
分野 件数 分野 件数

三里松原のＰＲ 8 レジャー施設の整備 2

町のシンボル 4 国・県との連携 1

松林の維持 7 国・県による管理 2

松林の管理 1 国定公園の維持管理 2

松原の保全 21 国定公園の利用 1

松林の再生 2 計画的な取り組み 3

松原の活用 2 計画の立案 1

松原の荒廃 1 景観 2

松原の再生 3 景観の再生 1

松原の日当たり 3 景観への配慮 1

松原の風通し 1 環境教育 5

松原の保全と活用 1 環境づくり 1

防風林機能 3 啓発 4

植林 6 航空防除 9

除伐等 6 ゴミ 5

松くい虫の防除 2 自然のままに 2

松の活用 1 植物の保護 1

松葉の活用 2 神社の整備 1

松の間伐 1 海砂の採取禁止 2

松葉かき 2 海岸の保全 4

活動主体 12 砂浜の再生 1

活動日程 1 砂浜の保全 2

活動のＰＲ 10 河口の利用 1

活動の粗品 2 水上オートバイの規制 1

活動の方法 6 砂採取の中止 7

活動への感謝 1 立ち入り規制 3

活動への参加 10 乗り入れ規制 7

標示 7 調査・研究 1

アクセス性 7 鉄柵の撤去 1

安全性 8 鉄柵の取り替え 3

気軽に散策できる場 1 マナー向上 15

道路整備 19 目的の明確化 1

キャンプ場の整備 2 利用目的を絞る 1

休憩施設の整備 4 土地利用 3

憩いの場の整備 4 その他 4

公園整備 1 アンケートに対する意見 9

公園整備・管理 1 無関係 4

合計 287
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.

計画的な取
り組み

松原の保
全・活用

【松原の保全】
＜保全方針＞
・あまり多目的に活用しない方がよい
・住民の安全が第一で潮害をなくすための防風林と考
　えるべき（計画的に町の予算で取り組むべき）
・観光地化してほしくない
・適切な管理が必要、健康的な松林にしてほしい

・自然のままでよい

＜松原への立ち入り＞
・松林への立ち入りを規制すべき
・車の乗り入れを規制すべき

＜三里松原への思い＞
・吉木小学校、岡垣中学校の校歌にも歌われている三
　里松原をいつまでも残してほしい
・昔の松原に戻したい

＜自然環境の保全＞
・町民がもっと関心を持って松原周辺の植物を守って
　ほしい（汐入川のハマボウ、吉木浜のハマヒルガ
　オ、コウボウムギ等）

【松原の活用】
＜活用方針＞
・総合公園をつくる（遊歩道、ジョギング、サイクリ
  ングコース、自然学習の場）
・町民が健康で安心して利用できる憩いの森

＜アクセス性・安全性の向上＞
・初めての人にもわかりやすいように道に矢印をつけ
  たり、途中に看板を立ててほしい
・三里松原は女性だけで歩くのはこわいので、もう少
  し明るく歩きやすくなるとよいのではないか
・散策道を整備し自転車道とつなげる
・汐入川の横の道路は舗装してもよいのでは
・デコボコの道をどうにかしてほしい
・ジョギング者が利用できるようにバスを運行してほ
  しい
・三里松原の保全整備活動の参加には「かわせみ号」
　等の町運営のバスを使用したらどうか
・虹の松原のように、駐車場を数箇所設置し、どこか
  らでも人が出入り可能にすれば利用しやすいのでは
・出入り口のカギが海側にあるため松林側から海へ行
  くとき開閉できない

＜施設等の整備＞
・自然の状態を確認しながらキャンプ場等場所を指定
  して開設するのもいいと思う
・簡易休憩所を複数つくり、松原内を気軽に散歩でき
  るような身近な場所にしてほしい
・トイレやベンチがほしい

活動主体・
方法等

・住民として活動に参加する義務がある
・楽しく参加できるようなプランづくり
・活動を積極的にＰＲすべき
・活動の日程（時期、回数、曜日、時間）を考慮して
　ほしい
・積極的に活動に参加したい
・ボランティアのインセンティブとして点数制を導入
　する

・ボランティアのみに頼るべきではない
・国定公園であるなら、松くい虫防除だけでなくもう
  少し国なり県がもっと管理に力をいれるべきだと思
  う
・ボランティアへの粗品はいらない

植林
・県・国に強く要望して、松の植林も海岸線のみでは
　なく野間川や汐入川の近くまで雑木を切って松を植
　えてはどうか

・マツの数を減らし、大小さまざまな木を植林すべき

除伐等

・雑木の除伐をするべき
・松を植林しているが密植しすぎて細い木しか育って
　いないので間伐が必要ではないか
・日当たりを良くしたい
・風通しを良くすべき

・樟は町の木及び防風林としての効果があるため残す
  べき

松葉かき

松くい虫の
防除

景観

環境教育

松の多様な
活用

ゴミ

神社の整備

鉄柵の取り
替え

海岸の保全

砂採取の中
止
調査・研究
マナー向上 ・海岸利用者のマナーが悪い

・山火事の防止になるため松葉かきの回数を増やすか、範囲を広げる
・松葉の利用検討（固形燃料等への転換）

・松くい虫の防除が必要
・他の生物にも影響すると考えられるので、松くい虫駆除のための薬剤散布はあまり好ましくない
・航空防除以外に松くい虫の駆除はできないのか（他県での取り組みなど参考になれば考えてほしい）

主な意見

・中長期的な費用（予算）、人力（要員）、計画（時間）を立案し、ＣＰＡ＆住民に対する報告は必ずやってほしい
・目的に合わせてゾーンを設定し、ゾーンごとに計画を立案
・県や国レベルの事業（中・長期的展望をもった）として働きかけて保全、整備活動を積極的にしてほしい
・町のシンボルとして十分な整備をしてほしい

・昭和30年代までの素晴らしい景観に戻したい
・テトラポットが見苦しい、景観に配慮し効果的な対策が必須である

・小中学生を対象にした自然教室などをやって防風林等の大切さを教えてほしい
・三里松原は町民の財産として町民全体で守っていく意識づけをする（学校教育の中でも実施する）

・495号より各海岸線に通じる道路に、ゴミの不法投棄に対する看板を設置、パトロールの実施、監視カメラの設置
・吉木の浜と新松原側の駐車スペースにゴミ箱（大型）を設置して週一回程度回収するようにしてほしい
・公園内にある、天疫？神社は荒れ放題になっているので、松原のルーツ、神社のルーツ等を説明した上で整備して
　ほしい

・松の多様な活用（盆栽用玄海松、松煙墨、落葉…）を図る

・三里松原をテトラポットだらけにしないでほしい
・昔のように白砂青松で広い砂浜にできないか

・汐入川河口の砂採取を中止すべき

・調査・研究するための施設をつくる

・海岸沿いの鉄柵がさびているので取り替えるべき



分野 要約 分類

三里松原のＰＲ
三里松原は岡垣町民として誇れるもののひとつ。アンケート実施そのものが町民
の方々に三里松原を見直してもらえた良い試みだと思うし、町の行政の意向が町
民の方々に伝わるようＰＲ活動をもっと考えたらよいと思う。

意見

三里松原のＰＲ
三里松原のことを今後もアピールして多くの人にもっと知ってもらうことも大切
だ。

意見

三里松原のＰＲ 区の行っている松原に関する行事や既存の設備などのＰＲ不足。 感想

三里松原のＰＲ もっと三里松原の大切さをアピールすべきでは。 提案

三里松原のＰＲ
岡垣に住んでいてもよく知らない人が多いのではないか？町報等で何度も、写真
等で宣伝したほうが良いと思う。

提案

三里松原のＰＲ
三里松原が町民にとってもっと身近なものになるため、町報等でアクセス方法や
車の便等を教えてもらいたい。

要望

三里松原のＰＲ
三里松原をもっとアピールし三里松原のシンボルマークがほしい。保全、景観よ
りも町民の財産である事をもっと前に出してほしい。

要望

三里松原のＰＲ 三里松原をもっとアピールしてしてほしい。 要望

町のシンボル
岡垣町の景観にとても重要な松林なので大切に守り、町のシンボルとしてのレク
リエーション、その他の場所として整備し町外からの人の導入を計り、楽しめ、
憩える三里松原としていく事が今後はポイントだと考える。

意見

町のシンボル
吉木小の校歌の第一声が「松」です。岡垣町の人がどれだけ三里松原が好きかが
わかります。いつまでも自然が色濃く残る岡垣町であってほしい。

感想

町のシンボル
仕事で疲れた時など三里松原から波津の海岸、湯川を通ってドライブして家まで
帰ると心がリフレッシュできる。とてもすばらしい“岡垣の宝”だと思う。

感想

町のシンボル
十分な整備をし岡垣のシンボルのひとつとして頂きたい。他の地区に負けないよ
うにやって頂きたい。

要望

松林の維持
松林としての保全に努めることが大事なので、むやみに松林の中に散策、サイク
リング道路をつくるべきではないと考える。

意見

松林の維持 人為的造作が自然破壊。植林、下刈の励行。 意見

松林の維持
役場は松林の維持に力を入れて、観光地などにしないでほしい。貸し自転車はい
らないと思う。

要望

松林の維持 何百年先までもこの松林が美しく残ってほしい。 要望

松林の維持 三里松原があるおかげで生活ができる。松の木をもっと大事にしてほしい。 要望

松林の維持
岡垣町の豊かな自然体系をつくっている一つが三里松原だと思う。松を枯らすこ
となく上手に手を入れて守っていってほしいと思う。

要望

松林の維持 三里松原と言われるのでやはり松原を維持してほしい。 要望

松林の管理 薄気味悪い松林ではなく、健康的な松林にしてもらいたい。 要望

松原の保全 昔から大事にされてきた三里松原を岡垣町民として大切にしていきたい。 意見

松原の保全 海岸線侵食と併せて松原の保全に真剣に取り組む必要がある。 意見

松原の保全
放っておくと雑木林になっていく。松原を自由に散策できるようにすることが松
原の保全にもつながる。

意見

松原の保全
町議の給料を削減してでも松原の保全に尽くすべきである（町議の給料は日当制
でよい）。防風林として重要である。

意見

松原の保全 今後美しい松原が維持できるよう頑張ってください。 意見

松原の保全
まずは保全を厳しく行い活用はその後のこと。特に海岸の砂浜や植生の荒廃は目
を覆いたくなる。サイクリングロード等は不必要。

意見

松原の保全 活用を考えてはいけない。保全のみに注力すれば良い。 意見

松原の保全
母から三里松原は自然が少なくなりキノコ、ボウフウが自生しなくなった、昔は
林がもっと深く迷いそうだったと聞いた。子どもたちへ残して行くとき自然の豊
かさや大切さを便利さよりも優先して考えないといけない。

意見

松原の保全
昔の三里松原はきれいに整備されており、海岸の砂浜は広く生育する植物も多
かったが、今はすっかり荒らされ全く様子が変わってしまっている。もっと自然
と向き合えるとよい。

感想

松原の保全 松露の生育する環境整備。 意見

松原の保全
三里松原と海岸線とは一体的なものでありその視点から保全（放置ではない）管
理にまず取り組むべきである。その活動の結果として活用が図られるのでは。

意見
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分野 要約 分類

松原の保全
活用はよほどうまくしないとかえって荒れてしまうので、保全に力を入れるべ
き。

意見

松原の保全
何百年と続いた松原、白い砂浜は我々の代でつぶしてはいけない。末代まで守っ
ていかなければいけない。

感想

松原の保全
最近松林の中に入っていないが三里松原はいつまでもきれいなままで残し、岡垣
のよい所は皆でちゃんと守って残していかなければといけないと思った。

感想

松原の保全
三里松原の名称は里数を表している（七里ヶ浜や九十九里浜は里数ではない）。
大切に守らなくてはいけない。

感想

松原の保全
日本の砂浜が減少していることを耳にし、三里松原の海岸がどうなのか心配。保
全のために私達に出来る事はないか。

感想

松原の保全
海岸に植林してある松の葉が赤くなっているのが心配。吉木小学校、岡垣中学校
の校歌にも歌われている三里松原をいつまでも残してほしい。

要望

松原の保全

三里松原が荒廃しはじめて数十年が経過している。三里松原周辺の住民はもちろ
ん、岡垣町全員の意識を高め自然環境の保全をすべきだと思う。今砕石のために
山が崩れているが水は山（森）があってのこと。自然の大きなリサイクルも考え
て将来を考えてほしい。「森、川、三里松原」は大切です。

要望

松原の保全
三里松原は岡垣町の貴重な財産であり自然を残す意味でも保存に力を入れてほし
い。

要望

松原の保全 自然環境を守るため、保全に力を入れてほしい。 要望

松原の保全 三里松原だけでなく、全ての自然を残すようにしてほしい。 要望

松林の再生
三里松原は松くい虫で松が少なくなりさみしい思いでいっぱいだ。岡垣町のシン
ボルであり、元の松林に戻せればよいと思う。

意見

松林の再生
三里松原は現在三里もないと思うので、三里松原にしないといけないと思う。三
里松原は我々の故郷です。こんなアンケートをされるなんて初めてです。なんと
か三里松原を再生してほしい。

要望

松原の活用

松林で道が暗くなっている。防風等の役割が一番大事だが、海岸に近い所ならで
はの店や海水浴客用駐車場や遊んだり休憩したりできる公園を造ったりと雰囲気
を明るくしてみてはどうか。せっかく国定公園に指定されているのならもっと有
効に利用できてたくさんの人が喜べる場所になるといいと思う。

提案

松原の活用

国定公園と言いながら、近くに行くと或いは中から見ても全く観光地とはいえな
い。折角のサイクリングロードももったいないと思う。観光地化するには松原の
幅を減らして憩いの場所や４-（１）-１.、２.、３. リゾート施設（道路、駐車
場を含む）等を設ける必要があると考える。そのための費用は国から調達すべき
だと思う。それが無理なら現状維持しかない。中途半端にならないようにいかに
知名度をあげ、人を集めることが出来るかが鍵ではないだろうか。

提案

松原の荒廃
米軍による射爆撃場が出来て以来、松林が非常に荒れて人が入らなくなった。そ
れ以来全くの手つかずでもうどうにもできない。

感想

松原の再生
先達が苦労を重ねてつくった福岡県一の松原だが、その苦労・恩恵を忘れて荒廃
している。岡垣住民が一丸となって松原の再生に立ち向かう時だと思う。

感想

松原の再生 昔遊んでいた、松林にもどってほしい。 感想

松原の再生
特に吉木の浜は手を入れられ随分変わったなと思う。昔の方が自然でよかったと
思う。

感想

松原の日当たり
松原の中は少し暗いし、いつも水が溜まっている。太陽の光が松の根元に当たる
ようにしないといけない。

意見

松原の日当たり 林の中は明るくきれいにした方がよいと思う。 感想

松原の日当たり 気持ち良くサイクリングできるているが、もっと明るくなれば良い。 感想

松原の風通し
北九州から内浦に続く通りは雑木林と思っていた。もう少し潮風が通るようにし
てほしい。

要望

松原の保全と活用
手野にある「ぶどうの樹」など、地元の企業とコラボして日本でもここしかない
をテーマに保全しながら変化することを要望する。

要望

防風林機能
三里松原は防風林なので自転車道、道路を中につくったらその必要性がうすれ
る。町民には防風林の必要性を知らない人が多いと思うので、周知徹底が必要。
観光化には絶対賛成できない。

意見

防風林機能
住民の安全が第一で潮害を無くす為の防風林と考えるべきだと思う。防風林の整
備は計画的に町の政策として、予算をつけて行うべきだと思う。今の時点でボラ
ンティア頼みでは遅いと思う。

意見
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分野 要約 分類

防風林機能
先人が苦労して三里松原を育成されたので、今後も松くい虫を防除して防風保安
林としての役割を維持したい。

意見

植林 植林はマツの数を減らし、大小さまざまな木を植林すべき。 意見

植林
植林の大切さ、及び岡垣町に残る自然環境の保全。山、海、川、自然がまだ残っ
ているから岡垣が好き。もちろん私の「ふるさと」であるからです。

感想

植林
県・国に強く要望して、松の植林も海岸線のみではなく野間川や汐入川の近くま
で雑木を切って松を植えてはどうか。

提案

植林
昔のように松の大木が茂るのは無理かもしれないが、毎年の植林で三里松原が永
遠であることを望む。

要望

植林

松の古い姿は美しいと思うので景観に人間の手を加えて、人が中に入り込むのは
賛成できない。松くい虫防除の薬剤散布などの効果がどれ位のものか分からない
が、現況のままでは将来松の木が減少するのではないか。植林など今後の一層の
努力を願っている。

要望

植林
三里松原という名前のわりには松の木が少ないように感じる。植林も行われてい
たようですがこれからも少しずつ松の数を増やしていってほしい。

要望

除伐等
雑木の除伐がされていますが、樟は町の木及び防風林としての効果があるため残
すべき。

意見

除伐等 不用な樹木の除伐は行うべき。 意見

除伐等
すっきりとした林になるように雑木を除伐する。密生しすぎてウッソウとしてお
り景観が良くない。

意見

除伐等
松林といっても雑木が茂り松が減っているので、もっと雑木を切る必要を感じ
る。

感想

除伐等 枯木、倒木の処理がされていない。 感想

除伐等 雑木を除き、散歩ができるように整備してもらいたい。 要望

松くい虫の防除 松くい虫の防除。 意見

松くい虫の防除
さつき松原（ロイヤルホテルの先の方）の松くい虫の食害を見るにつけ早く駆除
できないものかと思う。岡垣の三里松原もそうならない様に何とかできたらと思
う。

感想

松の活用
松の多様な活用（盆栽用玄海松、松煙墨、落葉…）。南北の雑木林をもっと配慮
すべきと思う。

提案

松葉の活用 松葉（落葉）の利用検討。（固形燃料等への転換） 提案

松葉の活用 松葉の資源化を考えてほしい。 要望

松の間伐
松を植林しているが密植しすぎて細い木しか育っていないので間伐が必要ではな
いか？

意見

松葉かき
毎年燃料として松葉を使っているので松葉かきの取組について、松原がいつまで
も元気であるようにみんなで考えたいと思う。

意見

松葉かき 山火事の防止になるため松葉かきの回数を増やすか、範囲を広げる。 意見

活動主体

三里松原は岡垣町の大事な宝と思う。岡垣町住民全員が環境美化に取り組むこと
が大事。そのためには住民参加はもちろん行政の力（参加する意欲を持たせる方
策）も必要と思う。漁業権の問題はあるが、参加者に貝堀りや魚釣りを認める等
のメリットが必要だと思う。

意見

活動主体
町民の参加、ボランティア等の要望が多すぎる。税金を使い役所がすべきであ
る。

意見

活動主体

岡垣町民の大事な飲料水の源となっている事を考えると町民皆でその保全にかか
わるように町としても大いにＰＲして年１回だけでなく定期的にボランティアの
見回り等活動していけたらいいなと思う。また、皆で自然を満喫でき自然に感謝
できる環境づくりをしていただきたいと思う。

意見

活動主体 手入れは町費だけでなくボランティアで支えられていると思う。 感想

活動主体 町のシンボルであり町民として保全・整備活動に参加する義務もあると思う。 感想

活動主体

松原の存在の重要性について認識はしているものの、町民としてその取り組み
（クリーンアップなど）に参加していないのは少し心苦しい気がする。楽しく参
加できるようなプランづくりや町外の人にも自慢できるきれいな松原づくりを町
民一体となってやることが必要だと思う。活動が大きくなれば、町以外の個人、
団体も協力するようになるのではと思う。

感想
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分野 要約 分類

活動主体
三里松原の保全は町が主になることは大切ですが、民間事業として競うことも早
道かもしれない。何年も町が主になることは机上の空論になっているように思え
る。

感想

活動主体 三里松原を愛する自発的な人（現場でいつもお世話をする人）が必要だと思う。 感想

活動主体
防風林の目的、自然のすばらしさを味わう機会を得るために町内外の人たちで遊
歩道を造り、毎年持ち回りで整備・管理を行うようにしたらどうか。

提案

活動主体

サイクリングロードは松原にとってマイナスでした。測量等で草木が切られ潮風
が林の中を吹き抜け松が枯れているのを見ると悲しくなる。今まで松の木を植え
たり、掃除・下草刈をした意味がないと思いました。これからは荒らされないよ
うに関心のある人を募ってパトロール（気が合う仲間とグループをつくって参
加）や生物・植物等の講習会（小学校単位で集まりやすい時間）をされてはどう
か。

提案

活動主体
三里松原の保全はボランティアの（会）を募集して活動したらどうか。ボラン
ティアに参加したいが車などの乗り物がないと不便。

提案

活動主体
松原は放置され荒れたままの状態のように見えるのでプロの指導のもとで保全と
我々が利用（活用）できる松原にしてほしい。保全・整備活動への参加もボラン
ティアで何も見返りがなければ長続きしないと思う。

要望

活動日程
松林を保全するための手入れは仕事で参加できない町民もいるので土曜日も日程
に入れてもらいたい。

要望

活動のＰＲ
２．（１）～（３）の設問（マツの植林、松葉かき、雑木等の除伐）は行政
（町）の周知不足だと思う。気軽に参加できるよう広報等でわかりやすく案内し
た方がいいと思う。

意見

活動のＰＲ
松葉かき、雑木等の除伐には広く町民に参加してもらうための働きかけを行うべ
き。

意見

活動のＰＲ
春祭り、町民祭りなど町が主体的に企画・運営・実施されている行事のように広
く働きかけがあれば保全活動に参加する人も増えると思う。

意見

活動のＰＲ
長年住んでいるが、松葉かきや、植林等、町民として参加できる行事がある事を
知らなかった。もっとＰＲすべきではないか。

意見

活動のＰＲ
定期的に矢矧川・汐入川の中流・下流の清掃活動や堆積物の浚渫を行うとよいと
思う。

提案

活動のＰＲ
ラブアース・クリーンアップ運動をもっとＰＲし学校、色々な団体に協力をお願
いする。

提案

活動のＰＲ
三里松原の保全・整備に参加したいが期日、要領等がわからない。有線放送、チ
ラシ等あらゆる手段を使ってＰＲしてほしい。

要望

活動のＰＲ
ボランティア活動に意欲的に参加するためにも興味が持てるような情報を提供し
てもらいたい。

要望

活動のＰＲ
植林や松葉かきなどは時期や日程が合えば是非参加したいと思っているが、行わ
れていたことさえも気付かなかったので分かるように知らせてほしい。

要望

活動のＰＲ
ラブアース等は知っていたがその他は知らなかったので、事前にＰＲ等を行い町
民への周知をお願いしたい。

要望

活動の粗品
ラブアース・クリーンアップ運動の粗品（タオル）はボランティアなので必要な
い（タオルを持っているとゴミも拾いにくい）。

感想

活動の粗品 ボランティアにあまりプレゼントはいらない。 感想

活動の方法
枯れた松が目につく。今年、黒山浜の間伐に参加したが、このような行事をもっ
と多く設けて松の生長を助けるべきだと思う。2～3時間の作業では短い。

意見

活動の方法
ボランティアの参加の呼びかけがあるようだが高齢化で限界がある。ボランティ
アは点数制にして楽しみを持つとやる気がでると思う。

意見

活動の方法

湯川山から見る三里松原が岡垣町を一番美しく見せる場所。三里松原は身近な自
然であり大切な資源だと思う。もっと気軽に整備に協力できたらと思う。年に1回
又は2回の定期清掃や苗木植えよりもっと回数を増やした方がいろいろな人が参加
でき技術も上がり継続も出来るのでは？

感想

活動の方法
松の植林時期には限定されるが、松葉かき、除伐、ラブアースは実施月日を広く
検討してもらいたい。農業の忙しい時期が多く兼業農家の場合参加したくても出
来ない。

要望

活動の方法
三里松原の保全、活用に関しては高齢化が不安の1つだと思う。岡垣町だけで考え
ず、見学ツアー等募集の記事を出してはどうか？

意見
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活動の方法
子育ての場所としての岡垣のシンボルであり、多くの住民が参加できるイベント
や活動を実施してほしい。

要望

活動への感謝
私は仕事が忙しくなかなか保全活動に参加できないが、みなさんの働きで松原が
守られていることに深く感謝する。

感想

活動への参加 機会を見つけて保全活動に参加したいと思う。 意見

活動への参加
当地に転入して一年なので、標題の件は全く未知ですが、今後勉強して協力した
いと思う。

意見

活動への参加
岡垣町の財産として三里松原の環境保全に努めてほしい。今後積極的に保全、整
備に参加したいと思う。

意見

活動への参加
地域住民の方々のより一層の協力も必要だが、時には話し合いの場が実現すれ
ば、なお一層環境も良くなると思う。

意見

活動への参加
三里松原は岡垣町の自然環境を守る上で、重要な役割を果たしているので保全活
動に協力したい。

意見

活動への参加 整備計画など策定されたら参加したい。 意見

活動への参加
よくジョギングやサイクリングで利用しているので自発的に清掃活動などあれば
参加したい（事前に分かり、土日等で参加できる日があれば）。

意見

活動への参加
すばらしい自然環境に位置していることを感謝し、ゆとりの時間が取れるように
なったらご協力して行きたいと思う。

感想

活動への参加 ぜひこの美しい松原を守っていくことに協力したい。 感想

活動への参加
顔見知りの人たちと一緒なら活動に参加しようと思っている人が多いのではない
か。自治会を通じて募集するなど参加しやすい方法を検討されては。

提案

標示
三里松原の国有林内には入ってはいけないと聞いていたので、積極的に林内には
入っていない。案内板等があり自由に入れたら三里松原に対する思いや興味も大
きくなると考える。

提案

標示 三里松原に入る入り口の標示がわかりにくい。 要望

標示
関係者以外立ち入り禁止区域だと思っていた。看板等を立て出入り口をわかりや
すくしてほしい。

要望

標示
初めての人にもわかりやすいように道に矢印をつけたり、途中に看板を立ててほ
しい。

要望

標示
松林の中に入れることを知らなかった。駐車場は案内板を整備してもっとわかり
やすくしてほしい。

要望

標示
松林の中を気軽に安心して散歩できるように分かりやすい道案内等流布していた
だくとありがたい。

要望

標示
散歩、ジョギングができるなら、看板や入口をもっと分かりやすくして、駐車場
を整備してほしい。

要望

アクセス性
入口などの看板も見かけないので行きたいとは思ったがやめた。サイクリング以
外でも行きやすければいいのではないか？

意見

アクセス性 昔の松林と違い松の木より雑木が多く中には入りにくい。 感想

アクセス性
虹の松原のように、駐車場を数箇所設置し、どこからでも人が出入り可能にすれ
ば利用しやすいのでは。

提案

アクセス性
三里松原の保全整備活動の参加には交通アクセスとして「かわせみ号」等の町運
営のバスを使用したらどうか。

提案

アクセス性
海岸線に近い所は塀がしてあり松林の中に入れない。車は入れなくても人は入れ
るような構造にして道も分かりやすい道路をつくり、自然を体験出来るような三
里松原が出来ればいいと思う。

提案

アクセス性
サイクリングロード建設のためフェンスができ海へ行けず、何箇所かある出入り
口のカギが海側にあるため海へ行くとき開閉できない。松林側からも開閉できる
よう再三申し入れたが実現できていない。

要望

アクセス性
町内のジョギング場所として是非整備して、休日は青バスを走らせてほしい
（ジョギングバス）。

要望

安全性 松原を守ることは住民を守ることと思うので、パトロールなども必要。 意見

安全性
三里松原は女性だけで歩くのはこわい。もう少し明るく歩きやすくなるとよいの
ではないか（ゴミの問題が出てくるかも）。

意見

安全性
子どもの頃、三里松原は遊び場だったが、今では道もわからないし一人では林に
入れない。

感想

安全性 松原の入り口は道も細くて怖いので子ども連れでは危ない。 感想
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安全性
三里松原内に伐採した松の木が道路に置いてある。山火事があるときのために通
路を確保する必要がある。

感想

安全性
今の松原は恐ろしくて入れない。散歩もサイクリングコースを歩くぐらいしか出
来ない。

感想

安全性
海岸に面した自転車道は本当に素晴らしい思うので安全で簡単に海岸や松原に入
れるようにしてほしい。

要望

安全性 海岸パトロールをしてほしい。日曜日その他遊びに行っても少しこわい。 要望

気軽に散策できる
場

唐津地区の虹の松原のようになったらよいと思う。気軽に散策できる場所になっ
たらよいと思うがかえって松林の生育にはよくないかとも思う。

感想

道路整備
汐入川河口付近の松林内は雑草が生い茂り、道路が狭く、整備も全くできていな
いので松林内への立ち入りが全く無理である。

意見

道路整備 汐入川の横の道路は舗装してもよいのでは。 意見

道路整備

以前、サイクリングロードを利用した際、風で砂がサイクリングロードに打ち上
がっていて自転車がスリップしたこと、新松原からサイクリングロードまでの道
が凸凹で危なかったこと、松原の中にはゴミが散らかっていたことを覚えてい
る。岡垣のシンボルの三里松原は大切にしたいと思う。

感想

道路整備 サイクリングロードが整備された事が喜び。 感想

道路整備
三里松原の中は道に迷ってしまうので、散策道（サイクリング道）を整備して自
転車道とつなげる。

提案

道路整備

サイクリングロードに街灯、ベンチを設置（流木、倒木、間伐材利用し職員を中
心のボランティアで製作）。
松林の中に車椅子でも通れるように工夫した遊歩道をつくる（海水浴場から汐入
までの区間）。

提案

道路整備
吉木の浜へ出る道がデコボコで進みにくいが、きれいにするとゴミが増えるかも
しれない。

要望

道路整備 海岸線に何箇所かの駐車場とそこに行くまでの道路の整備をしてほしい。 要望

道路整備 環境を壊さない条件で足を踏み入れられるような散歩道があれば嬉しい。 要望

道路整備
「松露」の近くの入口から海に向かう道は水はけが悪く、タイヤが傷つく等非常
に悪いので定期的に管理・手入れをしてほしい。車を入れないのなら入口に表示
してほしい。

要望

道路整備 海岸へ行く道路の整備をしてほしい。 要望

道路整備
汐入川沿いのサイクリングロード（農道）から海岸のサイクリングロード間の舗
装が一部未完成になっていて凸凹である。自転車、自動車、徒歩でも進みにくい
ので舗装してほしい。

要望

道路整備 自然遊歩道を整備してほしい。 要望

道路整備 国道495から海岸迄の散策用道路を数ヶ所設置してほしい。 要望

道路整備 吉木の浜に出る道がとても悪いので、車や散歩道として通りやすくしてほしい。 要望

道路整備 道の整備。（ワダチが残り、歩きにくい） 要望

道路整備

海岸に出る道路整備を行ってほしい。
・黒山から矢矧川に沿って海岸に出る道は、砂取業者が出入り出来ないようガー
ドをつくり施錠している。業者の大型ダンプが砂を運び出していて、その重量で
道はガタガタ。しかも道幅も狭く雨が降れば水溜りができ歩いて浜へ行くには危
険が多すぎる。
・什王堂から汐入川に出る道は、勾配の関係から少しの雨でも砂土が流され石が
むき出た道路になる。雨の量が多いと深い水溜りが出来て軽トラックでは通れず
かくれんぼ（ホテル）へ迂回して浜に出たこともある。最近、ラブアース実地の
関係か道路が整備されたが、水溜りが出来ているので深くなることが心配。
・かくれんぼ（ホテル）から汐入川に沿って河口に出る道も、水溜りが無数に出
来車では避けては通れない。

要望

道路整備
汐入川沿いのデコボコ道の整備をしてほしい。海の大掃除の時など大人、子ども
たちも安心して歩いて行けるのではないか。

要望

道路整備 什王堂から吉木の浜への自転車で乗入れ出来る道や松林の中への散歩道の整備。 要望

キャンプ場の整備
自然の状態を確認しながらキャンプ場等場所を指定して開設するのもいいと思
う。

提案

キャンプ場の整備
町営のキャンプ場がないので、湯川山、三里松原などに設置してほしい（ルー
ル、マナーを守れない者は使用禁止）。

要望
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休憩施設の整備
簡易休憩所を複数つくり、松原内を気軽に散歩できるような身近な場所にしてほ
しい。

要望

休憩施設の整備
環境保全を優先すべきなので当地域は国定公園で設置が不可能であればやむを得
ないが、汐入川河口の芦屋寄りの砂浜に休憩や夕涼みができる１人掛けの木製の
椅子を据え付けてもらいたい。

要望

休憩施設の整備 簡単なベンチがほしい。 要望

休憩施設の整備 お手洗いがあると助かる。 要望

憩いの場の整備 憩いの場も必要。 意見

憩いの場の整備 松原内にキャンプ地や憩いの場等を作ったらよいと思う。 提案

憩いの場の整備
人が入れば松林の保全、維持につながるため、気楽に松原に入れるよう簡単な散
歩道を作り休憩できる小屋を作る。

提案

憩いの場の整備 町民が健康で安心して利用できる憩いの森の構築を望んでいる。 要望

公園整備

総合公園をつくる
・遊歩道、ジョギング、サイクリングコースをつくる
・休憩場所を設ける
・出店があってもいいのでは
・家族連れ、若者、子どもの自然学習、地域団体他の集いの場所・憩いの場所
・来場者（団体）に必ず保全活動に参画してもらうことを義務付ける。

提案

公園整備・管理

老朽化した防護柵は目隠しとなり閉塞感がありロケーションが悪く安全対策不足
でもある。
・防犯安全対策を優先。公園管理者としてセキュリティのシステム化。
・複数の上下水道の設置。広い場所でもあり、健康管理（婦女子、小さな子供に
も対応する設備）のため。
・複数の屋根付きテラス。体調管理のため。
・離合しづらいため、遊歩道アスファルト面を拡張する。
利用者の毎年世代交代の対応、自然と協調の運営を願っている。

提案

レジャー施設の整
備

岡垣町には文化的施設は十分あるので町が運営する公共の施設で１年を通じて遊
べる場所、恵まれた自然の地形を生かしたレジャー施設造りに期待している。未
来のある子どもたちが安心して育っていく町を願っている。

要望

レジャー施設の整
備

少年自然の家「玄海の家」のように夏はキャンプができるような施設があるとい
いと思う反面、環境が悪くなることも予想されるので難しい問題だと思う。

要望

国・県との連携
県や国レベルの事業（中・長期的展望をもった）として働きかけて保全、整備活
動を積極的にしてほしい。

要望

国・県による管理
フェンスが倒れるなど見苦しく、その中にすごい量のゴミが捨てられている。松
林を管理する部署は保全の強化に取り組むべきである。

意見

国・県による管理
国定公園であるなら、松くい虫防除だけでなくもう少し国なり県がもっと管理に
力をいれるべきだと思う。

意見

国定公園の維持管
理

国定公園ならそれなりの維持管理をしなければならない（所管はどこになるの
か）。

意見

国定公園の維持管
理

国定公園を管理する人が居ましたが（現在居るかどうか分からない）その人の仕
事内容は？同公園は本来、国が管理するのでは？管理する国と我々住民の関係を
説明する必要があると思う。

意見

国定公園の利用
国定公園に指定されている所を何かに活用するという事ができるのか？どのよう
な事までが可能なのか周知してもらいたい。

要望

計画的な取り組み
松葉かき、雑木等の除伐、松の植林等は２時間程度の作業で終了。計画的に三里
松原の保全を行うためには計画書の作成が必要で、担当地区、面積、年間活動日
数、参加人数を決め５～７年で行わないと高齢化もあり参加者が少なくなる。

感想

計画的な取り組み

もっと広報でアピールしてほしい。
・環境保全、飲料水確保、農業への塩害防止が優先事項
・体験施設、林道・サイクリングロード整備、憩いの施設は優先事項を踏まえた
上で、観光施設を造り自活出来る自治体の構築も考えられないか？狭規模の考え
方ではいけない。
中長期的な費用（予算）、人力（要員）、計画（時間）を立案し、ＣＰＡ＆住民
に対する報告は必ずやってほしい。

要望

計画的な取り組み
自然を守るのは、個人の力でできないことも町の力、資金によって出来ることが
あると思うので、長い視点で取り組んでもらいたいと思う。

要望
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分野 要約 分類

計画の立案
・目的に合わせてゾーンの設定
・各ゾーンごとに立案・計画設定
・流入河川との総合計画

提案

景観 遠目からいつも美しい景色を楽しんでいる。 感想

景観 かつて海岸線は全て遠浅の砂浜で美しかった。 感想

景観の再生 昭和30年代までの素晴らしい景観に戻したい。 感想

景観への配慮 テトラポットが見苦しい。景観に配慮し効果的な対策が必須である。 意見

環境教育
三里松原を環境教育に役立てることはよいが、散歩、ジョギング等についてはゴ
ミ、火事等の問題が生じるので絶対に反対である。

意見

環境教育 小中学生はいろんな活動に参加させて頂きたい。 要望

環境教育
防風・防潮や水源かん養の機能を維持することは当然のことであるが、少ない自
然を利用して自然体験、環境教育ができる場を考えてほしい。

要望

環境教育 小中学生を対象にした自然教室などをやって防風林等の大切さを教えてほしい。 要望

環境教育
子どもたちに校外活動の場として三里松原を利用し未来の椿の花園として情操教
育の場として活用していただきたい。

要望

環境づくり
子どもたちが夢をもち大人になって三里松原を思い出せる環境になればと考えて
いる。

感想

啓発
開放的にしすぎるとゴミやウミガメ生息の問題も出てくるが、岡垣町の一番美し
い場所という位置づけをし、啓発活動を地道に行って、もう少し開かれた憩いの
場所になってもらいたいと思う。

意見

啓発
三里松原がどう岡垣町に大切なのかアンケートを通し少しだけわかったような気
がする。三里松原がなかったらこれだけ違うなどの具体的な結果を示して子ども
たちの授業に取り入れれば三里松原の大切さを学ぶことができると思う。

意見

啓発 自然に対する環境教育、意識改革をする。 意見

啓発
三里松原は町民の財産として町民全体で守っていく意識づけをする。学校教育の
中でも実施する。

意見

航空防除
他の生物にも影響すると考えられるので、松喰い虫駆除のための薬剤散布はあま
り好ましくない。

意見

航空防除
高額な予算でヘリコプターでの松くい虫の防除を毎年しているが年々松が少なく
なっていると思う。役に立っているのか疑問を感じます。

感想

航空防除

毎年松くい虫防除のため、薬剤の空中散布が行われているが、水源の林である
「三里松原」に散布後すぐには人が入れないような薬剤を大量に散布することに
脅威を感じている。松くい虫以上に他の生き物が殺されていると思えてならな
い。もっと良い方法があるはずだ。農水省の指導（国有林）ということであれ
ば、縦割り行政の悪しき弊害があると言わざるを得ない。松原を清く美しく保全
する道を探りたいものだ。

感想

航空防除
松くい虫防除の空中散布は全く効果がないとの研究結果があると聞いたが、毎年
決まった時期に2回もするのか疑問だ。三里松原の保全・活用だけを考えずに周辺
自然との共生を考えることも必要と思う。

感想

航空防除
空中散布時子どものゼンソクが気になり当日は外出など出来なくなってしまうの
で、絶対に保全と言われたら複雑である。

感想

航空防除
航空防除以外に松くい虫の駆除はできないのか。他県での取り組みなど参考にな
れば考えてほしい。

要望

航空防除
航空防除はウメ・ビワ等の収穫時期が重なっており、食べ物に与える害が発生す
るのではないかと考えている。科学的分析（調査）をして安心できるデータを示
してほしい。

要望

航空防除
薬の空中散布がありますが周知を徹底してほしい。以前、子どもの皮膚がかぶれ
たとき医師に原因は薬品かもと言われた。広報などに載せるだけではなく現地に
注意の看板などがあれば安心して松原に行けると思う。

要望

航空防除
毎年ヘリコプターで害虫駆除の薬剤散布が行われていますが、薬剤に頼らない防
虫もあると聞いています。虫たちが全部死なずに松くい虫だけ駆除できるような
方法を考えてほしい。

要望

ゴミ
ゴミの不法投棄に対しての要望。495号線より各海岸線に通じる道路に、ゴミの不
法投棄に対する看板を設置する。パトロールの実施。監視カメラの設置。

提案

ゴミ
砂浜の大きなゴミはずいぶん減ってきたが素足だと危険なので小さなゴミも取っ
てほしい。

要望
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分野 要約 分類

ゴミ
汐入川河口に行く道路の両側はゴミ捨て場になっていて非常に汚い。町内の大事
な水源もあるのでシルバー人材、ボランティア等の活動方法等を検討し環境整備
をお願いしたい。

要望

ゴミ
時々車で走るがビニール袋のポイ捨てが目立つ。国有林ではあるがもっと身近な
憩いの場所で皆で共有していることを知らせるサポートがほしい。

要望

ゴミ
吉木の浜と新松原側の駐車スペースにゴミ箱（大型）を設置して週一回程度回収
するようにしてほしい。

要望

自然のままに 自然のままでよいのでは。 意見

自然のままに
子どもたちへの大切な宝物になっていけば、自然をそのままにできるだけ人の手
を入れない方が地球的にも良いと思う。

感想

植物の保護
町民がもっと関心を持って松原周辺の植物を守ってほしい。（汐入川のハマボウ
の花。吉木浜のハマヒルガオ、コウボウムギ等）

意見

神社の整備
公園内にある、天疫？神社は荒れ放題になっている。松原のルーツ、神社のルー
ツ等を説明した上で整備してほしい。

要望

海砂の採取禁止
海砂採取の規制を厳しくし、砂浜の後退を防ぐための対策を早急にとることが三
里松原全体の機能、景観を保つことになる。

意見

海砂の採取禁止 海砂の採取禁止。 要望

海岸の保全
年間１ｍの海岸線後退の防止ではなく、せめて30ｍ程度まで海岸線が再生する方
法を考える。

意見

海岸の保全
白砂青松の時代は遠のき雑木林と侵食に伴うテトラポットの群が非常に悲しい。
どうにか昔の遠浅でゴミのない海岸にもどしたい。サイクリングロードは素晴ら
しいと思う。どうにか活性化に生かしてほしい。

要望

海岸の保全
三里松原そのものの保全も大切であるが、海岸線の保全も真剣に考えてほしい。
砂の持出し等は止めて松原の侵食を防止してほしい。テトラポットの設置等考え
なくても良いような昔の海岸線を取り戻したい。

要望

海岸の保全 三里松原をテトラポットだらけにしないでほしい。 要望

砂浜の再生
昔（40年前）は波津～三吉間の砂浜はきれいでよく泳ぎ蛤、かに等をよく取り遊
べた。現在は砂浜は破壊された。昔に戻そう！！

感想

砂浜の保全 沖砂の採取は止めて、河口、砂浜を守るべき。 意見

砂浜の保全
昔のように白砂青松で広い砂浜にできないか。テトラポットは景観的によくな
い。

要望

河口の利用
汐入川の河口は駐車が無料のため波津の海水浴場より倍近い人出だ。泳ぐ人、釣
人、サーファー、水上バイク、同じ場所でそれぞれ水遊びが違うので事故が心
配。

感想

水上オートバイの
規制

汐入川の河口の水上オートバイを狭い河口で走りまわるのはやめさせてほしい。 要望

砂採取の中止
三里松原の景観を損なっている最大の原因は永年にわたる矢矧川、汐入川の河口
の砂採取だ。

感想

砂採取の中止 玄海沖で砂の採取をしているようですが即中止していただきたい。 要望

砂採取の中止
矢矧川から砂を採取しているので三里松原の海岸は砂の減少により自転車道の道
路も削り取られている。町は現状を維持する対策を早急に取る必要がある。

要望

砂採取の中止
矢矧川河口の砂利採りはいつまで続くのか？浜も松林もキレイになるよう環境共
生課のイニシアティブに期待する。

要望

砂採取の中止

矢矧川河口の砂の採取は可及的速やかに行政（県土木事務所）、及び三里松原再
生計画策定専門事務局、岡垣町環境共生課殿のもとに中止すること。玄海及び響
灘沖の砂の沖取り中止を申入れて来たが、現在まで継続採取されている。
私は、例えそれが一人であっても声を上げて、三里松原を守りたい。

要望

砂採取の中止
矢矧川河口の砂採場は砂浜保全に悪いが影響あるので、しっかり行政指導してほ
しい。

要望

砂採取の中止
国定公園に指定されている三里松原を守るため、侵食の原因と考えられる沖で行
われている砂取りを直ちに止めてほしい。

要望

立ち入り規制 道路から簡単に入りこめない方がよいと思う。 感想

立ち入り規制
国有林に簡単に入れるようになると何度かあったように火事になったりゴミが増
えたりするかもしれない。きのこやボウフウも伐採された。立入を禁止してほし
い。

要望

立ち入り規制 人がみだりに立入らないようにしてほしい。 要望
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乗り入れ規制 松林の中の道は一般車輌進入禁止にすべき。 意見

乗り入れ規制 散歩中に車が通過した後に砂ぼこりが立つのがいやだ。 感想

乗り入れ規制
波津海水浴場周辺のように、道路と駐車場を整備して砂浜や海岸に車両を乗り入
れさせないよう厳重に規制するべきである。

提案

乗り入れ規制 四輪駆動車等砂浜で走る車の立ち入りをさせないようにしてもらいたい。 要望

乗り入れ規制
砂浜の中に四駆の自動車で入り自転車道の崖を壊している。立入禁止にするなど
の対策をしてほしい。

要望

乗り入れ規制

宗像の松林のように車を通すことによって松が切られたり、枯れて昔の姿をとど
めていないのを見るのはさびしい。また、道路から松林の中に車を乗り入れてい
る方に対しても同じ気持ちだ。岡垣の松林も同じようになってほしくないです。
安易に整備するのではなく、松林としての環境を守って“昔は松露がとれた”と
思い起こすのではなく、“今も岡垣の松林では松露が取れる”と自慢できる松林
にしてほしい。

要望

乗り入れ規制 特に汐入川河口等の車、オートバイの乗入れ禁止。 要望

調査・研究

「岡垣自然科学研究所」の創立を考えている。日中共同宣言の中の「黄砂」の研
究を、今後の研究課題となるよう念願する。三里松原の植物生態、地質構造等、
大気汚染と共に研究課題を究明していく必要あり。自然に恵まれた住みよい住環
境であれば、それをどう今後に活用し、生かしていくか四次総の計画の中にも取
り入れて、町の発展のためにも検討してほしい。

要望

鉄柵の撤去
鉄柵は海岸に設置されているが見苦しいし、専門家の意見では松の木の塩害の原
因との事なので撤去してほしい。

要望

鉄柵の取り替え 松の保護のためと思われる鉄柵が腐食しているので取替えが必要では。 意見

鉄柵の取り替え 塩害で鉄製の柵がボロボロなので取り替えの時期と思う。 意見

鉄柵の取り替え
サイクリングロードと松林との境界壁も塩でサビてしまっているが、そのままで
よいのか。

感想

マナー向上 ゴミ放棄を少なくする啓発と環境総合パトロール編成の充実。 意見

マナー向上
サーファー、釣人でマナーの悪い人がいる。サーファーは時々清掃している人が
いるが釣人にもさせる。

意見

マナー向上
三里松原の保全や管理は岡垣町住民の義務と考えてよい。犬との散歩時の海岸通
りなどはみんなの憩いの場所でもある。犬は紐でつなぎ糞等は持ち帰って処理す
べき。

意見

マナー向上
波津海水浴場、汐入川等が特に汚れている。夜間等に花火をしたり、ゴミを放置
するようだ。また雑木の中に産廃と思えるゴミが捨てられている。松原保護のた
め町として監視指導できないのか？

意見

マナー向上 ゴミは持って帰ってほしい。 意見

マナー向上
河川敷、道路近辺、サイクリングロード等に多くのゴミが捨てられており、美観
を損なっている。

感想

マナー向上
松原の海岸で若者たちがバーベキューや波乗り等で楽しんでいるが、後始末を
しっかりしてほしい。

感想

マナー向上
海岸でのウォーターバイクはやめてほしい。特に吉木の浜はマナーが悪く海水浴
の時油が浮いている。波津港に基地を整備して沖合いで楽しんでもらいたい。

感想

マナー向上 ラブアースの時にゴミが多いことを強く感じた。 感想

マナー向上
道路から20～30ｍ奥に入ると粗大ゴミの捨て場になっていた。罰則を警告する看
板を増やすことも必要だと思う。

提案

マナー向上 生後間もない子猫や犬を捨てに来る人がいるので何らかの対策を考えてほしい。 要望

マナー向上 ゴミの不法投棄が多いので取り締まってもらいたい。 要望

マナー向上 松林の中へゴミなど捨てないように看板を増やしマナーアップを図る。 要望

マナー向上

動植物を保護してほしい。吉木の浜のハマボウフウや松露を軽トラックが取りに
来ているのを過去に見たことがある。また２月の始め頃に、アオイガイという殻
付のタコが産卵しに来るが四輪バイクやランドクルーザーでひかれたアオイガイ
の貝殻をよく見つける。

要望

マナー向上 犬の散歩について飼い主の教育を徹底する。 意見

目的の明確化
保全と活用とを別課題として対処するのか、あるいは同一に扱うのか曖昧。松原
の利用・活用なのか、砂丘・砂原の利用・活用なのかを明確にして、それぞれ提
案を出すべき。問題しぼり込むべきである。

提案

利用目的を絞る あまり多目的に活用しない方がよい。 意見
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土地利用
国定公園、保安林指定となっているのになぜ「カラオケ」や「ぶどうの樹」がで
きるのか？保安林を重要なものと町自体が考えていないのでは。

感想

土地利用
「チャンポン松露」の附近からの入り口近くで柵をこしらえているのは多分無許
可で産廃物を処理していると思う。

感想

土地利用 汐入付近にラブホテルがあるのはどうかと思う。 感想

その他 自然は財産。「山、川、海」取り返しのつかないことになってほしくない。 意見

その他 少しずつでも前へ進めていきたいですね。 感想

その他
三里松原 は現地を見たことがないが身近に感じられるようになりたいと思

う
感想

その他
宗像を見ならい、集客出来る人気のある町にしてほしい。自然がいっぱい、この
利点を大いに利用してよりよい町にしてほしい。

要望

アンケートに対す
る意見

アンケートは無記名でなくてよい。 意見

アンケートに対す
る意見

この様なアンケート用紙の配布及び回収は組長にさせるのではなく、役場職員に
よる職務とすべきである。

意見

アンケートに対す
る意見

アンケートに住所を特定できるような事項はなくす。 意見

アンケートに対す
る意見

三里松原は国定公園に指定されているので自由に出入りすることは出来ない。ご
み等を捨ててあるかないかは、道路端から見るだけでしか出来ないのに、質問の
主旨が判らない。

意見

アンケートに対す
る意見

アンケートの印刷、配布etcの費用は？この不況時にちょっと？と思います
が・・・

感想

アンケートに対す
る意見

目標が見えてこないアンケートのように思える。 感想

アンケートに対す
る意見

松原付近の集落者には不適当なアンケートです。 感想

アンケートに対す
る意見

アンケートから画期的改善策がでるかどうか疑わしい。 感想

アンケートに対す
る意見

このようなアンケートは積極的に行ってほしい。 要望

無関係
岡垣町の人件費は近隣自治体に比し割高。住民はそれに見合ったサービスを受け
てない。（受益者負担として転嫁傾向大）

意見

無関係 町・公務員は福島県、矢祭町を見習う事。 意見

無関係 町の車はプリウスの新車にしなくても軽の中古でいいと思う。 感想

無関係 私達の税金の無駄使いはやめてほしい。 要望
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