
問４　その他
フォレストシティ付近の交通渋滞
私有地の土が歩道に雨で流れてくるので汚い。
今住んでいる所はJRの社宅で来年3/31までには出なくてはならないけど、とても住み良かったです。
道路がせまい所があり、もう少し広かったら…。
市役所が本当に市民の為に応援すること。
小児科もほしい。
テレビ等で後方から来た自動車にはねられたとあるが、人は左側通行しているから、右側を歩けば事故はない。自転車は左
側、人は右側通行のスローガン、看板を立てる。
公園の整備。使用されてない水路の改善。
林道、森林
光害対策
夜道が暗い。明るい外灯の数を増やしてほしい。
銀行ATMが博多南駅にほしい。
特にないです。今ある小学校や診療所がそのままあれば良いと思う。
学童の通学道の見守りや交差点の安全（現在ある市議の選挙活動に利用されている）
公園にあるスピーカーによる公報内容が全く分からないので、ネットにあげてほしい。必要な情報だと意味をなさないので。ど
うでもいい事ならいいのですが。
外灯の少なさ。
充実していると思う。
特にありません。
気軽に使用出来るスポーツ施設があれば良いと思う。卓球等。
学校が違っているのに、内田区として一緒に子供会をするのはきつい。
小学校通学路、歩道なく朝の通勤車進入多く危険。7：00～9：00進入禁止区域にする。
新幹線の本数の増便。
公民館の充実
学校区域の改善。近い方に行かせたい。
平日、放課後に子ども館のような、子どもが安心して遊べる場所が近くにあれば（小規模でよいので）
夜の道が暗いこと
朝、夕の交通量の多さに併せて、通学路の為、車の出入りが危ない。
本屋がない。映画館がない。
狭い道が多いので、広くなったらいいと感じる。
水道料金が高すぎる。
子供の数が増すよう、人が住みついて欲しい。
場所によって公園がない所がある。恵子充実。丸の口公園なし。
老人施設、デイケアやグループホーム
安全に通学できるよう、車道から独立した歩道の確保を。
街灯
路上駐車の多さ。
立地的に1～6が充実しているので、問題ない。
自転車のマナーの改善。
街灯を増やす。夜が暗すぎて塾の帰りの子供が危ない。
公共のスポーツ施設やジムなどの充実。
イノシシ対策
西隈のコンビニの中央分離帯がとても不便です。
問7　その他
住居が密集していない。
土地の広さ
記入なし
孫が住んでいる場所の近く。
2つは無い。
コンビニがあるか。
教育レベル
私が障害者の為、市役所が近くにあってほしい。
家を建て替えたばかり。永く住むつもりで。
市民税
高齢なので家を建て替える予定はない。子供達はそれぞれ家を持ってるので。
福岡市のように福祉の充実（バス無料等）
家族が少なくなりわからない。
家のローンが残っているので、住み替えは考えてないから。
家を買ってしまったから。
免許証返納時のサービス
昔から住んでいるから。
利便性などひとつもない。しかたがないので住む。
婚家の為。
結婚
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問13　その他
1～8全部
草刈りをしない人のため、見苦しい。もっと責任をもってほしい。
那珂川は良い自然がなくなりそうな気がする。
将来年金がもらえるか不安。
高齢者が増え、施設が不足する。
今の状態で1～8のすべて問題なのが日常。
夜、出掛ける所がない。（夕方以降に仕事終わる）
年金で生活が出来るのだろうか？介護料が高くなるのでは？
福岡市内から転居しましたが、下水道代金の高さには驚きを感じている。道路の整備も悪く、歩行者通路に思いやりがなく危
病院、福祉施設等の減少で利用しづらくなる。
年金がもらえるか。
介護の問題、預金の問題。
問14　その他
若い人の層の増加を推進できる施策
高齢化に伴う公共交通の整備。
福岡市に吸収される。
持続的な発展が重要とは考えてない。
大型店の誘致
ショッピングセンターがない。（イオンやゆめタウンなど）
人口減少がおこらないような魅力ある都市づくりをする。
・博多南駅へのアクセスをもっと便利にする。（本数増）
・博多南駅⇔博多駅の本数を大幅増便する。
・那珂川営業所付近に住宅地開発。
以上、3点により福岡市からの人口流入をねらう。
今のままでOK
様々なサービスが“市”としてふさわしいものになってほしい。
障がい者が暮らしやすい市
市町村合併、福岡市など
市内で商売をする人への応援。
農地の基盤整備を行い、農業経営、農地維持をしなければ現在の都市計画は破たんする。
2～3の間くらい。多少の拡大が必要だと思う。
調整区域をなくし、企業を呼び込む。
今ある自然をこれ以上減らさない。守っていく。
ムダ使いせず、税金も上げないで有効にお金を使ってほしい。
交通の拠点（西鉄営業所）を山田区に設置し、東、西、南、北の基地にする。
福岡市のベッドタウン化のために那珂川市をプッシュして、人口増加を行う。西鉄、大橋駅からの鉄道の延線。（車の渋滞の
解消につなげる）
費用対効果（かわせみバスなど利用者少ないのでは？）
都市高速。高速道路まで遠い為、必ず必要！！
予算の必要性を市民に身近に考えてもらい、見直す。ムダがないかどうかなど回答する場も設ける。簡単にインターネットで
できると良いと思います。
地域ごとのゴースト化が心配。老人しか住んでいない街になる。誰も住んでいない住宅が財産化して、宅地・建物をそのまま
にしているケースが多くなり、景観も悪くなる。小学校区を広げて、子どもの数を確保しても、すぐに減ってくる！通学路が危
役場のスタッフの人数を減らして市民税を減らすこと。
税負担が大きく将来は不安。福岡市のベッドタウンとしては。
子育て世帯への支援。企業の誘致。若い人に目を向けると人が定着しやすくなります。
むやみに手を加えない。
保育園を整備し、働きたい若人に住んでもらう。
大企業及び大店舗の誘致による活性。
企業誘致による都市の規模を拡大。
都市部と山間部で分けた方がいいのでは？同じやり方では合わないと思う。
行政がバックアップするような条件で起業を募り、山林を活かした産業を盛んにして人口増加や販売収益による税収を目指
すべき。水のことなどもそうだが、市になったからこそ気を引き締めて、足元を固め、暮らしやすい町とは何かを真剣に考えて
もらわない限り、私はいずれ福祉の充実した場所へ転出します。
土地が広いので、1ヶ所集中でなく数ヶ所をメインとした1のような街づくり。
商業施設がほしい。
開発を進め、移住等人口を増やす努力を。
保育所等を増やし、子育て女性の仕事復帰しやすい環境づくり。
市役所を博多南駅近くに。
集客を見込むイベント等を増やし、発信していく。
福岡市と合併する
博多南駅、56号線、577号線、385号線は利便性を重視し、その他の地域は居住性と自然環境を優先すべきと思います。
税負担なく、店、医師、施設、交通機関等が独自で移動、経営などは無理でしょうか。（公民館利用とか）
郊外開発に力を入れると、緑豊かでスローライフを楽しむ人達は移動したくなるのでは。
そのままでいい。



住民に税の負担をかけない為には、コストコ等の大きな店舗やユニクロ等の大規模店舗を作り、その2階、3階をつかって高
齢化に向かって総合病院や、独居老人の方が住み慣れた土地で、安心して老人施設に入れる事が、那珂川町の若者の職
場も確保出来、税収も安定し、財源で下水道代も安定し、安価に成るのではないでしょうか。素晴らしいバラバラに有る観光
総合病院がほしい。
利便性の高い拠点を、現在不便な所に作ってほしい。
子育て世代が生活し易い環境整備を行い、若い世代の移住を促進する。（待機児童ゼロ、産婦人科施設の誘致、独自の
税制優遇や、補助金等の制度など）
そのままでいい。水道代等が高いのに、税が上がると更に逆効果。
公共交通を増やす。車のない家庭、高齢で運転ができない方の為。
問16　その他
モールのような大型店
一般病院
映画館など遊戯施設
飲食店
飲食店
習い事の施設、ダンスやくもんや英会話など。
運動公園施設
薬剤師常駐薬局
飲食店やカフェ
3～4時間無料の駐車場
しっかりした防災施設
ビジネスホテル
ビジネスホテル
大きい店舗（フードコートもあるような）
美味しい飲食店
ファーストフード店、娯楽施設
1＋2を合わせた商業施設。例えていうならフォレストシティみたいな…。それかイオンモールみたいな。
飲食店
図書館（特に博多南駅には必要と思う）
ミリカローデンプールなどのスポーツジム、図書館
スポーツ施設
映画、ゲームセンターなどのアミューズメント施設
飲食店
専門の病院、大きい病院は待ち時間が長い。
バス停
本屋
乗り継ぎでどこへでも行けるように。
図書館の充実を望む。
飲食店
飲食店
耳鼻科、内科、歯医者
飲食店！！
スポーツ施設（体育館、小規模で良い）。
市営住宅
公園
問17　その他
公園
郊外から駅、バスセンターへの公共交通。
遊歩道（自然と親しめるような）
しっかりした防災施設
災害時の避難施設
温泉施設
大きい店舗があればいいと思います。
ATM
公園
自然公園
公園
飲食店
バス停
子どもの遊び場（公園）
本屋
静かな田園風景がある、今の那珂川が好きです。
乗り継ぎよい交通機関。
図書館の充実を。
スポーツ施設（ウォーキングが出来る公園、体育館など、小規模なもので良い）。



問18　その他
モダンな都市づくり。
多彩な飲食店があること。
友人が各地（方面）に住んでいますが、あまり評判良くない。博多南駅テナント強制撤去（西日本、毎日新聞掲載）水道企
業団等の件で！！
芸能人によるコンサート、お笑いライブなどしてほしい。
やよい坂経由の大橋行の充実
公園、運動公園の設置
糸島のように自然とお店を山の方につくってほしい。
街路樹、歩道、用水路等を美しく保つこと。
1～9以外に他に案はないんでしょうか。例えば、ショッピングモール、子どもも楽しめて、イスがたくさんあり、ご高齢の方も休
憩や雑談できる冷暖房のきいた施設。
バスの利便性の充実、今は偏りがある。
医療施設の充実
街並をきれいに整えること。
公共交通の充実。
本屋、文房具屋、産婦人科がほしい。
那珂川市は住宅を高齢者向けも必要になると思う。
車がないので徒歩やバス、かわせみ号での移動が便利なこと。
繁華街（博多駅から人が来るような）
博多南駅ビルの活性化
産院、婦人科をつくって下さい！！
1～3は那珂川で必要ない。
ビジネスホテル
本屋をつくる。
大規模病院、産婦人科病院
車の渋滞の対策が必要である。
博多南駅周辺に名物となるような施設づくり。
利便性がよくなること。（JRの本数増加等）
那珂川市ではないが、交通便を増便してほしい。（特に博多南線）
授乳室やキッズスペースを備えた公園や施設。
各公民館の充実。
治安が良いこと。
交通。早良区野芥⇔那珂川　トンネルをつくる。
電車、地下鉄など交通機関
ペットがかえる住宅が増えるといい。
総合病院
公共交通機関の充実。
南畑地区の公園の充実
高校生の登校時の利便性のために、早朝の時間帯の西鉄バスと博多南線の時間を合わせること。
交通インフラの整備。特に駅周辺。
大きな公園があり、皆が集まり利用できる。
博多南駅の活性化
アクセスしやすく、渋滞のない交通整備。
交通機関の充実
子育てしやすい状況。
交通網の充実
交通渋滞の解消（一車線道路の改善）
公園づくり、交通の充実、保育所・幼稚園の増設
公園
病院
公共交通機関の充実。
交通手段、西鉄、JRとも少し遠い。車、バスは時間によって道が混んでて、時間がかかる。
・西鉄の駅が出来ること。老人バスカード無料や祝金
・町内会費の減額化と削減
・胃カメラ無料など
緑地を整備し、ウォーキング等を楽しめる場。
公園がある。
イオンなどの集合施設
子どもが遊べる公園や、施設を充実させてほしい。
駅ビルを充実させる事だと思います。
横道に入ると街灯が少ない。運動公園に行くまでにも街灯がない。
図書館の充実を。
ボールが使える広い公園や、大きな遊具（習い事が優先でなく、一般の子たちが広く遊べる所）。
大型店ではなく、個人商店が増えること。
交通の便を良くすること。玄関口である博多南駅及び駅周辺を開発すること。地元民ですら魅力ないのに、外部の人はもっ
とガッカリすると思う。「駅前に何もないね。」と、よく言われる。



那珂川出身の著名人、企業などとコラボし、那珂川の名前を押し出して人を呼ばないと、集まらない。岐阜県？那珂川町あ
るので同名コラボなど。
安全であること。
子どもが屋外で遊べる場所、遊具。
足、腰が悪いので家でゆっくりし、ちょっとの野菜作りしたい。
子育て支援、障害者支援、高齢者支援が充実している。
バスの便を多くしてほしい。
テニスコート、野球場、サッカー場等公共の施設が充実していること。
病院耳鼻科、内科
駅周辺に昼食を食べる所がない！！その辺で働いている人は困っている。
市内にメインとなり、人が集まる場所がないので、魅力を作るための文化、スポーツの市民センターが必要では？
産婦人科を誘致してほしい。
DIYなどができる場所
義務教育中の先生の質の向上。
交通の便を良くする。安い家がある。
問19　その他
現在は不自由していない。
あれはダメ、これはダメではなく、一度やってみようと楽しい町づくり。
子育てと老人に優しい町づくりをしてほしい。
車で動くので徒歩圏内なくていいので、とにかく道路整備して！
隣市との交通機関でどこへでも乗り継ぎが良くなると、高齢者も移動範囲が広がるのでは。
今の場所
問20　その他
できるだけ多くの街灯とカメラの設置
高齢者対応可能な窓口との連携。
保育施設、職業などの紹介。
今の所ない。
市営住宅の建設
幼児・幼稚・保育園等無料以上の優遇、老人・定年後の生活優遇措置。
スマホ、ネットで調べる。
別にありません。
高齢者向けの保証人制度
医療費の支援
全くわからない。
マンション購入に対する費用の助成。
子供の近くとかしか考えられない。
賃貸住宅は定年後、単身世帯となった場合、保証人が立てられないと思うが、そのような不安の解消。
公共交通の助成


