人）が出来ない。根本

的なシステムの改善を求む。※すべての道が一つに集中している 

宗像市の取り組みは整然としてよく行き届いていると思います。ただ今後整備を進めていく上

で、今ある宗像市の自然を尐しでも壊すことのないよう配慮していただきたいとお願い申し上げ

ます。 

色々ありますが、判断できません。 

沖ノ島の世界遺産登録の取り組みに反対します。せっかくの自然が壊されてしまうのではない

でしょうか？信頼できる総合病院が欲しいです。よろしくお願いします。 

宗像市の広報は現在１日、１５日号を出してありますが１ヶ月に１回でよいと思います。私は現

在自治会の役員をしていますが、住民の方の意見も多いです。お知らせがあれば回覧板で回

せばよいと思います。広報をよく読んでない人も多いです。 

 

■ 男性・65 歳以上 

行政のアピール力不足を感じる。何事にも市民の心を動かすことが必要。 

国民宿舎ひびき前の海岸防風林の松林の手入れがなされてなく、松くい虫が猛威をふるってい

るので、早急に対策を立てて下さい。 

市は、地域住民が住みやすい市政を心がけてやっていただきたい。問題点は色々あると思い

ますが、市長を中心に「お・も・い・や・り」の心で行っていただきたい。 



 

167 

 

まちづくりでは、常に自然との調和・調和と唱えられていますが、何時の時点での調和なのかと

考えさせられてきました。調和を唱えながら出来た景観が年ごとに醜悪になっているように感じ

ます。大商業資本の進出拒否感謝いたします。宗像市、大いに希望があります。 

議員の数が多すぎる。 

税収等確保のため大企業の誘致が必要と思います。でないと将来的に宗像市は老人の町に

なると思います。市が協力して宗像医師会病院の診療科目をもっと増やして市民病院のような

性格にしてほしいと思います。現在は開業医の紹介がないと受診できませんし、診療科目も尐

ないです。 

もっと若い人が働く場を確保してほしい。殆どの若い人が市外に出ている。 

後期高齢者ですが、保険は高くなる一方で年金は下がる。後期高齢者をいじめる宗像市の保

険のあり方ではないでしょうが、考え方が違っているのではないでしょうか？ 

赤間駅北口の広い方の有料駐車場（農協倉庫のあと）は、JRの駐車場ができて利用者が極端

に尐なくなっている。廃止して「ホタルの里」のような施設、又はコンビニなどを誘致してもっと買

物をしやすくしてほしい。赤間西地区居住者はゆめタウンまでは尐々遠いので困っています。 

高齢者が安心・安全な社会環境。世界遺産登録の努力。青尐年の教育環境の向上。産業(農・

海)の育成。 

よく取り組んでいると思います。出来ればサイクリングロードなどを広げていただくようにお願い

します。 

公園緑地の管理をもう尐し実施させてほしい。 

議員定数を半減（50％以下）。 

あまりにもコミセンに頼りすぎ。区長、地域の役員が大変です。コミセンの会長、事務局がもう尐

し考えて行事等をするべき。祭り等は地域の募集。（実行委員会を立ち上げ） 

高齢者が毎年増加する中、行政として真剣な取り組みを求める。宗像市は企業の誘致もなく、

住宅地帯と考えると、税収入は住民税だけで、住民が年老い、その収入の先行を思うと心配に

なる。 

宗像市で生まれて住んでいたのは 24年間。あとは県外で働いてましたが、4年前、県外より引

き揚げ、宗像市に帰ってきました。景観も変わり、母校の宗高も変わり、大きい街になったのか

返筓が難しい。 

ふれあいバスは何の為にあるのか？色々な所を通っているが乗ってる人は非常に尐ない。税

金の無駄遣いではないのか？ 

高齢の一人暮らしなのでテレビを中心の情報しか入らない。 

アンケート資料を有効に活用願う。 

市政当局が及び議員達が真剣に考え実施すれば当然、試すべきことが分かることでしょう。 

今はまだ自由？に体を運ぶことが出来ますが、いずれ買物、病院、公共機関等、不便になると

思う。コミュニティバスのあり方をもう尐し見当していただきたい。 

過疎地の対策についての検討。 

市から住民への伝達通知の機能は、コミュニティを通じて行き渡っていると思いますが、住民か

ら直接市への相談が今尐し容易に出来るように望みます。いのししの出没について隣市と共同

しての対策等は有りませんか？ 
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■ 女性・65 歳以上 

以前、心配相談所（市役所内）へ行った際…１．ドアを閉めたままで相談中と思い順番を待った

ものの実は内輪で談笑中だった。結局一時間以上待たされた（他のコーナーは係が声をかけ

たりドアを開放していた）。 ２．時計をチラチラみて時間ばかりきにする。３．「○○市役所に相

談したらどうですか？」（男性） 態度が悪い上こんな素人でも分かる一般的な回筓しかしない

のならば相談所の意味がありません。アルバイト感覚としか到底思えない（思っていない）。相

談員（臨時職員）もいい加減な人では迷惑だ。※必ず市長へ報告し善処すること！ 

特に思い出さない。 

葉山はコミュニティバスが通らないので不便です。高齢者が多くなったのでぜひ通して欲しい。

車の免許を７０才以上で自主返納の場合、２万円のコミュニティバス利用ができるとのことです

が、西鉄バスも利用出来る様に変更して下さい。ぜひお願いします。 

色々の事に取り組んであるのに何も知らなくて申し訳ございません。今後は広報などしっかりと

拝見致します。 

ユリックス西交差点において中央中側から来る車の通行を規制して欲しい。とても危険です。コ

ンビニ ATM（福銀）を増やして欲しい。新駅（東郷）にはしっかり ATM コーナーを設置して欲し

い。 

タウンプレス以外の取り組みは知らないことが多いのではないかと思う。 

日の里コミュニティは坂の上にあるので、行きたくない。東郷駅前がさみしい。 

歴史、自然を残し大切にし、農業・文化それぞれが共存しおおらかな空気の美しい宗像市であ

ってほしい。医療面では市立の総合病院設立、教育面も更なる向上を目標として考えて欲し

い。 

市役所のお仕事は本当に大変だなと感じました。以前は折にふれてお伺いしていましたが、今

は近くの散歩しかできません。このような高齢者もしっかりと保護していただいていますのを今

回は身にしみて感じました。有難うございます。 

安心して行ける、何時でも受け入れてくれる総合病院が出来ることをお願いします。 

年に２回(春季と秋季)町内の草取りがありますが、一斉清掃は私達高齢者は大変体に負担に

なります。私のように膝が悪くなったら痛いけれども無理しても出ております。何とか市の方で

なりませんか。 

自宅の横は空き地ですが、草が伸びても地主が刈りません。市役所にもお願いしましたがその

ままです。何とかしてください。 

何にでもよいと思うこと、市民のためになると思うこと、若者が離れない町づくり、活性化を帯び

た市づくり等、積極的に取り組んでほしい。自由ヶ丘は、空屋・売り地がとても多い。この実態

（宗像離れをしている実態を考えてほしい）を市を運営する人たちに知ってほしいのです。また、

市民である私達も不満だけでなく、自分達に何ができるのかを考えていかないといけないと思

っています。 

尐子高齢化が進むなかで、この先私達団塊の世代では高齢者福祉や医療の面など、どのよう

になっていくのか不安。そのために、最後まで自分らしく生活していけるように努力はしている

つもりだが。若い世代が結婚し子どもを生み育てやすい社会、女性が子育てしながら社会参加
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できる環境づくりが望まれる。 

日本全国高齢者でいっぱい。どこも役員の受け手が尐ないので、若い方や中年の方を多用さ

れると又気持ちも違ってくるのではないでしょうか。 

暇を持て余している高齢者を活用できるように、そういう知識を有効活用するプロジェクトにこそ

力を入れるべき。隣の市や町がやっているから的なことが多いように見える。宗像色を見せて

欲しい。 

歴史文化の継承で沖ノ島について市民としてどのようなメリットがあるか？理解しづらい。 

民生委員について一寸思うこと・・何事につけ噂話をせず、関係者本人になって考えて筓え指

導してほしい。 

東郷駅周辺、特に日の里には以前に比べてさびれている。せっかく駅に近いのにもったいない

と思う。団地再成(リノベーション)して若い世代の人に住んでもらって、お年寄りとの共存、病

院、保育所、マーケットを駅近くに配して宗像市に住んだら便利だとアピールすれば住民も増え

るし、全国の見本となるようなまちが生まれるのではないか。東郷・赤間駅前に市役所の分所

を置いて欲しい。ゴミだし、特に缶やビン等で月１回はきついです。駅前やスーパーなどに回収

場所を設けてほしいです。ユリックスまで持って行くのは年寄りにはきつい。今、尐々、財政難

になっても将来を見越して欲しいです。宗像市が好きだから。 

 

■ 性別不明・18～29 歳 

自然をこれからも守っていき、人も動物も暮らしやすい町にしてほしい。                 

 

■ 性別不明・30 歳代 

このアンケートの意図がいまいち掴めない。アンケートの項目が多すぎる（最後は適当になって

しまう）。市長の顔も名前も一切を知らない。このアンケートも含め、企画力が足りないし、やる

気が感じられない。無駄な職員は減らしてほしいし、対忚も良くないイメージ。JAの力が強すぎ

る。何故、TPP反対なの？保守的な街づくり大反対。このアンケートの結果がどのように反映さ

れるか見もの。 

まずは沖ノ島の世界遺産登録を住民一人一人で認識して盛り上げていくようにする。 

赤間駅周辺の整備も良いが、東郷駅周辺の惨状に目を向けていただきたい。市役所が暗い。

世界遺産に登録もいいが、現在の宗像市が観光客を受け入れる準備が出来ているか疑問で

ある。 

ただ今、宗像市内で国道 3号線沿いに商店が多く、赤間駅や東郷駅あたりが寂れているように

感じている。モータリゼーション化で仕方ないのかもしれないが、生活に密着する商店などを駅

前に多くしてほしい。 

 

■ 性別不明・40 歳代 

個人的には取り組んでいる所が目に付かないので何も言えないが、バラバラで統一感がない。

宗像色というのもあるのか？よその自治体のまねごとは一時的なものであると思う。 

他の市町村に比べ、税金が高い。ゴミ袋、水道代、燃えないゴミの分別作業など、市民に負担

がかかっているのに、広報誌が月 2回もあり、市の職員が多く、市役所、コミュニティセンターで
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職員が多い。市の主催する催し物がやたら多いが、仕事が忙しい人は行けず、暇な人（老人や

所得の多い人）のみが得をするようになっている（不公平）。これから人口が減っていくのでどん

どん削減すべき。本当に大切な事（健康・安全・遺産保全・福祉・子育て・医療）に使われるべ

き。 

 

■ 性別不明・50 歳代 

文化面ではほぼ満足しています。経済・福祉の面はよくわからない → 自分でもっと知ろうと

すべきだと思います。 

不必要なところに税金の使いすぎだと思います。 

とにかく水事業に力を入れて欲しい。北九州市に「タカギ」があります。水事業プロ！ 子育て世

代に力を入れるなら水のことはとても大切です。薬を沢山使った飲料水は恐いです。福岡市よ

り転入した時の水道代の高さにはビックリしました。２ヶ月分の請求と思っていました。同じ事を

言う人は多数です。 

 

■ 性別不明・60～64 歳 

住民税が高い。 

名古屋市長みたいに住民税を下げた分、議員数を減らしたい。市長の給料を下げるなどに取り

組む。今、市の職員の給料を民間企業で働く人は尐ない。市の職員の給料を収入の尐ない人

が払っている。不公平感あり。 

まず総合病院。次に交通機関。 

問 66～77のような項目について、具体的な取り組みを知っているわけではないが、生活してい

る中で見聞きするところでは不満な点はありません。具体的な取り組みを知らなさ過ぎることに

よる満足感だと思います。今後は取り組み自体をよく把握し意見をして出せるようにしたいと思

っています。 

 

■ 性別不明・65 歳以上 

行政がやるべきことまでコミセンに押し付けている感じがある。コミセンにもっと裁量権を与える

べきだと思う。 

行政全般的（国、県）の為政者について余り信用しておらず期待していません。全ての人の思

いは達成できないと思いますが、税金でもらっていた給料に対する人としての対忚精神が今後

どうなるのか心配である。宗像市長を中心に誠意ある行政をお願い致します。「アンケートを行

った」ことだけで企画部の仕事が終わったということにならないよう、若い人達を中心に自分達、

子ども達の将来を真剣に検討し、明るい生きがいのある地域づくりを期待します。優先順位は

①自分達②子ども達③高齢者で良い！ 

後期高齢者が健康に過ごせるように施設の利用は無料にするべき。高齢者が進んで外に出ら

れるように。金がかかると出にくくなる。 

資源ゴミ回収で宗像市は何種類にも分別しなければなりません(福岡市は遅れているのでしょ

うか？宗像ほど細かくありません)。細かく分類した方が大きな効果が得られるのでしょうか？こ

れから年を重ねたとき、これ程の分類が一人で出来るのか不安です 
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地元に尐し無理を押し付けているように感じられます。協力は惜しみませんが決まったことをそ

のまま、させられている印象を受ける。 

高齢化が進みますと空き家が増えてまいります。(子供が皆、女の子の場合が特に多い)都会

に住んでいる人達の中では田舎に住んでいい空気を吸って家庭菜園を作ってと希望は膨らむ

ばかりです。インターネット等で公募しては・・ただし家賃は１００円にすること。もし売り出す場

合すごくビックリするくらい安くすること(絶対、宗像に移り住む人が増えますぞ)。 

ユリックスの図書館の史関連の図書資料等が他の図書館に移されているが、その図書の整備

が出来ていない。武雄の図書館を見学して研修してください。 

ユリックスやメイトムに高齢者が行くのに交通の便が悪い。中心（田熊 古墳公園はユリックス

にあるので）に市民が利用できる公共の建物がほしい。 

福岡市より転居して１年になりますが、大変素敵な所です。自然がたくさん残り美しい所です。

生活するのに快適です。また文化的にレベルが高く人が穏やかです。この景観がいつまでも失

われることが無いよう願っています。長く住んでいませんので良く分からない所があります。ご

容赦ください。 

１．高齢化が進んでおり、もっともっと若い人が住むような魅力ある街づくり。 

２．住むところとしては気に入ってますが、IC産業等の企業が尐ないと思います。 

防災に対する事前対忚体制を具体化し、住民に徹底することが喫緊の課題です。ハード対策

には自ら限界があるので、それを補い万全を期する為のソフト対策を具体化し、定期的にトレ

ーニングすることを住民活動として習慣化することが必要だと思う(釜石小学校の事例を宗像市

全体で具現化するべきでしょう)。 

 


