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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2-143 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」3％、「やや満足」31％、「普通」44％、

「やや不満」11％、「不満」2％、「判断できない」5％であった。 

 

 



 
162 

 

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 

 

■ 女性・18～29歳 
何を取り組んでいるかも知らない。 

新婚補助制度は賃貸だけでなく、新築の世帯も対象となれば住みやすいです。 

手話について意見を聞いてほしいです。 

宗像は住みやすい地域だと思います。自然が多くある緑豊かなところが魅力だと思っているの

で、大切にして欲しいです。将来、子育てや住み続けていくことを考えると、子育て支援や住宅

補助が充実していると嬉しいです。森がたくさんあるので、薪ストーブ設置補助とかしてもらえる

と新築の際に薪ストーブを設置したいです。 

広報は月一回で良い。 

 

■ 男性・30歳代 
みなさんよくやって下さっていると思います。有難うございます。 

社会人でも気軽に参加できる、草野球やテニスなどのスポーツサークルが宗像にあったらい

い。 

道の駅の多面的な活用性を考えてほしい。余った野菜、魚等を加工する施設が必要。宗像市

の若者雇用の充実。 

当面の課題もたくさんあるでしょうが、将来の宗像市のことを一番に考えた取り組みをお願いし

ます。 

宗像市はこれからどうしたいの？宗像三神で観光収入を狙っているの？だったら、幼児教育か

ら宗像三神を教え込みなさいよ。企業誘致もあまりできず、農業・漁業に頼るの？道の駅が良

いからって調子に乗ってる？市長は宗像市民のため、本当に頑張ってください。 

20代～40代世代が意見交換し、交流する場がない。 

 

■ 女性・30歳代 
市の取り組みがもっと市民に見えるといいと思う。読むのが億劫でない広報誌・パンフレットを

作ってもらいたい。色々活動されているのに、伝わらないのはもったいないですものね。 

唐津街道の宿場町は、ぱっと見の雰囲気は良いけれど、じっくり見ると中途半端な印象で残

念。徹底してやらなければ人も集まらないし、これまで使った資金も無駄になりそう。 

子育て環境にやや不安がある。(保育園や休日預けサービスの充実等) 

大井ダムが公園になるみたいですが、広いし、人もあまりいないので、防犯や町の治安も考え

てつくってほしい。宗像市に新しい小・中学校が出来るとニュースで見たけど、試験を受けての

学校でしょうか。宗像も高齢化が進んでいるので、若い方がたくさん住める町にしてほしい。宗

像に家を建てようと、土地を探した時に、古家が建っているところが多い。更地になっていたら、

買いやすいし、探しやすいと思う。 

 

■ 男性・40歳代 
道路及び安全については、工夫がなく、素人考えすぎて非常に不満である。メール等で意見し
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ても、相手にしてもらえないのはいかがなものか？ついつい住民税が高額だと思ってしまうの

は、不満の現れであると考えている。 

少ない職員で頑張っていると思います。ただ、一部のやる気のない職員を見受けることがあり

ます。 

特徴のある街を目指してほしい。他の街とは違う魅力のある街、どこにでもある街では、人は選

んでくれない。わざわざ住もうと思わない。 

市民全員が納得し、参加できる取り組みをお願いします。 

市政や市の方針、方向性が良く見えてこない。どういう方向に市を持っていきたいのか、はっき

りしていない。特別なもののない中途半端な市。市長は本当にいるの？今のままならいなくても

一緒。 

 

■ 女性・40歳代 
近隣の他市町村に比べて、人間関係も穏やかな人が多く、住みやすい町だと思います。企業

がないせいか、市民税など割高なのが不満ではありますが、きちんとしたことに使ってもらい、

納得がいくなら、それでよしと考えています。以前働いていた時の保育料は、北九州、福岡市よ

りかなり割高で、正直、引越ししようかと考えるほどでしたので、将来、若い人々に住んでもらい

たいなら、そこは考えて欲しいところです。 

体をこわさないよう、市職員の皆さまも健康に過ごせますように・・・。 

少しずつ変化していく赤間駅周辺など、町並みがきれいになりました。ただ、大通りの道路の線

をもっと夜間も分かるような感じ、プラスきれいにはっきりなるといいと思います。 

水道料金が高い。安くできる対策を考えて、取り組んでほしいです。そして安全な水質でお願い

します。 

小学生2人、中学生1人の子供を持つ親です。小中一貫教育や子供達に様々な体験をさせる

ために市が援助して下さっていること、ジビエ給食や、その他、子供達に強い関心をもって取り

組んでくださっていると感じます。他の市町村で子育てしている友人には、「引っ越すなら宗像

がおススめよ！」と宣伝しています。ありがとうございます。 

宗像中高一貫校のレベル向上を促進して下さい。レベルの高い学校があれば、住民も増え、

発展に繋がると思います。 

先進的、画期的な取り組みをしていると思うが、その後が定着・継続していないものも沢山ある

と感じる。 

福津市はイオンの誘致に成功し、周りにどんどん住宅街ができで、若い世代も増えると思うの

で、税収も増え結果、高齢者も暮らしやすくなっていくと思います。それが宗像には出来ていな

いと思います。宗像市ではなく、隣の福津市を選ぶと思います。せっかく海があるのに、糸島の

ようにその周りが充実されていないのが残念です。糸島は全国的にも注目されています。宗像

もあまりかわらないはずなのに、そこに行き着かなかったのが残念です。もっと若い世代に魅

力的でないと、わざわざ宗像に住まなくてもいいと思うのではないでしょうか。 

 

■ 男性 50歳代 
夜の道路が暗く、怖いです。街灯を整備してください。医療の推進を望みます。高層住宅（マン
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ション）の建築規制を強めてほしい。 

宗像市は、「車を持っていないと生活できない」エリアだと感じる。旧3号線沿いの公共施設は

まあまあ使い勝手が良いが、旧3号線と交差する路線は不便極まりない。道路行政（交通）は、

住民の動線をしっかり把握して、「住民移動（足）」の利便性向上の検討をしていただきたい。 

アンケートばかり、机上の空論より即実行 

過不足は感じていないが、定年退職後、老後生活に向けて、意見していきたい。 

宗像市に対してではないが、最近の自治会運営、特に公民館建設について、古くから居住して

いる住民の声を尊重せず、役員の独断（一方的な判断）により、建設する方向で進められてお

り、自治会自体の必要性に疑問を感じる。自治会設立当初から入会し、会費を払っているが、

自治会に入会していなくても市民としてのサービスを受けることができるため、退会しても何も

不利益が生じないのではないか？と考える。また、そもそも一戸建て市民は入会しているが、

アパート入居者は定住しないからなのか、ほとんどの入居者は入会しておらず、不公平感を感

じる。宗像市も古賀市のように、住民登録（転入出届）時に転入所在地の自治会に強制的に入

会させる制度を構築し、住民相互間の不公平感をなくすべきだと考える。 

宗像市も地域間格差があるとしかいえない。東郷と赤間の差は歴然で、東郷、日の里はどうみ

てもさびれている。限界集落化しているのでは。地元に基幹産業がないと、もしくは天理市のよ

うに県教都市、観光地化しないと埋もれてしまうのでは。宗像市は合併で対処したとしている

が、効果があるとは思えない。 

健康には運動が一番なので、運動出来る場所（桜公園）の夜間の証明をもっと明るくして欲し

い。ユリックスの様な一周1km位のコースの有る公園を赤間にも造って欲しい。新体育館の2

階にランニングコースを作って欲しい。 

人間が人間らしく、自然と暮らしの調和の取れた都市づくりをお願いします。宗像市が他の都市

の規範となるように。 

宗像市は周辺の福津、古賀、岡垣等の市町村と比較して、空家率が高いと聞いています。又、

地価に関しても低いと感じられます。市の住宅制度は評価しますが、宗像市のブランドアップを

計り、魅力ある街づくりをお願いします。 

市長が行っている政策がわからない。市長のインパクトがなさすぎるため、はだかの王様であ

る。 

 
■ 女性・50歳代 
すべてにおいて、いたれりつくせりでなくていいと思います。普通を目標に、満足になると、それ

以上先に何を求めるのか？取り組むことがたくさんあるので長い期間をかけて取り組んでくだ

さい。 

どの施策が際立っているとは思わないし、そうあって欲しいとも思わない。多方面で他の市町

村との競争に力（お金）をかけても、どうせ近隣の中だけのことじゃないですか。特色がない普

通の町であるのに、市の職員数や経済力から考えると、宗像市は頑張っていると思います。で

きれば、格差のない子供の教育と、高齢者の予防医療、その基本となる地域コミュニティの確

立に力を入れて欲しい。 

評価区分で、満足という言葉は判断が難しい。市の取り組みに努力が感じられることはある
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が、道半ばで伸びしろなど考えると、満足や普通という言葉があてはまらない。 

アンケートの住んでいる地区を聞くときは、河東と河東西をわけるべき。 

山田川が汚いです。雑草も多い散歩道、心が荒れます。環境汚染にもう少し取り組んで頂きた

い。医療は総合病院がほしい。子供も大人も老人も、行政と環境に生かされているのですか

ら。 

もっと簡単なアンケートにして下さい。30分かかりました。同じようなアンケートがまたきたら破

棄します。 

コミュニティバス利用時の時刻がない場合があるので、便数増加を希望する。 

 

■ 男性・60～64歳 
将来の見通しが今一つ示されていないことが不安。行政上仕方ないかもしれませんが、頑張っ

てください。 

市民アンケートを見て異和感を覚えたのは、赤間駅周辺に関する設問はあったのに対し、東郷

駅周辺に関するものは全く無いということです。高齢化が進む日の里などを抱える東郷駅周辺

についても聞いてほしいことが多くあるのではないかと思います。イオン福津オープン以来（い

や、それ以前から）東郷地区の衰退を感じています。近所のスーパーも（西鉄ストア・西友など）

いつ撤退するか案じています。 

学園都市の充実化の実現。JR赤間駅に対し、引込み線、駐車場の設置推進。赤間発着要望。 

議員の給料を、経費削減のため、日当制にすべきである。給料に値する仕事をしていない。議

員の定数を削減すること。 

世界遺産は必要と感じない。沖ノ島に行けない。女人禁制など他に必要なところに税金を使い

ましょう。 

取り組みの姿勢は評価。具体性と認知性を充実させて、市民の理解度を増すことが大切と考

える。 

老人と共に障害者福祉に目を向けている行政であれと願う。サイレントマイノリティーに目を向

ける行政であれば、おのずから全てが見えるはずである。剋目せよ！ 

水がおいしくない。もう少しおいしくなればいいのだが。 

つい最近まで、行政に高い関心を持っているほうではなかったが、宗像市民として市の健全な

発展、住みやすい町づくりのために積極的に参画していき、又行政の動向にも注視して協力し

ていく必要性を感じた。 

 

■ 女性・60～64歳 
市の行事などのPRをもっとふやしてほしい。総合病院を推進してほしい。市長さんがみえませ

ん。どんな事に力を入れているかもっとわかりやすく。ユリックスの館長さん、音楽が好きなんで

すね。それも大切です…が、市民の中には音楽にはあまり興味の無い方もいるかも。（今は音

楽祭に力が入りすぎ）もっと演芸・芸能・お芝居など他の文化にも目を向けてほしい。今ユリック

スに行く楽しみがありません。コミュニティバスの運行も大変でしょうがバスで行ってゆっくり買

い物も出来ません。バスで駅にも行けません。バスの乗り換えなんてとんでもない。1時間２時

間待ちです。職員さんが実際バスに乗って生活がしやすいか、老人にとって満足出来てるか？
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充分検討をお願いします。 

歴史関連に使っているたくさんの税金を、保育所を増やすなど、若い人が住みやすくなる町に

して欲しいです。若い人が住みにくい町は良くないと思います。私は64才ですが、若い人たち

にやさしい町にして欲しいです。 

何故、世界遺産登録を推進するのか。興味本位に人が訪れて荒らされたししないのか。今まで

保存できたものが、壊されたりなくなったりするのが心配!! 総合スポーツセンター建設に対し

て、現存の体育館の廃止を再検討して欲しい。交通に不便な所に建てるのも問題ではないか。 

厚生年金の手続きを、納付書が送付されないで、60になって現在払っているが、アルバイトに

させるのではなく、市役所の職員がするべきではないかと思う。 

 

■ 男性・65歳以上 
広報紙に地区（12地区）の紹介を。人・産業・文化その他活動や地区のPRを載せてはどうか。 

「宗像市に住みたい」と言われる様な市政・町づくりに取り組んで下さい。市民及び移住者の声

として、水道料金が高い、待機児童となる、福祉施設が不足している、学童保育が充実してい

ない、ゴミ収集、ゴミ集積場が少なすぎて不便、30人ではなく40人学級の学校には入学させた

くない、から宗像には住みたくない。 

宗像市はトヨタ九州の若手社員などの若い人の住みたくなるまちづくりをしていく必要がある。

特に、子育て中の人たちの一番の関心事は、小中学校の学力レベルが高いことであると思わ

れる。もっと、小中学校の基礎学力の向上、青少年の健全育成対策に力を入れる必要がある。

トヨタ九州の若手社員が定住したくなるまち、両親を呼んで、一緒に住みたくなるまちづくりに力

を入れて欲しい。 

あまりくわしくありませんが、市政を信頼しています。 

顔がよく見えない！？ 

市がどの方向に進んでいるのか市民には全く理解できない。市、県、国等との取り組みなど、

農業、漁業、観光、教育などの世界全体にどんな取り組みをしていますか。 

私の所の団地に街灯が少ない。団地内の車の事故が有りうる。道路に子どもが飛び出すなど

危ないため、一旦停止を書くことも必要と思う。 

このアンケート、設問内の解説文に複数の条件が含まれているものがあり、切り離す必要あり

と感じた。アンケートはシンプルさが必要。今少し、検討と工夫をお願いする。 

個人に対する設問としては、実生活に直結してないのが多く、アンケートにならないと思う。 

水道の水質以外は概ね良好。 

職員の皆さん、毎日ご苦労様です。今年も市民のために頑張ってください。 

こんなアンケートをもって、何とか努力していくという市のお考えは是としますが、苦言を呈して

おきたい。この市に転入居する時、緑が多くて良いと考えてのことだったが、越してきてからは、

やたらに開発と称するむちゃくちゃな住宅地作成が続き、はげ地が目立つようになった。又、看

板やひらひらする旗があり、みっともないこと甚だしい。小児めいた街並みと、景観に恥ずかし

い気がする。古めかしい個人病院、勉強の足らない医師。少し難しい症状になると、北九州市

や福岡市ならともかく、福津市や古賀市などに行かねばならない。又、空き家が多くなり、近所

の空き家で今後犯罪が起こったり、妙な外国人が住んだり、市としてどうしていくのだろうと心配
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になる。対照的に次から次へとマンションやアパート、丘を削って新築の家がどんどん出来てい

る。古い家を改造して住む、極端な考えだと、壊して公団や緑地にしたらどうかというのもある。

昔の緑豊かな宗像は、何ともみっともない街になりました。又、地域で地域で・・・、という話は多

いが、実態として地域という動きは崩壊している。集落に人を見かけないのに、一体誰が集落

の人なのか。各団地は公団にして、駅前のアパート（マンション）に全部移る・・・、というのはど

うか。介護もしやすくなるし、自分も喜んで移りたい。 

箱物への投資が目立つ。歩道、自転車道、信号機設置など、生活に密着した案件に費用を投

じて欲しい。 

団地内の空地、空家対策。 家庭ごみの出し方。団地内でも、家庭ごとに出したり、集合させた

り、ルールがまちまち。 どちらとも言えない項目が、良い悪い（どこが何が）にすべき設問が多

すぎる。 

宗像市としてのアピールに乏しい。原因の一つにＪＲの駅名に宗像の名前駅名がない。その地

区で行動するとき、駅名を調べて、駅を中心にして行動範囲を広げて行くようです。 

通学道路に歩道がないところが多い。 

各コミセンの会長などからの意見や要望に、どのようなものが市政に届いているのか公表して

ほしい。 

 

■ 女性・65歳以上 
東郷方面の公共交通の利便性。旧三号線の道を村山田のバス停から赤間方面の各バス停へ

ふれあいバスを走らせて。 

定期的に行われる地域の清掃作業、不燃物回収の当番に関しての意見ですが、高齢者にとっ

て作業がかなりの負担になっております。清掃業者に委託するなどして、少しでも負担を軽くし

ていただけないものでしょうか。一度ご検討いただけたら幸いです。 

新立山に登ることがあるので正助村に時々行きます。できて数年は花もきれいに植えられて美

しかったのですが、最近はさびれた感じを受けます。新しくできた赤馬館もいずれそうなるので

はと心配です。新しく造ろうとしているスポーツ施設も維持費など先々どうなるのか・・・よく考え

て施設建設を行ってください。税金の有効活用をお願いします。 

高齢者の多い市で独居老人も多い。宗像市に若い人が帰ってきて働けるようにしたら、いくら

かこんな状況も改善できるのではないか。切に願いたい。若い人が宗像市から出て行かないよ

うに早急に考えて。 

チェック表をチェックするのが難しい。このチェック表で、市の今後の取り組みの判断材料となる

か疑問。 

沖ノ島の世界遺産、時折テレビでPRしているのを見かけますが、市として表立って動いている

のを感じたことがありません。諦め気分なら、もっと他の方針で行動したほうが良いと思います

が？ 

認知症の人が多い。若い人は働きに出ているので、日本で初めてと言われるくらい大きな認知

症の人ばかりが入る施設をつくってほしい。特別養護老人ホームが少ない。申し込みに行け

ば、200～300人待ちです。宗像に大きな施設をつくってほしい。雇用も増えるのではないか。 

高齢者が増えましたが、福祉会や老人会のお陰で、元気な方々が集い、それだけで若い主婦
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は助かります。元気な老人が活躍する町、子どもを愛でて、若い主婦を助けて、そんな町が望

みです。 

運動不足です。地域の公園や公民館等で気軽に運動できる体制を作ってほしいです。また、一

人では歩かないので気軽に歩くこともボランティアの指導者を探し、その機会を広報で呼びか

けてほしいです。小さなグループで朝の体操など、近くでいつでも参加できるものが、私たち６５

歳以上には必要かもしれません。 

谷井市長になられて次々と色々な取り組みが行われ、宗像市がどんどんよくなっていると思い

ます。この調子でいきますと宗像市が自慢出来そうです。医療、病院関係をもっとよくして頂き

たい。年をとると、これが一番心配です。 

かのこゆりの委託はやめて欲しい。市民の花を業者に任せるのは恥ずかしい。広報が高齢者

のことが少なすぎ、子供のことが多すぎる。それぞれの課で正しい業務を取り組んで欲しい。 

市長さんへ、初当選された頃は、福祉のことを余り理解されていない様に感じていたのですが、

何年か経ちました。今はいかかでしょう。十年以上、福祉ボランティアをしていて感じたことで

す。以上 悪しからず 

アンケートを年代別にして頂きたいです。内容が難しくて答えられません。（86才） 

大きなビジョンの上に、大きな視野に立った取り組みをお願いします。アンケートは目的があっ

てするものでしょうが、アンケートのためのアンケートになっては困ります。年齢が65歳以上でく

くられるのは不満です。70代80代は、65歳とは全く全てが違います。宗像市は70代80代が

少ないのでしょうか。「ゆりかごから墓場まで」しっかりした市政を考えていただくには、市職員を

増員すること、常勤の専門職にすることが何より大切だと思います。無駄を省けば、増員するこ

とは簡単だと思います。腰かけのパートさんばかり増やしても、ビジョンは語れないのではない

でしょうか。お疲れ様でした。 

宗像市民となって１６年目ですが、まだ全体的なことが理解できていない。 

いろいろ大変でしょうが頑張ってください。私（78才）自身は「健康年齢」を高めるため、散歩は

毎日、「介護予防のサークル」は週1回参加しています。 

車の必要性を感じないような町になるように頑張っていただきたい。 

若い方も良く考えていられると思います。色々な方面によろしくお願いします。 

 

■ 性別不明・18～29歳 
赤間駅をもっと活発にしてほしい。 

 
■ 性別不明・30歳代 
満足している所もたくさんありますが、まだまだ伸びるよう期待しています。 

託児つきの講座がない。不燃物の回収場所を増やしてほしい。皆でガソリンをばらまいて、エ

コ？ 

中高一貫教育に力を入れている（宗像高校）意義がわからない。 

他の市の環境がよくわからないので普通という判断になりました。車を運転する者として、東郷

橋から赤間方面（ゆめタウン）に向かう川沿いの道幅が狭く、車が走りにくい。市民の声で道幅

を広くする為に両脇に土をもったのだろうが、段もある成果、寄せづらく意味がない。せっかくな
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らアスファルトで道を広げないと意味がないと思う。予算などで市の判断だと思うが。 

市内の図書館の、書籍検索システムが使いにくいです。(検索しても結果が数分経っても返って

こない)システム納入時の受け入れチェック、運用中の動作チェック等が行われているのか疑問

に思います。 

特に市についてはございません。 

 
■ 性別不明・40歳代 
以前住んでいた市町村よりも、全てにおいて進んでいて、住みやすいと感じています。満足して

いますが、団地内にもコンビニなどをつくっていただけたら（現在は都市計画区域でダメだそう

で）もっと住みやすくなるのにと思う程度です。 

宗像市に総合病院をつくってもらいたい。近所にいい病院が無いので大変です。福岡市と北九

州市に行くのは便利が悪い。 

赤間宿がまだまだ活気が足りないかな…、とも思います。また、赤間駅周辺で、立ち寄りたいと

か、お店の支援があれば経営者も魅力かなと・・・。 

市議会議員の人数を減らしてほしい。市長の給与カット、議員の給与カットをお願いします。良

い点は、公務員（市役所・消防との連携を行っている）の定員を全国で初めてやったことです。

これから人口が減っていくから、少しでも経費を削減しないといけないと思います。日本国も赤

字国債を発行して、知らない間に国民の借金が増えている。宗像市は借金を増やさず？余った

お金をプールして、何かの災害のために貯蓄してほしいです。 

健康診断の内容は平均的だとは思うが、オプションの内容が増えると嬉しい。（脳ドック等）ま

た、自己負担で受けるオプションの金額を下げて頂けるとありがたい。 

市民の為に活動している様には見受けられない。市役所窓口での応対も遅いし、親切な対応と

は言えない。人口少ないのに、行政の仕事は満足した対応が出来ないのはおかしい。 

 
■ 性別不明・50歳代 
税金を取ってる分、自分に置きかえてもっと色々してほしい。 

指定のゴミ袋がやぶれやすいので改良して欲しい。以前のほうが破れなかった。ゴミの分別を

させるなら、リサイクルをして欲しい。そうでないと人件費の無駄である。是非。 

世界遺産登録推進も大事ですが、今現在、宗像市でスポーツ・武道等で頑張っている子どもた

ちへの支援、練習場所の確保も進めていってほしいです。実際に宗像から有望な子どもたちが

続々と世に出て行っています。そちらにも目を向け、応援していってほしいものです。 

 
■ 性別不明・60～64歳 
「本もの」をお願いします。すべての根源（それは本ものの証か）心から真剣な、真摯な取り組

みこそ、人を動かすことが出来るものです。 

市政だよりが手に入らないので、情報に乏しく理解できない点が多い。 

 
■ 性別不明・65歳以上 
赤間地区の整備は進んでいると思うが、東郷地区の整備が遅れているように思うので、推進を
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願います。 

問いとは別になりますが、市民アンケートの回答者選出について、「１８歳以上の方の中から、

無作為に抽出した」とありますが、アンケート内容からして、せめて「年代・性別」くらいは考慮し

た抽出が必要ではないでしょうか。 

市全体のイメージはボヤ－ッとした、アクセントのない町だと思う。このままでは高齢化率が高

まるばかりだと思う。若者の住みたくなる町づくり、魅力ある町等、外部にアピールする施策が

必要。 

高齢者が多く、今後、医療費が高くなっていき大変だと思いますが、個人的に出す手紙を会社

の名前で来ているのは、会社に委託しているという事ですね。なぜ保健課の人で出来ないか不

思議です。 

宗像に来て水道代が高いのにびっくりした。高齢者の医療費が高い。年金生活なのに３割と

は。 

一人暮らしで、もうすぐ74歳になる私ですが、今のところ車・バイクに乗り、買い物も習い事も楽

しくしています。しかしながら周りの人の中には閉じこもりぎみの人がたくさんいらっしゃいます。

年をとった方が、近くで一日を楽しく過ごせる、年寄りの家のような集会所があれば、残り少な

い人生を楽しく過ごせるだろうと思います。 

市が行っている取り組みの具体的な内容、その進捗状況がわからない。判断のしようがない。 

分別ゴミを生ゴミと同じ様に、月一回でも収集して欲しい。他の市町村では実施されているの

で、検討してください。 

水道料金の減額。 

 

■ 性別不明・年齢不明 
聞きっぱなし！アンケート結果をタウンページなどで報告するべきです。 

ユリックス内で何があっているのかがわかるように、掲示板または、車の中から見えるように、

外に看板があるといいと思います。 

長すぎるので、時間がなく途中でやめました。もう少し考えて下さい。行政は、自分たちサイドの

都合でアンケートを実施している。優先度を考えて欲しい。 

 

 

 

 

 

 


