
平成２１年度美濃加茂市市民満足度調査対応集 

 
 
●調査事項の結果における各課の対応について 
 市民満足度調査の回答をいただいた６５２人から寄せられた重要度・満足度の結果や自由

意見を基礎資料として、それぞれの調査事項に対する市の考えや今後の取り組みについて、

市民満足度調査対応集として取りまとめました。 
 

 
●重要度・満足度結果及び自由意見の取り扱いについて 
 重要度・満足度調査の結果や寄せられた自由意見は、今後の市政運営への参考とするよう

に担当課へ送付しました。 
 また、送付を受けた担当課は、調査の結果や寄せられた自由意見をよく検討し、活用いた

します。 
 
 
◆市民満足度調査対応集◆ 
 ・調査させていただいた２９項目について、市の考えや今後の取り組みを報告します。 
 ・重要度、満足度調査は、３つの選択肢の中から回答していただき、回答結果を「重要」

「満足」は５点、「どちらともいえない」は３点、「重要ではない」「満足ではない」は０

点（無回答は計算対象外）で得点化しました。各質問事項に対する重要度得点、満足度得

点はその回答の平均点を表しています。 
 
◆ご意見を募集します◆ 
 「市民満足度調査対応集」で市の考えや今後の取り組みに対する意見を募集しております。 
 今後の市政運営の参考にしていきますので、たくさんのご意見をお待ちしております。 
 Ｅ-mail goiken2@city.minokamo.lg.jp 



（１）中学校卒業までの医療費無料化          
  重要度得点３．９２ 満足度得点３．７４ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 調査結果からも中学校卒業まで拡大した医療費助成については、市民の皆さんに満足して

いただけていることが分かり、この施策が少子化対策に必要なものであると実感しています。

その反面｢中学生までは必要ない。｣などの反対意見があることも把握しています。 
高校卒業までとの助成対象拡大の意見もあるようですが、当面は助成対象は中学校卒業ま

でとする予定です。 
   また、「医療費が助成されるということで病院に行きやすくなり、市の負担が増える。」な

どの意見がありました。このようなことも当然考えられますので、限りある財源を投入する

以上、医療費の抑制については市民の皆さんにご協力いただけるよう理解を求めていく必要

があると感じています。 
 
                                   回答課：福祉課 
 
 
（２）子育てサロンの開設   

    重要度得点３．８９ 満足度得点３．５２ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 子育てサロンは、子育て世代には、重要で、内容についても満足度も高く必要な事業だと

改めて認識しました。 近は、子育てに不安を抱えている親が多くなり、子育てサロンのよ

うに、常時保育士がいる施設は、人気があります。「相談すると一緒に考えてくれる」、「子

どもと一緒に遊んでくれる」、「母親がほっとできる場所」、「子どもが同年齢のお母さんと友

達になれる」など、利用する理由はさまざまです。第５次総合計画の成果目標にも掲げてい

ますように、今後も、安心して子どもを育てられるよう、各地域に親子で集える場所を設置

していきます。 
 
                                   回答課：こども課 

【調査事項】 少子化対策として、乳幼児医療（入院、通院とも）の無料化を、２０年度から

小学校卒業までから中学校卒業までに広げました。 

【調査事項】 ０歳から６歳児まで（未就園児など）の子育て支援として、子どももその保護

者も集える、「子育てサロン」を行っています。 
（福祉会館、健康の森、津田左右吉記念館、中部台公民館の４箇所で実施） 



（３）学童保育事業        
       重要度得点４．２９ 満足度得点３．６７ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 現在は、小学校１年生から３年生までを対象として学童保育を実施しています。「小学６

年生まで、みていただけるといいです。」など、対象年齢の拡充を求める意見もありますが、

対象を６年生までにすることは、場所の確保をはじめ、職員の体制づくりやメニューの整備

などさまざまな課題があることから、今後多角的に検討していきます。 
また、２１年度からは、市内全地域で学童保育を実施し、希望者に土曜保育も開設しまし

た。「利用者負担をもっと上げてもいいのでは。」や「一部の人のみが利用している。」との

意見もありますので、今後は、受益と負担や財政状況を考慮して、学童保育環境の整備を図

っていきます。 
 
                                  回答課：教育総務課 
 
 
（４）「高齢者の総合相談」事業      

  重要度得点４．２０ 満足度得点３．３７ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住みなれた地域で安心して暮らしていただけ

るよう、介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支えるための機関で、平成１８

年４月に開設されました。センターには、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員など専

門職を配置し、「高齢者の総合相談」をはじめ、介護予防プランの作成、認知症予防啓発、

高齢者虐待防止・権利擁護、出前講座、介護者支援など様々な事業を行っています。 
 広報などを通じＰＲに努めていますが、「地域包括支援センター」は何をする所かわかり

にくいというご意見もあり、昨年｢愛称名」を募集し、今年４月から「長寿支援センター」

に名称変更しました。 
更に今年度から介護予防係を新設し、予防の強化に努めています。 
高齢化がますます進行する中、今後も「高齢者の総合相談窓口」としてＰＲに努め、高齢

化社会に対応できるようセンターの機能強化を図ります。 
介護に関する悩みなど、どうぞお気軽に「長寿支援センター」にご相談ください。 

【調査事項】 保護者が仕事などで家庭にいない小学１～３年生の児童に対し、放課後や長期

休暇中、保護者に代わって保育を行っています。 
（なお、２１年度から土曜日保育を始めました） 

【調査事項】 地域包括支援センターでは、高齢の方が住みなれた地域で安心して暮らしてい

ただくための支援として、専門職員による「高齢者の総合相談」を行っています。 



 
                               回答課：長寿支援センター 
 
 
（５）７５歳以上の方に対するがん検診の無料化 

重要度得点４．２５ 満足度得点３．６１ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 第５次総合計画では、一方では『特定検診やがん検診等が受診しやすい環境をつくると共

にライフステージに応じた取り組みやすい健康づくりの情報を共有します』としています。  
また、他方では『経営資源を効率よく活用する仕組みを作ります』としています。今回の

市民満足度調査の結果を踏まえ、７５歳以上の方を含め、がん検診等における受益者負担の

あり方を検討していきたいと考えています。 
 

                                  回答課：健康課 
 

 
（６）ごみの分別区分     

    重要度得点４．６１ 満足度得点３．９０ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 「リサイクルのためにもっと分別してもいいのでは。」、「廃プラスティックの回収をして

ほしい。」、「ごみ袋の価格をもっと上げてもいいのでは。」など、市が抱えている課題や問題

点を意見としていただきました。 
   ごみの分別については、おおむね皆さんから理解をいただいていると感じております。今

後は、ごみの分別区分を含め、ごみの減量や資源のリサイクル化に向けた取り組みをより一

層充実したいと考えています。 
 

                                  回答課：環境課 
  
 
 

【調査事項】 病気の予防、早期発見、治療につなげるために実施しているがんなどの検診

の一部負担金を、７５歳以上の方について無料にしています。 

【調査事項】 ごみの出し方を可燃物、資源物、不燃物、粗大ごみ、がれき類、特別ごみ、家

電リサイクル対象品の７区分、さらに金属やガラスなどに１３分別していただいております。



（７）防犯灯の設置   
     重要度得点４．８０ 満足度得点３．１４ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 防犯灯の設置については、市民の皆さんが重要であり、必要であると強く感じてみえるこ

とが調査結果からも伝わってきます。設置は、夜間の犯罪などを未然に防止するため、自治

会からの要望で、既設の防犯灯との距離が原則として８０メートル以上ある場合に設置をし

ています。 
   また、維持管理は自治会が行い、市は電気料の３分の２を補助金として自治会に交付して

います。ただし、小中学生の通学路に指定されている道路で、付近に民家がほとんど無い場

合には、市が維持管理をしています。 
   今後、満足度を高めていくために自治会要望に基づき、順次設置や修理を進めていきたい

と考えています。 
   また、地域防犯対策として、道路に面している家の玄関灯を点けることによる、犯罪防止

にご協力をお願いします。 
 
                                  回答課：防災安全課 

 
 
（８）防犯灯電気料の自治会への２/３補助 

       重要度得点４．６１ 満足度得点３．６５ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 防犯灯電気料補助金については、前年度１年間の電気料の３分の２を自治会へ補助金とし

て交付しています。 
   平成２１年度の防犯灯電気料補助金は、１７６自治会の３，２１０基分で、５，７８６，

９３０円を交付しました。 
夜間の犯罪等を未然に防止するためには、防犯灯の設置は有効な手段のひとつであり、地

域の安全を守るために、自治会（地域）と市が一体となって取り組んでいきたいと思ってい

ます。 
今後も防犯灯電気料補助金の交付を継続していきますので、自治会での防犯灯の維持管理

に、ご理解とご協力をお願いします。 

【調査事項】 犯罪防止や交通事故防止のため、夜間特に暗い場所に防犯灯を設置しています。

（２１年度設置基数＝１１９基、市内の防犯灯総基数＝３，５０７基） 

【調査事項】 防犯灯の設置は市で行い、維持管理は自治会で行っています。その維持管理費

（電気料）の２/３を市が自治会へ補助しています。 
（２１年度設置基数＝１１９基、市内の防犯灯総基数＝３，５０７基） 



                                  回答課：防災安全課 
 
 

（９）自主防災組織の防災施設整備や防災訓練への補助 
     重要度得点４．３７ 満足度得点３．４９ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 自主防災組織の防災施設整備や防災訓練への補助については、防災意識の高揚や防災体制

の万全を期するため、補助金の交付を行っており、この取り組みは、調査結果からも重要性

を感じています。 
   災害時には、地域住民が互いに助け合うことができる連帯感や地域の自主防災力を発揮す

ることが大切であり、日ごろから地域での自主防災活動の重要性について理解を深めていく

ことが必要です。 
   そのためには、防災訓練を行い防災への意識の高揚を図り、更に防災施設・設備を整備す

るなど防災体制を整える必要があります。 
平成２１年度の補助金の交付件数については、防災設備設置事業補助が１９件、防災訓練

の補助が４件でした。 
今後とも自治連合総会、各地区自治会長会、広報紙などで周知を図り、自警隊、災害協力

隊、自治会などの自主防災組織の組織率を高めていくとともに、自主防災組織に対して、防

災施設の整備や防災訓練に要する費用の補助をし、地域を中心とした防災体制の推進をして

いきたいと考えております。 
 

                                回答課：防災安全課 
 

 
（10）地区公民館での生涯学習講座    

     重要度得点３．５０ 満足度得点３．０８ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 地区での生涯学習講座は、「人と交流する場は必要である」や「大切なこと」と事業を評

価していただいている一方で、「受講生の人数が少ない」や「特定の人のみしか利用されて

いない」など事業が評価されていない意見もあり、これは地区の公民館に限らず、中央公民

【調査事項】 災害時に迅速な初期活動が行える地域づくり支援として、地域住民が主体とな

って組織する自主（地域）防災組織に対して、防災施設の整備や防災訓練に要する費用の補助

をしています。 

【調査事項】 皆さんに生きがいを持って生活していただくため、生涯学習ボランティアや地

域の方と連携し、地区の公民館で地域に根付いた講座を実施しました。 



館においても、同様の課題であると認識しています。 
今後は、各講座の開講案内についても、受講者の拡大を図るため、当市だけに限らず近隣

の町を含めた広域的な生涯学習講座情報を提供するなど、市民の皆さんへの情報提供の不足

感を解消するための事業を展開していきます。また、広報紙だけに限らずホームページなど

にも情報を掲載し、周知を図っていきます。 
今後、市民の皆さんのニーズに合った講座（親子で参加できる講座や料理教室、夜間の講

座など）や市民の皆さんが自ら講師となって開講する市民企画講座などを積極的に展開して

いきます。 
 

                                回答課：生涯学習課 
 

 
（11）市美術展の開催   

 重要度得点３．１７ 満足度得点３．０５ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 市美術展は、文化芸術を生活の一部として自ら芸術活動に参加し、活動を通じて個人の芸

術文化レベルの向上とともにお互いの交流により市民全体の文化的な活動を高めるために

毎年実施しており、今年度で５５回目を迎えます。 
   市美術展を開催することは、文化芸術活動を行う市民の作品発表の場であり、芸術によっ

て潤いのあるまちづくりを行うためには重要なことだと考えております。 
   今後の課題ですが、事業評価のご意見の中で、美術展をご覧になっていない方からのご意

見がありました。募集・開催の周知について、広報や新聞報道を利用しながら市民に広めて

いきたいと考えています。また、開催にあたっては、満足度の向上に努め、魅力ある展覧会

にしていきます。 
   なお、美術展は、出品者から出品料をいただき開催しております。また、主な支出は、入

賞者の正副賞、出品者への審査結果通知などの送料、募集要項などの印刷費等です。事業費

については、経費節減に向けて見直しをしていきます。  
 

                                回答課：文化振興課 
 
 
 
 
 

【調査事項】 市美術展は、日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の部門があり、創造性あふ

れる力作を多数応募していただき、毎年実施しています。 



（12）「フロム０歳プラン」の推進   
    重要度得点３．７３ 満足度得点３．０９ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 「フロム０歳プラン」は、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たしながら、三者が一

体となり地域ぐるみで子どもを育てるプランです。「これからは、地域で子育てを考える時代

だと思う。」などのご意見をいただき、大変ありがたく思っています。しかし、「何をしてい

るのかわからない。アピールした方がよい。」などの意見も多く、「フロム０歳プラン」の具

体的な活動が十分理解されていないようです。 
今後は、「フロム０歳プラン」として実施している市主催の行事や学校の活動の広報を工

夫し、フロム０歳プランとは何かということも含めて周知していきます。そして、これまで

の行事や活動をより充実させていきたいと考えています。 
 

                                回答課：学校教育課 
 

 
（13）前平市民プールの開園  

 重要度得点３．７６ 満足度得点３．３２ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 前平市民プールは夏季のレクリエーション、競技施設として毎年 7 月、8 月に開園してい

ますが、維持管理費を削減するため平成２２年度から、開園日数を短縮しました。今後は定

住自立圏の形成に関する協定の「公共施設の協働利用の推進」の中で、坂祝町民プールと前

平市民プールの特性を生かし、効率的な相互利用や前平市民プールのあり方の検討を進めて

いきます。 
 
                                回答課：スポーツ振興課 
 
 
 
 
 

【調査事項】 市では、０歳から１８歳までの子どもを地域ぐるみで育てることに重点をおい

た、「フロム０歳プラン」を進めています。 

【調査事項】 健康増進や各種水泳大会開催などのため、毎年７月、８月の２ヶ月間、前平市

民プールを開園しています。（このプールには、可茂地域唯一の競技用プールと子ども用プー

ルがあります） 



（14）産業祭の補助金と出店料での開催     
  重要度得点３．６５ 満足度得点３．４７ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 「市の産業を知ってもらうよい機会だと思う。」と事業を評価していただいている一方で、

「補助金額が多いのでは。」、「目的がよくわからない。」などの意見もいただきました。 
今後は、産業祭のあり方を事業の継続、手法の見直し、もしくは廃止など多角的に検証

していきます。 
 

                                回答課：商工観光課 
 

 
（15）産業祭での「お菓子フェスタ」の開催  

 重要度得点３．２５ 満足度得点３．１４ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 「お菓子フェスタ」の開催は、市内の菓子小売業とその商品を知っていただくことを目的

としており、新たな取り組みとしては、一定の評価が得られたと考えます。今後は、より一

層、来場者の視点から、多くの方に親しんでいただける産業祭となるように企画を検討して

いきます。 
 

                                回答課：商工観光課 
 

 
（16）農地再生への取り組み 

 重要度得点４．５７ 満足度得点３．１６ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 美濃加茂市内の耕作放棄地は、平成２１年度現在で４１ha あります。しかし、これは再

【調査事項】 産業祭を毎年１１月の２日間、実行委員会（市・商工会議所・ＪＡ・果実農協・

経営者協会で構成）形式で、補助金と出店料でまかない開催しています。 

【調査事項】 ２１年の産業祭は、ｷｬﾗｸﾀｰｼｮｰの中止やイベントを縮小しました。代わりに、

市内の企業や店舗を知ってもらうために、「お菓子フェスタ」を開催しました。 

【調査事項】 耕作を放棄されている農地は、景観を損ね不法投棄の原因となり、また、食料

自給率の向上を図るためにも、所有者と連携して農地の再生に取り組んでいます。 



生可能とみられる農地のみで、中山間部における山林化した土地は含まれていません。この

山林化した土地を含めると２００ha を超えます。 
   耕作放棄地は、優良な農地の景観を損ねるだけでなく、害虫の温床となり、隣地で耕作し

ている田畑への侵入が心配される他に、視界をさえぎるため不法投棄の原因にもなります。

また、有害鳥獣は、自身の身を隠すことが容易になるために民家近くの里山へ降りて来る大

きな原因になります。現在の日本の食料自給率は４１％ですが、当市は漁業がないため、食

料自給率は国全体より低いと考えられます。 
   こうした中、耕作放棄地を再生するために、耕作放棄地の所有者に解消依頼をしたり、各

地域の担い手と言われる大規模農業者への農地の斡旋をしたりしていますが、抜本的に解消

できるまでには至っていません。 
   そこで、ＪＡめぐみのの出資法人であるアグリアシストみのかもに耕作放棄地の再生を平

成２２年度からお願いをしており、耕作放棄地の解消、土作り、作付けまでを一貫して行え

るように取り組んでいます。ただし、これも土地の所有者の理解がないと推進できません。 
 また、今年度から米戸別所得補償制度が実施され、今までの減反政策ではなくなったこと

により休耕する必要が無くなったことと、水田利活用自給率向上事業による米以外の作物を

市場に流通させることを目的に行われる制度もあり、今後は自給率の向上も図っていけると

考えます。 
 しかし、耕作放棄地は個人の所有であり、多くの市税を投入することは少なからず支障が

あるため、耕作放棄地に関しては、農地の課税を雑種地課税に代えるなどの政策的手段によ

り、農地は農地として管理していただくよう啓発し、所有者に理解をいただいて、少しでも

国内の食料自給率を向上できるようにしていきます。 
 

                                回答課：農政課 
 

 
（17）中蜂屋地区土地区画整理事業の推進     

    重要度得点３．５４ 満足度得点２．９９ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 中蜂屋土地区画整理事業は、平成２５年度の完了を目指し、平成１９年度から進められて

います。 
 事業主体は、「美濃加茂市中蜂屋土地区画整理組合」で、美濃加茂市は、区画整理区域内

【調査事項】 雇用創出と税収の確保を目的に中蜂屋地区土地区画整理事業を行っています。

この事業は、農地や山林を宅地に造成したり、周辺の道路、排水路改修などをして、企業を誘

致するものです。 
 この事業にかかる市の費用は、約１２億３千万円で、税収入により平成３５年には費用分の

回収を見込んでいます。 



の基幹道路及び周辺道路、下流排水路などの整備を行います。 
   この事業を美濃加茂市が推進するのは、東海環状自動車道美濃加茂インターチェンジの開

通や豊富な工業用水を供給できるなど、インフラ的な好条件が整っていること。また、今後

加速する、「少子高齢化」による社会保障費の増加に伴う財政的負担増に対応するため、優

良な企業を誘致することによる税収のアップが市民福祉の向上に役立つものであり、更には

人口の自然減少だけでなく、将来における「働く場」がないが故、若者をはじめとする人口

の流出を防ぐため、今からその環境を整えておく必要があると考えているからです。 
   また、「緑地が減るのは困る。」などの意見もいただきましたが、この事業では、区域内に

ある保安林をほとんど残し、緑地帯を設けるなど、多くの緑地を残すことによる環境に配慮

した計画になっています。 
将来立地される企業も、敷地内に２０％以上の緑地面積を確保することになっており、緑

豊かな土地区画整理事業を目指しています。 
今後、計画どおり企業誘致ができ、進出企業からの固定資産税、償却資産税、法人市民税

を想定すると、１０年後の平成３５年には市の投資額を回収できると見込んでいます。 
 現在も事業費の見直しを毎年何回も行い、当初の見込みから相当額の事業費削減も進めて

いますが、それを更に継続し 小の投資で 大の効果が得られるよう改善をしていきます。 
 
                                回答課：中蜂屋開発室 

 
 
（18）無料の耐震診断と耐震工事費用の助成 

    重要度得点４．２２ 満足度得点３．２９ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ この事業は、地震発生時における既存建物の倒壊による災害を防ぐため、建築物の耐震性

の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的としています。 
無料の耐震診断は、住宅のどの部分がどの程度地震に対応できるか判断できることや建物

を耐震化するきっかけとして行ないます。 
皆様から、PR 不足や補助額が少ないなどの意見をいただきました。今後も多くの方に事

業内容をお知らせし、この制度を活用して、耐震診断及び耐震化工事を行ない、安心・安全

なまちづくりを行ないます。そして、耐震化工事の助成枠も申請に応じて対応していきます。 
 

                                回答課：都市計画課 
 

【調査事項】 居宅の安全性を確保するため、昭和５６年以前の木造住宅を対象に、申込者に

無料で耐震診断をして、診断後の耐震工事費用の１/２（６０万円を限度）を助成する耐震事

業を行っています。 



（19）通学路の路肩や交差点への着色      
  重要度得点４．６６ 満足度得点３．８６ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 通学路の中には、交通量が非常に多いところや信号のない見通しの悪い交差点などの危険

な箇所があり、そのようなところでは、児童が歩く路肩を赤色で着色し、危険交差点を青色

で着色するなどの安全対策を行いました。 
事業効果を検証するため、着色する前と後で「ヒヤリ」とする度合いがどう変わったのか

児童に対して、２回アンケート調査を行いました。その結果、施工前後では、「ヒヤリ」と

する危険箇所が半分以上削減されたという結果でした。また、自動車を運転される人からは、

「スピードを落とし注意して運転するようになった」とお便りもいただき、着色工事の効果

はあったと考えています。 
その結果、今回の市民満足度調査でも、重要度、満足度とも高い評価をいただいたと思い

ます。 
今後は、まだ、施工してない学校区や、昨年度まで施工した校下で危険な箇所が残ってい

るなど、多くの要望をいただいていますので、限られた予算の中で、危険な箇所が少しでも

改善されるように、継続実施していきます。 
 

                                回答課：土木課 
 

 
（20）計画的な水道管の取り替え 

 重要度得点４．６６ 満足度得点３．８６ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 老朽化の進んだ水道管の計画的な取り替えについては、重要性も高く、ご理解もいただい

ていると感じています。市では、水道事業のあるべき将来像を設定し、これを実現するため

の基本方針、施策を「水道ビジョン」としてまとめ、この「水道ビジョン」に基づき市内全

域の水道管の中で重要度の高いものから計画的に耐震化、更新などの作業を進める予定です。

今後１０年程度の整備計画を策定し、市の事業はもちろん、国・県などの事業とも調整を図

り、同時施工をするなど市民の皆さんへのご迷惑を軽減するように考慮しながら事業を進め

【調査事項】 児童生徒の登下校時の安全を図るため、交通量が多い通学路の路肩や危険な交

差点に着色を行っています。（２１年度は、太田、古井、山手、加茂野、下米田小学校区で工

事を実施しました） 

【調査事項】 水道管の総延長は５４７キロメートルあり、老朽化の進んだ管もあります。こ

れをすべて取り替えるには２００億円が必要なため、５６年間かけて、必要性の高い管から、

順次取り替え工事をしています。 



たいと考えております。 
 

                                回答課：上下水道課 
 

 
（21）あい愛バスの運行           

    重要度得点３．６２ 満足度得点２．６９ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 現在、美濃加茂市では「あい愛バス」が市内全域１１路線を運行しており、高齢者などの

移動に制約がある方にとっては貴重な交通手段ですが、意見にもありますように、「運行す

る曜日が限定されている」など利便性に課題もあります。また、今後、高齢化が進み利用者

が増えれば、より利便性の高い公共交通の確保が必要になります。 
   こうした中、各自治体では、地域のニーズに応じ、デマンドタクシー、ＮＰＯ等によるボ

ランティア有償運送など様々な運送サービスが導入されています。こうした事例を参考に費

用対効果などを研究し、市民の皆さんに満足いただける、効果的な交通システムを構築して

いきたいと考えています。 
 

                                回答課：地域振興課 
 

 
（22）低所得者向け住宅としての市営住宅の活用     

  重要度得点３．９２ 満足度得点３．２２ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 「もっと市営住宅を増やしてもいいと思う。」という意見もいただきましたが、市営住宅

の増設計画は今のところ考えておりません。 
また、「賃貸住宅は、民間に委ねればよい。」という意見や、「本当に低所得者向け住宅に

なっているのか。」などの意見も多くいただきました。今後は、民間の賃貸住宅を低所得者

向けの住宅にすることなどの手法を民間事業者と協議して、住宅施策の検討をしていきます。 
 

                                回答課：総務課 

【調査事項】 ２台のあい愛バス（市が運行する路線バス）が、皆さんの交通手段として、曜

日ごとに路線（現在１１路線）を変えて運行しています。 

【調査事項】 市内には、１２棟（２６６部屋）の市営住宅があり、低所得者向け住宅として、

入居者に利用していただいています。 



（23）まちづくり協議会による自主的な地域づくりの推進   
  重要度得点３．６３ 満足度得点３．１９ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ ご意見にありますように、「協議会の自己満足にならないか心配です。」などの課題はある

ものの、「自分たちのまちは、自分たちで知恵を出し合い、話し合い、つくっていくという

姿勢は大事。」など、取り組みの方向は、理解していただいていると感じます。 
まちづくりは行政だけではできず、地域に住まれる方々が「地域をどうしていきたいの

か？」、「地域課題をどう解決していくのか？」を考え、行動していただくことが重要になり

ます。 
戦後の行政スタイルであった行政主導のまちづくりから住民主導のまちづくりへという

「向こう三軒両隣」的な本来の地域づくりへの回帰ともいえます。 
市としても伊深地区、三和地区が初めての取り組みであり、現在、住民の皆さんと共に試

行錯誤しながら進めております。伊深地区や三和地区以外の地区につきましても、多くの皆

さんから、「まちづくりについて考えよう、行動しよう」というご意見が集まりましたら、

会の開催、取りまとめなどのサポートをさせていただきたいと考えています。 
ぜひ、多くの方々と認識を一にし、住民主体のまちづくりを推進していただきたいと思い

ます。 
 

                                回答課：地域振興課 
 

 
（24）携帯電話用の市ホームページの開設   

        重要度得点３．４４ 満足度得点３．２４ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 携帯電話用のホームページ開設は、市民の皆さんが気軽に市の情報を取得する手段のひと

つとして、広報紙やパソコンのホームページを補完する形で採用しています。今回の皆さん

の評価は、重要度も満足度も低いものでした。しかし、重要度については、年代層において

隔たりがあり、若年層の方からは重要であると高い評価をいただいています。また、自由意

見では、携帯通信の必要性について、必要である、必要でないとの両極端のご意見をいただ

きました。携帯電話を含めたＩＴ通信が急速に普及拡大されている過度期であるがための両

【調査事項】 ２１年度に伊深地区、三和地区でまちづくり協議会をつくり、地域の課題に地

域住民と市が協力して取り組み、特色ある地域づくりを進めます。 
 今後は、他の地区でもまちづくり協議会をつくり、自主的な地域づくりを推進します。 

【調査事項】 市からの情報提供として、より簡単に「お知らせ」や「ごみの収集日」などを

ご覧いただける、携帯電話用のホームページを開設しています。 



極端のご意見であると考えています。今後、この事業は、現状のまま継続し、さらに、緊急

放送の携帯メール発信などサービスの充実に努めながら、市のすべての情報提供のあり方の

中で事業の検証を続けていきたいと考えています。 
 

                                回答課：市政情報課 
 

 
（25）人権啓発事業や人権相談事業の実施     

   重要度得点３．６２ 満足度得点３．１５ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 岐阜県が実施した人権に関する県民意識調査では、人権意識を高める方法として、１番は

学校での教育が 65.6％、２番は家庭での教育 63.8％、３番目に行政による啓発活動が 51.0％
になっています。効果的と思われる啓発の方法は、テレビ・ラジオ、新聞、雑誌などによる

広報が も高く 38.4％。次に、学校・職場、地域などの単位での研修会の開催が 29.9％で

あり、講演会、イベント等の開催は 5.3％ と、あまり重要視されていないことが伺えます。 
また、市民１人ひとりが人権を尊重し合うために心がけて行動すべきことについては、人

権に対する正しい知識を身に付けることが 67.2％と、何より人権に対する正しい知識を身に

付けることの必要性を感じています。 
平成２１年度は、健康福祉フェスティバルでの啓発・人権週間事業、成人式での啓発、各

連絡所でのチラシによる啓発などを行ないましたが、「活動が少ない」、「もっと多くの人に

知ってもらう方法を考えるべき」などの意見をいただきました。 
今年度、人権施策の効果的な推進を図るため人権施策推進指針を策定します。そのため、

「人権に関する市民意識調査」を実施し、市民の皆さんの声を施策に反映し、効果的な手段・

方法を検討しながら人権啓発事業に取り組みます。 
 
                                回答課：多文化共生課 

 
 
（26）男女共同参画推進事業の実施 

 重要度得点３．２７ 満足度得点２．９４ 

 

【調査事項】 人権が尊重され、差別や偏見のない社会を実現するため、イベント、講演会な

どの啓発事業や人権擁護委員による相談事業を行いました。 

【調査事項】 男女がお互いに人権を尊重し、性別に関わりなく個性と能力を発揮できる社会

の実現のため、第二次男女共同参画基本計画の策定や啓発事業を行いました。 



【考えや今後の取り組み】 
■ 男女共同参画推進事業に対して、「重要である」と感じている市民の割合が、３割にとど 
まっているということは、市民のみなさんに、男女共同参画に対する理解が深まっていない

と受け止めています。 
また、「どちらともいえない」と答えた方が５割近くいるということからも、理解が深ま

っていないために、どちらとも答えられない方が多くいることがわかります。 
自由意見では、「効果がわからない」、「PR 不足」、「あまり知られていない」といった意見

とともに「男女共同参画」という考え方自体に対して、否定的な意見も見られることからも、

男女共同参画推進事業の取り組みが十分ではないことがわかります。 
平成２１年度は、 終年度を迎えた「みのかも男女共同参画基本計画」を、市民アンケー

ト調査や座談会、パブリック･コメントを経て見直しを行い、「第二次みのかも男女共同参画

基本計画」として策定しました。今後は、市役所の取り組みはもちろんのこと、市民、地域、

事業者との協働により計画の推進に努めます。 
 
                                回答課：多文化共生課 

 
 
（27）多文化共生社会への取り組み 

 重要度得点３．９７ 満足度得点３．０５ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ この調査の自由意見には、外国人人口の増加に伴う治安面での不安や、ルールを守らない

という意見が多くあります。 
   ごみの分別や深夜の騒音など、迷惑をかける人がいるのも事実ですが、市内に暮らしてい

る外国人市民の中には、地域のルールを守り、地域社会に溶け込もうと努力している人もい

ます。地域のルールは日本人、外国人の区別なく守らなければいけないことです。それらの

問題の解決には、日本人市民と外国人市民がお互いに「顔の見える関係」を築いていけるよ

うに、行政はもちろん地域社会が一丸となって対応することが必要です。 
   市では、日本人、外国人という枠を超え、誰もが地域の住民として笑顔があふれるまちづ

くりを目指しています。そのためには、お互いが歩み寄り地域社会に関わっていくことが必

要だと考えます。 
 
  ・多文化共生社会の実現のため、地区座談会を開催し、日本人、外国人が参加してそれぞれ

の意見を交換しながら地域での共生の道を探っています。本年度は、加茂野地区で開催し

【調査事項】 美濃加茂市に住む外国人市民の割合は、２２年１月で９．６％（５，２９０人）

です。国籍など異なる人々が、地域社会で共に生きていくため、生活や教育、就労などの課題

に市や企業、学校関係、地域などが連携して取り組んでいます。 



ます。 
  ・定住外国人自立支援センターを開設し、外国人の各種相談や日本語教室などの研修を開催

し、就労支援や日本語の習得、本市で生活するうえでの様々な情報提供、ルールの啓発な

ど、外国人市民が地域社会の一員として生活できるような支援を行っています。 
 
                                回答課：多文化共生課 

 
 

（28）広報紙で予算・決算・財政見通しを公表    
  重要度得点４．２６ 満足度得点３．６０ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 調査の結果、６４．１％の皆さんから財政状況の公表は重要であると評価いただいたよ

うに、皆さんから納めていただいた税金や使用料などの使い道や金額（予算・決算）をお知

らせするとともに、今の美濃加茂市の家計（財政状況）がどうなっているのか、将来どうな

っていくのか（中期財政見通し）ということを皆さんに知っていただくことは、重要なこと

だと考えています。  

『財政』というと「むずかしい」、「数字の羅列ばかり・・・」というイメージが強く敬遠

されがちですが、皆さんに少しでも関心を持っていただけるよう、専門用語をやさしい言葉

に置き換えたり、イラスト・図・グラフなどを有効に活用したりするなど、親しみやすい情

報の提供に努めてまいります。 
 

                                回答課：財政経営課 
 

 
（29）事業選択による借金残高の削減    

   重要度得点４．５６ 満足度得点３．５６ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 調査の結果、７３．６％の皆さんから事業選択による借金残高の削減は重要であると高い

評価をいただいたと認識しています。市では、経営方針で、「平成１７年度から平成２７年

度までの１０年間で１００億円の市債残高削減」を目標に将来の市民負担の軽減を目指して

【調査事項】 市の財政を知っていただくために、広報紙で年４回特集を組んで、予算・財政

見通し・決算などをお知らせしています。 

【調査事項】 市では、道路整備や下水道事業などの事業を借金をして推進してきました。現

在は、将来世代の負担を軽減するため、事業を選択することにより、借金の返済を進め、借金

残高を減らしています。 



います。 
 また、「正しい事業選択をお願いします。今のままでは美濃加茂市に希望が持てません。」

などのご意見もいただきました。限られた財源をどのように使えば皆さんの幸せにつながる

のかを考え、節約ばかりでなく、事業選択によって今必要な事業や将来を考えた新たな事業

も計画的に進めていきます。 
 

                                回答課：財政経営課 
 


