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市の職員の対応が、 
明るく親切である 

無駄がなく、税金が有効に 
使われている 

美濃加茂市第5次総合計画　概要版 

なに？
 

なに？ 

周辺市町村との連携によって 
地域の価値が高まっている 



みんなで輪になって、みんなが安心して笑顔でいられる、 

そして、地球全体が暮らしやすくなる！ 

それが「まぁるいまち」です！ 

広報紙などで、十分に 
行政の情報が得られている 

市政に市民の意見が十分に 
反映されている 

誰もが学びたいときに学べる 
環境が整っている 

スポーツ活動が活発に 
行われている 

市民と行政の協働の 
まちづくりが進んでいる 

市民が積極的に地域づくりに 
取り組んでいる 

すべての人がいきいきと輝き、すべての人
が共に成長する、魅力いっぱいの「まぁるい
まちみのかも」を一緒につくっていきましょう！

市民一人ひとりがまちづくりの主役と
して活躍することがとっても大切です！ 
それでは、みんなで何を、いつまでに、
どこまでやるのかそれぞれの「まる」
についてみてみましょう！ 
※成果目標は中間目標年に見直します。 

平成22年4月1日から平成32年3月31日まで 日 時 

美濃加茂市全域 場 所 

美濃加茂市民と美濃加茂市に関わる方全員 参 加 

目標人口 

※大人も子どもも、日本人も外国人も、美濃加茂市に住んで
いる人も、働きに来る人も、観光に来る人も、みんなで一緒
に参加しましょう。 

あなた
も！ 

キミも！ 

ワタシも！ 
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成果目標 全体目標（満足度） 現状値（H20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 

●ケーブルテレビに加入している世帯の割合 11％ 40％ 30％ 

●インターネットを利用している市民の割合 60％ 70％ 65％ 

●公募委員が参加している審議会等の割合 15％ 100％ 50％ 

●市民提案に基づいて実施した事業の数（年間） 2事業 10事業 6事業 

●まちづくりに貢献する団体の育成 － 50団体 25団体 

●市民活動サポートセンター登録団体数 74団体 148団体 111団体 

●市民活動サポートセンター登録ＮＰＯ＊1の数 6団体 12団体 9団体 

●市民が講師の出前講座実施回数 23回 200回 100回 

●まちづくり・地域貢献に関する 
　学習の場への参加者数 

26,552人 30,960人 28,480人 

※文化・スポーツ活動を含めた生涯学習まちづくり活動の場への参加者 

広報紙などで、十分に 
行政の情報が得られている 
広報紙などで、十分に 
行政の情報が得られている 
現状値 中間目標値 

（Ｈ26） 
目標値 
（Ｈ31） 

3.13 3.53.3

市政に市民の意見が十分に 
反映されている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.71 3.23.0

誰もが学びたいときに学べる 
環境が整っている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.94 3.33.1

スポーツ活動が活発に 
行われている 

市政に市民の意見が十分に 
反映されている 

誰もが学びたいときに学べる 
環境が整っている 

スポーツ活動が活発に 
行われている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

3.14 3.53.3

市民と行政の協働の 
まちづくりが進んでいる 
市民と行政の協働の 
まちづくりが進んでいる 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.81 3.53.2

市民が積極的に地域づくりに 
取り組んでいる 
市民が積極的に地域づくりに 
取り組んでいる 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.87 3.53.2

　市民や地域の団体、企業、教育研究機関、市役所など、まちづくりを担うだれも
が主役となり、それぞれの意識や文化の違いを理解し合い、互いにまちの将来像
を共有します。そして、その達成に向け、各地域の力を最大限に活用して、みんな
がそれぞれの役割をもったまちづくりを進めます。 

みんながそれぞれの役割をもって、 
だれもが活躍できるまちをつくります！ 共通目標 

●市民協働事業実施件数 － 40件 20件 

●市民協働コーディネーター登録者数 － 10人 5人 

●自治会加入率 60.6％（県内最低） 80％ 70％ 

●コミュニティ組織の設立地域 － 全地域 全地域 

＊1NPO…民間非営利団体（non-profit-organization）のことで、地域などにおいて様々な社会的な活動を行っている団体。 

政策1

政策2

政策3

※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 
市民意識調査は、平成20年4月1日現在で美濃加茂市
の住民基本台帳に登録している18歳以上の市民から
無作為に抽出した3,000人を対象として、6月12日から
の11日間を調査期間として実施しました。 
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　産業をブランド化し、優れた価値をつくり出すことにより、世界に発信できる新
たな「美濃加茂ブランド」を創造します。また、歴史や資源を活かし、農林業、商工
業及び中心市街地の活性化と交流の促進をめざします。 

産業の振興により新たな価値のあるまちをつくります！ 基本目標１ 

成果目標 現状値（表記なしH20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 

●美濃加茂ブランド認定を受けた製品 － 20品 10品 

●事業別産学官連携件数 0 3件 1件 

●ぎふクリーン農業＊2の実施面積（水稲） 11.5ha（H19度） 85ha37ha

●特産農作物・加工品の提案 2件 5件 3件 

●美濃加茂ブランドの中京圏メディアでの 
　取り上げ回数（年間） 

－ 200回 100回 

※上記回数は延べ回数。美濃加茂ブランドとは、今後作成する美濃加茂ブランド認定基準を満たしたもの。 

働く場所がたくさんあり、 
働きやすい環境が整っている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.75 3.23.0

商業活動が活発に行われ、 
身近な商店街が賑わっている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.33 3.02.7

企業誘致を行うなど、工業 
活動が活発に行われている 

働く場所がたくさんあり、 
働きやすい環境が整っている 

商業活動が活発に行われ、 
身近な商店街が賑わっている 

企業誘致を行うなど、工業 
活動が活発に行われている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.81 3.23.0

全体目標（満足度） 

※平成20年6月12日から11日間を調査期間として実
施した市民意識調査では、この政策に該当する調査
項目を設定していなかったため現状値は設定できて
いませんが、今後の調査によって、満足度を把握して
いく予定です。 

国内外に誇れる美濃加茂市 
ならではのブランドがある 
国内外に誇れる美濃加茂市 
ならではのブランドがある 

現状値 中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

－ 3.23.0

政策1

政策2

駅南（前）などの市街地が、 
買い物がしやすく便利である 

農林業が活発に行われ、地元産の 
安全で質の高い農林産物が手に入る 

まちの資源を活かした、 
魅力的な観光地となっている 

●新規進出企業の数 － 5件 3件 

●新規進出企業の従業員のうち、市内在住者数 － 200人 120人 

●法人市民税額 約9億円（H21度予算額） 約18億円 約13億円 

●製造品出荷額等 4,833億円（H19度） 5,700億円 5,300億円 

●付加価値額 1,188億円（H19度） 1,400億円 1,300億円 

●年間商品販売額 992億円（H19度） 1,020億円 1,000億円 

●有効求人倍率 0.66 1.000.95

※工業統計調査による 

※粗付加価値額を含み、工業統計調査による 

※商業統計調査による 

＊2ぎふクリーン農業…岐阜県では従来の栽培に比べ化学合成農薬・化学肥料をそれぞれ30％以上削減した栽培を「ぎふク
リーン農業」と定義している。 

※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 
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成果目標 全体目標（満足度） 現状値（表記なしＨ20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 

働く場所がたくさんあり、 
働きやすい環境が整っている 

商業活動が活発に行われ、 
身近な商店街が賑わっている 

企業誘致を行うなど、工業 
活動が活発に行われている 

国内外に誇れる美濃加茂市 
ならではのブランドがある 

政策3

政策4

政策5

駅南（前）などの市街地が、 
買い物がしやすく便利である 
駅南（前）などの市街地が、 
買い物がしやすく便利である 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.37 3.02.8

農林業が活発に行われ、地元産の 
安全で質の高い農林産物が手に入る 
農林業が活発に行われ、地元産の 
安全で質の高い農林産物が手に入る 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.94 3.33.1

まちの資源を活かした、 
魅力的な観光地となっている 
まちの資源を活かした、 
魅力的な観光地となっている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.54 3.02.8
※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 

●中心市街地の歩きやすさ 
　（バリアフリー＊3化実施率） 

13％ 
（330ｍ/2,530ｍ） 

100％ 
（2,530ｍ/2,530ｍ） 

84％ 
（2,130ｍ/2,530ｍ） 

●街路灯のエコ製品への取替率 － 100％ 30％ 

●駅南（前）通りの歩行者・自転車通行量 1,265人（台） 
/12h（H17度） 

1,330人（台） 
/12h

1,300人（台） 
/12h

※電気料を補助する街路灯（213基）の取替率 

※駅南（前）交差点から南への歩行者・自転車通行量 

●中心市街地の居住人口 
　（DID地区＊4内人口） 

10,623人（H17年） 10,940人 10,800人 

●中心市街地の年間商品販売額 4,763百万円（H19度） 4,900百万円 4,800百万円 

●美濃太田駅南地域の空き店舗数 15軒 0軒 10軒 

●耕作放棄地の農地への再生 － 10ha5ha

●認定農業者＊5数 73人 100人 85人 

●地域農産物供給施設における販売額 6億円 10億円 8億円 

●農業産出額 28.4億円 30億円 29億円 

●観光入込客数 1,497,304人（H20年） 2,000,000人 1,700,000人 

●観光案内ボランティア人数 12人（H21年4月） 30人 20人 

●観光協会ホームページ閲覧数 40,000件 60,000件 50,000件 

＊3バリアフリー（barrier free）…社会参加の障壁となる物理的な環境を改善し（段差の解消、手すりの設置など）、障がい、年
齢、性別に関係なくすべての人の社会参加を可能とすること。また、精神的な障壁がないことも含んでいる。 
＊4DID地区…ＤＩＤとは人口集中地区のことで、国勢調査において設定される統計上の地区を意味する。市区町村の区域内で、
人口密度が1平方kmあたり4,000人以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区がこれに該当する。 
＊5認定農業者…認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定するし
くみ。国の支援策は認定農業者に対して重点的に行われる。 
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※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 成果目標 現状値（表記なしH20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 全体目標（満足度） 

　年齢に応じた健康づくり、介護予防を促進します。また、適切な医療を身近な地
域で受けることができる環境を整えます。さらに、防犯・防災活動を活発にすると
共に福祉活動を推進し、だれもが安全・安心に暮らせるよう、市民が主体となって、
互いに助け合い支え合う地域のしくみをつくります。 

安心して暮らせるまちをつくります！ 基本目標2

地域や家庭の中で、突然の災害発生 
に備えた防災体制が築かれている 
地域や家庭の中で、突然の災害発生 
に備えた防災体制が築かれている 

現状値 中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

2.70 3.23.0

消防・救急体制が整っている 消防・救急体制が整っている 
現状値 中間目標値 

（Ｈ26） 
目標値 
（Ｈ31） 

3.17 3.53.3

犯罪の危険を感じることなく、 
安心して暮らせている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.56 3.23.0

犯罪の危険を感じることなく、 
安心して暮らせている 

交通ルールが守られ、 
安全な環境となっている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.76 3.23.0

交通ルールが守られ、 
安全な環境となっている 

自ら健康づくりに 
取り組めている 

身近で必要な医療サービスが 
受けられている 

●防災訓練等の実施率 76.6％（H21年7月） 100％ 90％ 

●自主防災組織の組織率 58.8％（H21年7月） 100％ 90％ 

●公共施設の耐震化率 62.5％ 100％ 98％ 

●一般住宅の耐震化率 81％ 89％ 85％ 

●犯罪（刑法犯）発生件数 861件（H20年） 700件 780件 

●交通事故（人身事故）発生件数 346件（H20年） 280件 300件 

※自主防災組織化自治会数÷自治会総数 

※訓練等実施組織数÷自主防災組織総数 

※耐震化済施設÷公共施設40施設（小中学校や公民館など、市の避難所に指定されている施設） 

※耐震化済住宅数÷住宅総数 

※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 

障がいの有無に関係なく、 
だれもが社会参加できる 
環境になっている 

高齢者への支援や介護サービスが 
充実し、高齢期も安心して 
暮らせるまちだと思う 

経済的に困窮しているなど、 
支援が必要な人が自立できる 
ような体制が整っている 

地域の中で交流を持ち、 
助け合い・支え合う関係が 
できている 

政策1
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成果目標 全体目標（満足度） 現状値（表記なしＨ20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 

※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 

地域や家庭の中で、突然の災害発生 
に備えた防災体制が築かれている 

消防・救急体制が整っている 

犯罪の危険を感じることなく、 
安心して暮らせている 

交通ルールが守られ、 
安全な環境となっている 

自ら健康づくりに 
取り組めている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

3.0 3.43.2

自ら健康づくりに 
取り組めている 

身近で必要な医療サービスが 
受けられている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

3.3 3.73.5

身近で必要な医療サービスが 
受けられている 

●がん死亡率 194.7人／10万人 
（H18年） 

185人 
／10万人 

190人／10万人 

●特定高齢者＊6施策参加者 0人 500人 300人 

●要支援から要介護へ移行する人の割合 12.2％ 微増（13％） 維持（12.2％） 

●かかりつけ医から中核医療機関への紹介率 64.8％ 70％ 67％ 
※要介護になった者／要支援更新者 

※紹介率は、市内病院の初診患者の内、市内診療所からの紹介患者数（この割合が上がることにより、医療施設の機能分担が図られている 
　ことがわかる） 

●災害時要援護者＊7の把握人数 1,200人 2,500人 1,900人 

●地域支援ネットワーク＊8の組織率 － 100％ 100％ 

●福祉ボランティア人数 1,163人 1,750人 1,450人 

＊6特定高齢者…65歳以上の高齢者のうち市民健康診査の生活機能評価で生活機能が低下していて要支援・要介護状態になるお
それのある虚弱高齢者。 
＊7災害時要援護者…高齢者、障がい者、外国人市民、妊産婦や乳幼児など、災害時に何らかの手助けが必要な人のこと。 
＊8地域支援ネットワーク…社会福祉協議会の支部を通じて、要支援者を地域の住民で支える体制づくりに取り組むもの。 

※災害時要援護者把握人数の目標値は、一人暮らし高齢者や、在宅の重度要介護者、障がい者など、災害時に援護の優先度の高い方の見 
　込み数を掲げている 

※社会福祉協議会登録人数 

※ネットワークの構築完了地区／市内全地区 

障がいの有無に関係なく、 
だれもが社会参加できる 
環境になっている 

障がいの有無に関係なく、 
だれもが社会参加できる 
環境になっている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.74 3.23.0

高齢者への支援や介護サービスが 
充実し、高齢期も安心して 
暮らせるまちだと思う 

高齢者への支援や介護サービスが 
充実し、高齢期も安心して 
暮らせるまちだと思う 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.74 3.23.0

経済的に困窮しているなど、 
支援が必要な人が自立できる 
ような体制が整っている 

経済的に困窮しているなど、 
支援が必要な人が自立できる 
ような体制が整っている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.91 3.23.0

地域の中で交流を持ち、 
助け合い・支え合う関係が 
できている 

地域の中で交流を持ち、 
助け合い・支え合う関係が 
できている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

2.74 3.23.0

政策2

政策3
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※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 

外国人市民や多様な文化への 
理解が深まっている 

快適でここちよく定住できるまちをつくります！ 基本目標3

　教育環境を充実させ、誇りある地域、住み続けたいと思う魅力を高め、子ど
もを産み、育てやすいまちづくりを進めます。また、市民レベルの交流を広げ、
歴史と文化が薫るまちをつくり、日本人と外国人がともに暮らしやすい多文化
共生社会の構築をめざします。さらに、便利に移動できるしくみをつくり、快適
な居住環境を整えます。 

成果目標 全体目標（満足度） 

現状値 中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値（表記なしＨ20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 

子どもの健康づくりに関する 
体制が整っている 
子どもの健康づくりに関する 
体制が整っている 

3.12 3.53.3

現状値 中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

子育て支援サービスが充実し、 
安心して子どもを産み、 
育てられるまちだと思う 

子育て支援サービスが充実し、 
安心して子どもを産み、 
育てられるまちだと思う 

2.89 3.23.0

現状値 中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

幼児や小中学生への 
教育内容が充実している 
幼児や小中学生への 
教育内容が充実している 

3.0 3.43.2

現状値 中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

青少年を地域ぐるみで 
育んでいる 
青少年を地域ぐるみで 
育んでいる 

2.86 3.23.0

●企業内託児所の設置数 5箇所 8箇所 6箇所 

●一時保育開設数 2箇所 4箇所 3箇所 

●子育てサロンの設置数 4箇所 8箇所 6箇所 

●乳児訪問実施率 90％ 97％ 95％ 

●あじさい賞＊9の受賞者数 20人・7団体 30人・7団体 25人・7団体 

●学校施設の耐震化率 72％（H21年3月） 100％ 100％ 

●はじめの一歩＊10参加者数 41.4％ 50.0％ 45.0％ 

●中学生のフロム0歳プラン＊11の認知度 45％ 70％ 60％ 

●フロム0歳プラン公表会の開催 1回／3年（H20度まで） 1回／1年 2回／3年 

●地域活動やボランティア活動する中学生徒数 869人 1,300人 1,000人 

●自宅学習時間 小学生（5・6年） 
 中学生（1・2年） 

70分 90分 80分 
90分 120分 100分 

●1か月の読書冊数 小学生（5・6年） 
 中学生（1・2年） 

1～3冊 4～5冊 3～4冊 
0～2冊 3～4冊 2～3冊 

●50ｍ走（中学2年生市平均） 男子 
 女子 

7.8秒 7.6秒 7.6秒 
8.9秒 8.7秒 8.7秒 

　立ち幅跳び（同上） 男子 
 女子 

188cm 200cm196cm
160cm 168cm167cm

●資格取得児童・生徒数(漢検3級・英検3級取得者) 
　※中学3年時点の取得者 

139人 210人 160人 

市内の公共交通機関が 
使いやすい 

＊9あじさい賞…小・中学校児童生徒及びその所属する団体が、学習・文化、スポーツ活動等において県以上の大会で優勝や入
賞、善行・奉仕活動等においてその活動が顕著であったものに与える賞。 
＊10はじめの一歩…0歳児をもつ保護者を対象に子育ての仲間づくりと子育て情報の交流を目的に開催する講座。 
＊11フロム0歳プラン…「自己にきびしく、人にやさしく、たくましい子ども」の育成を目標に、地域の人材、施設・設備を活用し、市
民との連携により、子どもを育てるまちづくりを進めるための取り組み。 

市の文化や歴史・芸術が 
大切にされている 

政策1
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成果目標 全体目標（満足度） 現状値（表記なしＨ20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

外国人市民や多様な文化への 
理解が深まっている 
外国人市民や多様な文化への 
理解が深まっている 

2.68 3.23.0

●外国人の定住率 23.3％（H21年3月） 40.0％ 30.0％ 

●日本語で自分の意見を話せる外国人市民の割合 － 30.0％ 20.0％ 

●外国人世帯の自治会加入率 8.9％ 20.0％ 15.0％ 

※5年以上美濃加茂市に居住している外国人市民の割合 

子どもの健康づくりに関する 
体制が整っている 

子育て支援サービスが充実し、 
安心して子どもを産み、 
育てられるまちだと思う 

幼児や小中学生への 
教育内容が充実している 

青少年を地域ぐるみで 
育んでいる 

●あい愛バスの利用者数 23,000人 24,000人 23,500人 

●新たな交通システム計画の策定 － 計画に基づく 
アクションプランの実行 計画策定 

●名古屋市への公共交通によるアクセス時間 

●東京や名古屋市への公共交通によるアクセス方法 

1時間（特急ひだ以外） 50分 55分 

鉄道（ＪＲ･名鉄） 鉄道・バス 鉄道・バス 
※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

市内の公共交通機関が 
使いやすい 
市内の公共交通機関が 
使いやすい 

2.45 3.02.7

＊12市民連携プログラム…市民の企画と運営による文化芸術活動プログラム 
＊13ＭＴ文化活動…美濃加茂市と富加町が合同で設置した「ＭＴ夢クラブ」の活動。このクラブのしくみは、地域の方が活動
しているクラブの中から子どもたちが体験してみたい、挑戦してみたい種目を自分で選び、加入することができることになっ
ている。 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

市の文化や歴史・芸術が 
大切にされている 
市の文化や歴史・芸術が 
大切にされている 

3.17 3.53.3

●地域を再発見するための事業への参加者数 約30人 960人 480人 

●先人顕彰関連事業への参加者数 約3,600人 6,000人 5,000人 

●市民連携プログラム＊12に参画して 
　活動する市民総数 

約3,000人 3,800人 3,400人 

●「身近に音楽を」プログラムなどへの来場者数 約1,900人 2,800人 2,400人 

●ＭＴ文化活動＊13登録団体数 27団体（H21年7月） 35団体 30団体 

政策2

政策3

政策4
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成果目標 現状値（Ｈ20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 全体目標（満足度） 

※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 

美しい風景が残るまちをつくります！ 基本目標4

　豊かな自然や地域の歴史の中で、適正な土地利用に基づき、住環境を整え、優
良な農地を保全します。また、歴史風土、河川や里山などの自然に調和した良好
な景観形成を推進します。さらに、地球にやさしくいつまでも美しい風景が残るふ
るさとをつくります。 

現状値 中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

市内に快適な住環境が 
整備されている 
市内に快適な住環境が 
整備されている 

2.92 3.33.1

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

景観やまちなみが 
美しいと感じる 

2.89 3.23.0

景観やまちなみが 
美しいと感じる 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

身近な公園がきちんと 
整備されている 

2.93 3.33.1

身近な公園がきちんと 
整備されている 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

河川空間が安心できる 
憩いの場となっている 

2.83 3.23.0

河川空間が安心できる 
憩いの場となっている 

●地区計画・建築協定＊14等の建築制限地区の設置数 1地区（中部台） 3地区 2地区 

●耕作放棄地の面積 41ha 20ha30ha

●アダプトプログラム＊15実施団体数 3団体 43団体 23団体 

●地区計画・景観重点地区等の景観まちづくり地区の設置数 1地区（中部台） 5地区 3地区 

●水と緑の公的空間確保率 40m2／人 60m2／人 50m2／人 
※都市公園・緑地のほかに、その他の公園として、みのかも健康の森、農業用ため池、木曽川河畔の緑道等を加えた公園緑地面積を市民1人 
　あたりの面積として示したもの 

＊14建築協定…住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進するなど建築物の利用を増進し、土地の環
境を改善するために必要と認める場合において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する
者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に
関する基準について協定を締結する制度。 
＊15アダプトプログラム（adopt program）…アダプト（adopt）とは英語で「養子にする」の意味。一定区画の公共の場所を養
子にみたて、市民が里親となって養子の美化（清掃）を行い、行政がこれを支援する。市民と行政が互いの役割分担を定め、両
者のパートナーシップのもとで美化を進めるもの。 

政策1

政策2

自然環境が保全され、まちの 
空気や水はきれいになっている 

ごみの減量や省エネルギー 
対策、リサイクル活動が 
活発に行われている 
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市内に快適な住環境が 
整備されている 

景観やまちなみが 
美しいと感じる 

身近な公園がきちんと 
整備されている 

河川空間が安心できる 
憩いの場となっている 

成果目標 全体目標（満足度） 現状値（表記なしＨ20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 

※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

自然環境が保全され、まちの 
空気や水はきれいになっている 
自然環境が保全され、まちの 
空気や水はきれいになっている 

2.99 3.43.2

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

ごみの減量や省エネルギー 
対策、リサイクル活動が 
活発に行われている 
 

ごみの減量や省エネルギー 
対策、リサイクル活動が 
活発に行われている 
 
3.23 3.63.4

政策3

●市内主要河川水質の環境基準達成 
　（基準：水素イオン濃度等5項目、対象：6河川） 

川浦川以外の 
5河川は水質の 
環境基準中大腸菌 
群数が未達成 

6河川全てで 
水質の環境 
基準達成 

川浦川・詰田川・ 
深渡川・大洞川 
の4河川で水質の 
環境基準達成 

●川浦川の水質 
　（カワゲラウォッチング：市民による環境調査） 

川浦川：きれいな水 
（5段階の水質階級 
中 Ⅰ きれいな水） 

Ⅰ きれいな水 Ⅰ きれいな水 

●1日1人あたりの可燃ごみ排出量 475ｇ（H19度） 428ｇ 451ｇ 

●年間資源回収量 2,489ｔ（H19度） 2,990ｔ 2,740ｔ 

●ごみ減量機器助成件数（累計） 2,649件（H19度末） 5,300件 3,970件 

●家庭から排出されるＣＯ2排出量（1人あたり） 2,150KgＣＯ2/人 
（H19年） 

1,935 
KgＣＯ2/人 

2,042 
KgＣＯ2/人 

●太陽光による発電設置件数（累計） 292件（H20度末） 1,460件 580件 

※カワゲラウォッチング普及事業とは、小中学生や住民の参加を得て、岐阜県内の身近な河川に生息する生物を調べることにより、河川の 
　水質を知ると共に、調査の体験を通じて水質の保全及び浄化の重要性を認識することを目的としたもの 
　水質階級（指標生物や水の濁りなどにより5段階に区分） 
　Ⅰ　きれいな水　　Ⅱ  少しきたない水　　Ⅲ  きたない水　　Ⅳ 大変きたない水　　不明　指標生物未発見等 

※一般家庭への太陽光発電の普及については、環境学習や啓発活動を進め、自然エネルギー活用の一環として推進する 

※家庭から排出されるＣＯ2排出量については、美濃加茂市の排出量が把握されていないため、全国平均値を用いている 
　早急に、環境家計簿の普及を図り本市の各家庭からの排出量を算出し、地域性を重視した目標となるよう見直しを行う 

※市内を流れる主要河川（定期的に水質検査を実施している地点）　①加茂川（深田橋）　②深渡川（深渡橋）　③川浦川（廿屋川合流）　 
④蜂屋川（鷹之巣橋）　⑤詰田川（詰田橋）　⑥大洞川（伊深橋） 
基準項目（基準値）：Ｂ類型流域　①水素イオン濃度・pH（6.5～8.5）  ②溶存酸素（5mg／ 以上）　③生物化学的酸素要求量（3mg／ 以下）　 
④浮遊物質量（25mg／ 以下）  ⑤大腸菌群数（5,000mpn／100m  以下） 
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　市役所は、市民や地域の団体、企業、教育研究機関などと共に地域を構成する重要な主体のひとつであり、職
員や組織、税収などの経営資源を効率よく活用して、最大の成果を上げなければなりません。 
　地域間競争に生き残り、将来もずっと輝き続けることができるまちをつくるため、市役所は、次の方針によって経
営を行い、総合計画を着実に推進していきます。 

成果目標 全体目標（満足度） 現状値（表記なしH20度） 目標値（Ｈ31） 中間目標値（Ｈ26） 

現状値 中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

市の職員の対応が、 
明るく親切である 
市の職員の対応が、 
明るく親切である 

3.0 3.63.4

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

無駄がなく、税金が有効に 
使われている 

2.47 3.23.0

無駄がなく、税金が有効に 
使われている 

美濃加茂市第5次総合計画　概要版 

発　　行：美濃加茂市 
発行年月：平成21年12月 
企画編集：美濃加茂市役所 
　　　　　〒505-8606　岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 
　　　　　電話 0574-25-2111 FAX 0574-25-3917 
　　　　　URL：http://www.city.minokamo.gifu.jp/ 
制　　作：株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 

●職員の専門研修への参加率 61％ 75％ 68％ 

●人事交流(派遣)実施人数 4名 10名 6名 

●業績向上のための資格取得者数 27名 43名 34名 

●人口1,000人あたりの職員数 17位 10位以内 13位以内 

※自治体派遣4名をベースに民間への派遣を増やす 

※専門研修参加者／職員数 

※自主研修助成金交付者数・資格研修受講者数の計 

※現在6.19人　　全国市町村平均　7.82人　　県内市町村平均　8.31人　　全国類似団体　4.37人～16.05人（平均　8.23人） 
※職員数が少ないほど上位 

 

中間目標値 
（Ｈ26） 

目標値 
（Ｈ31） 

現状値 

周辺市町村との連携によって 
地域の価値が高まっている 
周辺市町村との連携によって 
地域の価値が高まっている 

－ 3.23.0
※平成20年6月12日から11日間を調査期間として実施
した市民意識調査では、この政策に該当する調査項目
を設定していなかったため現状値は設定できていないが、
今後の調査によって、満足度を把握していく予定です。 

※市民意識調査結果より（満足度は5点満点の平均値） 

経営方針1

経営方針2

経営方針3

※全国類似団体(127団体)中の順位 

●財政力指数 0.82 0.900.85

●経常収支比率 93.9％ 85.0％以下 88.0％ 

●行政改革実施計画達成度 － 100％ 50％ 

●起債残高 452億円（H20度末） 300億円以下 358億円 

●成果目標全体達成度 － 100％ 50％ 
※第5次総合計画基本計画におけるすべての成果目標数値の達成度の平均値 

※一般財源必要額に対して市税等の一般財源収入額がどの程度確保されているかを測るもので、この指数が高いほど裕福な団体となります。 

※自治体の財政構造の弾力性を測定する指標として使われ、この比率が低いほど投資的経費に充てる財源が確保できます。 

※地方自治体が事業資金を調達するために負担する債務の残高のことです。 

●昼夜間人口比率 1.05（H17年10月） 1.101.08

●共生ビジョン＊16実施率 － 100％ 100％ 

※常住人口（夜間人口）に対する昼間人口の割合 

＊16共生ビジョン…定住自立圏構想において、中心市宣言を行った中心市が、圏域の形成協定を締結した中心市を含む周辺町 
村を対象として策定する将来計画のことです。 

●住み良さランキング 10位 10位以内 10位以内 
※東洋経済新報社が全国783市と東京区部を合わせた全784都市を対象として「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実 
　度」の5つの観点から住みやすさを数値で評価したもの 


