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（1）市の情報の発信 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 下米田 まあまあだから。 

女性 40歳代 下米田 みやすい。 

女性 80歳代以上 山之上 写真など資料がわかりやすい。 

女性 30歳代 古井 メールがあってわかりやすい。 

女性 80歳代以上 下米田 広報は皆読ませて頂き満足しています。 

無回答 60歳代 下米田 
質問議員の名前が判り議員がどんな事を質問したのかわかるよ

うになった事は良い。 

女性 50歳代 加茂野 市報は全ページ読みます。 

女性 60歳代 古井 月一回になり心配していましたが、十分に情報が得ています。 

男性 40歳代 下米田 十分活用しています。 

女性 40歳代 太田 以前よりかなり良い。 

女性 30歳代 古井 自分の知りたいことなどはちゃんと得られている。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 加茂野 メールで発信される内容が自分に必要な事がない。 

男性 50歳代 古井 見づらい、ページ数が多くなっても見やすくしてほしい。 

女性 70歳代 古井 マイクで放送される時、家の中にいると聞きとれない。 

男性 60歳代 蜂屋 広報紙以外でも十分情報が発信できることを考えてほしい。 

女性 60歳代 加茂野 お金をかけているが読む気がしない。特に議会だより。 

女性 60歳代 下米田 年齢を考えました時に自治会よりの聞く事が限られます。 

男性 30歳代 古井 
ＨＰは美しいが、やや調べにくい。広報は表紙も中身も大変よくで

きている。 

女性 60歳代 蜂屋 
市報と携帯に入る美濃加茂市メール配信サービスで情報はもらっ

ています。 

男性 60歳代 古井 どこにもある情報紙という感じ。個性があってもよい。 

男性 80歳代以上 古井 放送がききとりにくい。 

男性 30歳代 加茂野 広報紙以外での情報に接する方法が必要。 

男性 40歳代 古井 広報誌を配ってほしい。 

男性 60歳代 太田 まったく見えてこない。 

女性 70歳代 蜂屋 十分に情報の意味がわからない。 

女性 50歳代 古井 スポーツや文化系の中体の行事をくわしくのせてほしい。 

 



- 2 - 

 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 古井 広報が聞き取れない。中富町です。 

男性 70歳代 蜂屋 たとえばマイナンバーの事。 

男性 60歳代 古井 広報紙をもう少しシンプルにして読みやすく。 

女性 70歳代 古井 市政情報もっと簡単にわかりやすく、簡潔に。 

女性 40歳代 太田 とても見づらい。 

男性 70歳代 古井 
年齢を重ねると市報等読みづらくなります。防災無線で報じます

が、混線で殆どわからない。 

女性 60歳代 古井 説明不足。 

男性 50歳代 古井 広報紙以外で情報が得られるものってありますか。 

男性 60歳代 古井 極端に言えばイヤでも情報が入ってくる状況が理想。 

女性 70歳代 下米田 
広報紙など読んではいますが市議会の会議に参加したい。見学

のこと。 

男性 60歳代 加茂野 あまりみないが、発信をしている。 

男性 50歳代 古井 広報紙は費用のかけすぎ。 

女性 40歳代 加茂野 自治会に入ってないと広報が配られない。 

女性 20歳代 下米田 丸められてポストに入っているので読みにくい。 

男性 80歳代以上 太田 非常緊急サイレン。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 古井 自宅に届かないから見ない。 

女性 60歳代 古井 アパートには広報紙は手元に届いていません。 

女性 70歳代 蜂屋 自分にとっては、情報源が広報誌と時折入る放送のみだから。 

女性 30歳代 蜂屋 届いていません。 

無回答 80歳代以上 古井 広報が便りのみ。 

男性 70歳代 古井 自身が行政に関心がなかった。 

男性 30歳代 古井 
アパートに住んでおり自治会にも入っていないので広報は入りま

せん。何の情報も得ることはありません。 

男性 30歳代 太田 広報紙を見ていない。 
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（2）市民意見の反映 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 古井 以前と比べて市政と市民が近くなっている気がする。 

女性 40歳代 太田 市長さん、市役所の方、以前よりとても意欲的。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 加茂野 市民的な満足感を得られる気がしない。 

男性 50歳代 古井 意見の意味がわからない、どの場で言うのが意見なのか。 

女性 60歳代 加茂野 反映させようとする気力が感じられない。 

女性 60歳代 下米田 
興味はありますが、意見をのべる事がすくないので結果の様子で

判断します。 

女性 50歳代 古井 
働く母親達が安心して預けられる保育園、学童児童ディの充実が

急務。 

男性 40歳代 加茂野 今住んでいる地域の雨水等の排水環境が整っていない。 

無回答 80歳代以上 古井 言いにくい面もあり。 

女性 50歳代 太田 反映される場がないと思います。 

男性 80歳代以上 古井 どのような意見が出ているのか知らせてほしい。 

女性 50歳代 蜂屋 意見を言う場がない。 

女性 70歳代 蜂屋 市政に届かないうちに消えてしまう。 

女性 60歳代 太田 予算の関係で市の依頼が遅くなる。 

男性 60歳代 蜂屋 市民の意見を取り入れていない。 

女性 70歳代 古井 
市民の意見も大切ですが、もっと市職員が現場を見て状況を調査

し現状を見ること。 

女性 40歳代 太田 全然対応してもらえない。 

女性 60歳代 加茂野 
家庭の中にいると少しの情報が得られても、後に結果しか得られ

ない。 

男性 70歳代 古井 
我が町内から議員が出ていないのか毎年同じ要望を出しても予

算がないからと言って、他に廻る。 

女性 60歳代 古井 
一部の○○会の会長とか市に関心のある人はよいですが、一般

の人々の意見がわかりません。 

女性 70歳代 下米田 他の市町村の人たちとよく逢って話を聞きますが十分とまでは。 

女性 70歳代 古井 まだ末端の意見より上層部の意見の方が多い。 

男性 30歳代 下米田 意見を言う場はどこ。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 古井 市政に自身の意見を出していない。今回が初めて。 

男性 30歳代 古井 

1)夢のある町造りへ。市民各人が夢を持って､歩み続けられる､市

政及び自治会活動等一体となった夢も必要ではないかと思う｡む

ろん現に活動されている方も多くみえるが｡2)人材の育成につい

て。日常業務に対応するためには､各人が大切な一日の反省と実

施のくり返し､考え抜き､その中から変革や改革が生まれるのでは

ないか。また失敗は､将来の宝物であり財産である｡その積み重ね

から､人材から人財に育つのではないか。 

男性 30歳代 太田 あまり感じません。 

男性 80歳代以上 太田 民意を吸い上げる場所が無い。 

男性 80歳代以上 古井 やや不満。 

女性 30歳代 古井 反映されていません。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 よくわかりません。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 70歳代 蜂屋 反映されているかどうかよくわからない。 

女性 40歳代 太田 市民の意見がどのようなものであるかも、わからない状態です。 

女性 30歳代 蜂屋 わかりません。 

男性 30歳代 下米田 よくわかっていない。 

男性 60歳代 古井 よくわからない。どこで反映することができるのですか。 

男性 30歳代 加茂野 市民がなにを求めているかわからない。 

男性 40歳代 古井 わからない。 

女性 50歳代 山之上 実感がない。 

男性 60歳代 加茂野 よくわからない。 

女性 70歳代 古井 

お世話様になり誠に有難うございます｡申し訳ありませんが､昨年

11 月まで 12 年間病人を家で看ていませんでしたので､いろいろ考

える時間がありませんでしたので､わからない事ばかりです｡すみ

ませんがよろしくお願いします。 

女性 30歳代 太田 住んで 1 年未満なのでよくわからない。 

男性 50歳代 下米田 資料がないので判定不能。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

男性 60歳代 古井 市政に意見を伝える手段がわかりません。 

女性 30歳代 下米田 よくわからない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 古井 だれに意見を言えばよいかわからない。 

男性 60歳代 古井 
市民に意見があるかどうかすらわからない。この市はお上に逆ら

わないから。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。 

女性 30歳代 太田 市の意見がわからない。 

男性 30歳代 蜂屋 意見を誰に伝えればよいかわからない。（知らない）。 

女性 60歳代 太田 わからない。 

女性 70歳代 太田 反映されているか判断できない。 

男性 40歳代 古井 意見する場所がわからない。 
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（3）男女共同参画の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

無回答 80歳代以上 古井 広報を見る限りまあまあ。 

女性 60歳代 加茂野 娘の話を聞いていますと、時代にそっていると思います。 

女性 70歳代 古井 以前より推進されていると思います。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 下米田 男女共同参画はなかなかむすかしい事が多いのではと思います。

男性 30歳代 古井 比較できるものがない。 

男性 60歳代 伊深 具体的な推進状況が見られない。 

男性 80歳代以上 古井 推進してほしい。 

女性 50歳代 山之上 実感がない。 

無回答 80歳代以上 古井 男性の力（昔のまま）が通る。 

男性 60歳代 蜂屋 職員の意識が薄い。 

女性 60歳代 古井 中身が見えてこないか、私たちがしっかり調べないか。 

男性 40歳代 下米田 これからに期待します。 

女性 50歳代 蜂屋 産休は女性、介護は女性という風潮は根強い。 

男性 70歳代 古井 十分とは言えない。レベルアップが必要ではないか。 

男性 50歳代 下米田 イメージです。 

女性 70歳代 太田 あまり必要を感じない。 

女性 30歳代 古井 日本全体のことなので地域でやっても仕方がない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 古井 どんな事なのかわからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 40歳代 太田 
何に対して、共同参画しているのかもわかりません。役所内でし

か通じないお話しになっています。 

男性 30歳代 下米田 よくわかっていない。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 よくわからない。 

女性 60歳代 太田 何をしているのか知らない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 古井 全体的に知名度が低い気がする。 

女性 50歳代 蜂屋 意味不明。 

男性 30歳代 加茂野 情報を得ていないのでよくわからない。 

男性 40歳代 古井 自営なのでわからない。 

女性 70歳代 蜂屋 わからない。 

男性 60歳代 加茂野 よくわからない。 

女性 30歳代 太田 住んで 1 年未満なのでよくわからない。 

男性 60歳代 古井 気にしていないので。 

女性 30歳代 下米田 よくわからない。 

男性 50歳代 古井 何の事ですか。 

女性 70歳代 下米田 共同参画ときかれましてもあまり自分が行かないから。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。 

女性 30歳代 太田 知らない。 

男性 30歳代 蜂屋 わからない。 

女性 60歳代 太田 わからない。 

女性 20歳代 加茂野 
申し訳ないのですが、あまり詳しく知っていないので②にさせて頂

きました。 
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（4）生涯学習の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80歳代以上 太田 適当である。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 加茂野 どことも同じ、特別感なし。 

女性 60歳代 古井 学びたいと思うものがない。 

男性 70歳代 太田 平等でない。 

女性 20歳代 山之上 図書館の開館日を増やしてほしい。 

男性 70歳代 下米田 文化の森の充実を計ること。 

女性 60歳代 加茂野 学びたくても年金が少ない為、ギリギリまで働くので時間がない。

女性 70歳代 蜂屋 他町村の講座に参加できる。もっと幅広く講座があるとよいが。 

女性 40歳代 太田 学びたい時には、学べていません。 

女性 60歳代 下米田 
これは市に頼るのではなく個人個人がやりたい事をのべ進めて広

げて行くのではないか。 

男性 30歳代 古井 生涯学習は割合進んでいると思う。 

女性 80歳代以上 加茂野 交通網。 

男性 30歳代 下米田 図書館が充実しているとはいえない。 

女性 70歳代 伊深 高齢者の参加等。 

女性 50歳代 太田 老若男女、平等に思えません。 

男性 80歳代以上 古井 広がりがない。巾がない。 

男性 20歳代 蜂屋 休日（土、日）の開催日を考えていただきたい。 

女性 50歳代 蜂屋 高額のお金が掛かりすぎ。 

男性 30歳代 加茂野 学ぶ場の情報不足。 

男性 50歳代 加茂野 
個人として参加したいものとの曜日、時間が合わず仕事を持つ者

には難しい。 

男性 80歳代以上 太田 高齢で参加できない。 

女性 80歳代以上 山之上 施設の不足。 

男性 60歳代 蜂屋 行事がほとんどない。 

女性 70歳代 古井 図書館利用者少ない。図書館をもっと学べる所にすること。 

女性 40歳代 太田 情報不足。 

女性 60歳代 加茂野 
お年寄りに焦点を合わせないで、若い人が学び子育てに生かして

ほしい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 同じ人がいくつも入っています。もっと多くの人が入るとよいです。

男性 40歳代 下米田 三和、伊深小学校の将来や小規模特記校の実現は。 

女性 70歳代 加茂野 場所が遠い。 

女性 70歳代 下米田 学びたい事は年を取ってもありますが、病気持ちでは少し考える。

男性 70歳代 古井 長期プランを明確にすべきではないか。 

男性 30歳代 古井 整っていない。 

男性 50歳代 下米田 集える場所が少ない（おちつくスペース）。 

男性 30歳代 太田 図書館はよいと思う。 

女性 30歳代 古井 どことも同じ、特別感なし。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 情報がなくわからない。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 4 月、10 月での募集。どのぐらい利用されているかわからない。 

無回答 80歳代以上 古井 広報で見ているが・・・。 

男性 40歳代 古井 興味ないのでわからない。 

女性 70歳代 蜂屋 わからない。 

女性 30歳代 太田 住んで 1 年未満なのでよくわからない。 

男性 60歳代 古井 わからない。 

女性 30歳代 蜂屋 どこで何を学べるか理解しきれていない。 

男性 50歳代 古井 何か学べるかわかりません。 

男性 60歳代 古井 情報を知らない。 

女性 50歳代 蜂屋 生涯学習がどこで行われているのかわからない。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。 
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（5）スポーツ活動の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 下米田 スポーツ少年団が充実している。 

女性 60歳代 下米田 
子ども家族をながめております限り多いに参加していると思いま

す。個人的にはむりな事がありますので。 

女性 70歳代 蜂屋 部分的には行われている。 

男性 60歳代 古井 スポーツぎらいからすれば十分過ぎる。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20歳代 加茂野 スポーツ行事が多すぎて、休日がその為に利用され困る。 

男性 50歳代 古井 陸上競技グランド実現に向けての準備に期待。 

女性 70歳代 蜂屋 中体各クラブ、スポーツ少年団、自治会、親善大会などから。 

無回答 80歳代以上 古井 伝統のスポーツのみ。 

男性 60歳代 太田 参加者を探すのがたいへん。 

女性 50歳代 太田 年齢、経験問わず活動の場を作ってほしい。 

男性 80歳代以上 古井 中体一つではむり。 

女性 50歳代 蜂屋 人員制限がありすぐに入れない。スポーツ器具が少ない。 

男性 50歳代 加茂野 野球、バレーボールその他、広報にて活動を知っているので。 

女性 50歳代 古井 もっと手軽に参加できるスポーツを。 

男性 60歳代 太田 ほんの一部の人のみが行っている。 

男性 60歳代 蜂屋 指導者がいない。 

女性 50歳代 下米田 町民運動会はなくしてほしい。不満な人が多い。 

女性 10歳代 蜂屋 蜂屋地区は活発すぎる。 

男性 60歳代 古井 施設の整備をしてほしい。プールはどうなっているのか。 

女性 70歳代 古井 
健康増進にスポーツ活動を行うこと。だれでも参加できるスポーツ

活動推進できませんか。 

女性 40歳代 太田 一部だけ。 

男性 40歳代 下米田 クラウド整備を早期に。 

男性 70歳代 下米田 場所がやや不足。 

女性 70歳代 下米田 子どもたちはバレー等に参加してスポーツ好きですが、体がダメ。

女性 50歳代 蜂屋 主体的に取り組むのではない強制的な活動には抵抗があった。

男性 20歳代 加茂野 美濃加茂市にフットサル場がほしい。 

男性 20歳代 蜂屋 
予約不要で友人等と気軽に行けるような体育館等の運動施設が

あると良いと思います。 

女性 40歳代 太田 
小、中学生のスポーツが保護者の介入により不満うぃ感じる人が

増している。教育委員会への不満が増加しています。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 まだ働いているので参加していない。 

男性 70歳代 下米田 わからないが、やる人はそれなりにやっているんじゃないか。 

男性 30歳代 下米田 よくわかっていない。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 よくわからない。 

男性 30歳代 加茂野 よくわからない。 

男性 50歳代 古井 スポーツも多様化しているので、実際がどうなのかはわからない。

男性 40歳代 古井 興味なし。 

女性 80歳代以上 山之上 実感がない。 

女性 30歳代 太田 住んで 1 年未満なのでよくわからない。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。 

女性 20歳代 下米田 何をしているのか知らない。 

男性 70歳代 古井 市の行事に参加していない。福祉会館で運動をしている。 

女性 60歳代 太田 わからない。 

男性 80歳代以上 太田 関心がない。 

女性 30歳代 古井 自分自身に今必要がない。 
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（6）協働のまちづくり 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 伊深 それぞれの地域で協議会を立ち上げてがんばっておられます。 

女性 30歳代 古井 道路わきに植えられた植物はすてきだと思います。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 従来よりも別々になっている様に思う。 

女性 60歳代 下米田 
普通に思う事は皆がもっと周りを見つめ皆共に明るい方向、末永

い未来に投コウして広げてはいかがかと。 

無回答 80歳代以上 古井 共同に入っていく姿あり等しい呼びかけが大切。 

女性 60歳代 太田 道路が大変きたない。雑草、ゴミ散乱。 

男性 70歳代 古井 行政に「どうするか」というイニシアが少ないのではないか。 

男性 80歳代以上 古井 民意実践が大切。 

男性 70歳代 太田 中心ばかりで西北部は後まわし。 

女性 70歳代 蜂屋 あまり思わない。 

無回答 60歳代 下米田 何事も西高東低になっている様である。公園等が特に感じる。 

男性 60歳代 蜂屋 行事がほとんどない。 

女性 10歳代 蜂屋 大型工場など優遇され市民の思いは伝わってない。 

女性 40歳代 太田 あまり情報がない。 

女性 60歳代 古井 これも一部の人ですね。 

男性 40歳代 下米田 古くなった交流センター立て直すことも大切かと。 

男性 60歳代 古井 情報を全くきかない。 

女性 70歳代 下米田 
協働のまちづくりまちづくりが進んでいる所もあれば、まだまだと

思う所もある。 

女性 70歳代 古井 ＣＣネットのかもチャンネル等見て。 

男性 70歳代 古井 市民がどこまで入り込むのか、不明確ではないか。 
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【わからない・その他】 

 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

男性 60歳代 蜂屋 具体的な内容がわかりません。 

男性 30歳代 下米田 よくわかっていない。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 まったくわからない。 

女性 50歳代 蜂屋 意味不明。 

男性 30歳代 加茂野 よくわからない。 

男性 40歳代 古井 わからない。 

女性 70歳代 古井 わかりません。 

女性 30歳代 太田 住んで 1 年未満なのでよくわからない。 

女性 60歳代 下米田 はっきり言ってわからない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。 

女性 60歳代 太田 わからない。 

男性 50歳代 下米田 理解不足かもしれません。 
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（7）市民の自治意識の高揚 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80歳代以上 古井 徐々によくなっている。 

女性 80歳代以上 山之上 よくする会などの活動が見られる。 

女性 10歳代 蜂屋 活動参加が見られる。 

男性 40歳代 下米田 各地域でのまちづくり協議会が運営され、また、されつつある。 

男性 50歳代 下米田 自治会組織ができている。 

男性 20歳代 蜂屋 
放送で学生の下校を知らせるのは良いと思う。ただ独身で移住し

てきた者は、溶け込みづらい。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 自治会の脱退、クリーン作戦の不参加。 

男性 20歳代 加茂野 強制的に参加させられるのは困る。 

女性 40歳代 下米田 若い世代にとりくみを感じない。 

女性 70歳代 蜂屋 
子育てサロン、高齢者サロン、各種ボランティア、マラソンや美化

運動の参加者多数から。 

女性 40歳代 太田 市民と役所が一体になるのは難しいですよね。温度差ありすぎ。

女性 60歳代 下米田 
意見はのべても参加することが、団結することが以前よりうすくな

ったように思う。 

女性 50歳代 古井 自治会未参加者の増加。 

無回答 80歳代以上 古井 地球づくり・・・の言葉が大きい。町内づくりが精一杯。 

女性 50歳代 太田 アピールを多くしてほしい。 

女性 70歳代 蜂屋 積極的にはできる状態ではない。 

男性 60歳代 太田 市職員さへ、自治会行事等に参加していない。 

男性 60歳代 古井 積極的とは感じていない。 

女性 60歳代 下米田 最近の人たちは地域の事は興味ないようだ。 

女性 60歳代 太田 ある一部の人だけだと思います。 

男性 60歳代 蜂屋 若い人の意識がない。 

男性 60歳代 古井 市、自治会等に対する若者たちの意識が多少離れている。 

女性 50歳代 加茂野 
自治会の脱会、役員拒否が多く、負担を強いられ、やる気をなくし

ます。何とかしてください。 

女性 70歳代 古井 
定年退職者、無職の人材を有効活用する。（官、民）市民の地域

づくりは拡大します。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 
自分の家の前（道路等）の草取りすらできない人が多い。どうした

ら取り組んでもらえますか、私たちも考えて見ます。 

男性 60歳代 古井 みんな参加したがっていなくみえる。 

女性 70歳代 下米田 積極的とまでは行かない。 

男性 70歳代 古井 
全体に自治会活動が低下している。自治会に加入者の減少にな

っているのでは。 

男性 30歳代 太田 積極的になる様な事が無い。 

女性 50歳代 加茂野 自治会入会の減少。他人事。 

女性 30歳代 古井 
自治会活動に参加しない、できない家族がふえていると思いま

す。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 地域づくりの内容がわからない。 

男性 60歳代 蜂屋 自治会と市との取り組みがわかりません。 

男性 60歳代 古井 よくわからない。その場所に行くことがないから。 

女性 50歳代 蜂屋 意味不明。 

男性 30歳代 加茂野 よくわからない。 

男性 40歳代 古井 わからない。 

女性 70歳代 古井 わかりません。 

女性 30歳代 太田 住んで 1年未満なのでよくわからない。 

女性 50歳代 蜂屋 自分も含めてだが、何としたらよいのかわからない。 
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（8）美濃加茂ブランドの創造 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 蜂屋 堂上蜂屋柿、休止中だけれど日本ライン下り。 

女性 60歳代 下米田 
山の上の梨、堂上柿冬柿と有名ですが写景名美をブランドにする

ことが。 

女性 80歳代以上 山之上 蜂屋柿など。 

女性 60歳代 古井 蜂屋柿。 

男性 40歳代 下米田 積極的にやっていると思います。 

男性 60歳代 蜂屋 堂上蜂屋柿、山之上の果物。 

女性 60歳代 蜂屋 ・蜂屋柿・山之上梨等・四季折々の農村風景・やぎさん除草隊。

男性 70歳代 山之上 ナシ、カキ。 

男性 30歳代 蜂屋 蜂屋柿。 

男性 30歳代 太田 住み易い所。 

男性 50歳代 蜂屋 蜂屋柿。 

男性 80歳代以上 太田 やや感ずる。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 あるとは感じない。 

女性 40歳代 加茂野 市をアピールできるブランドと聞かれた時、答えられない。 

女性 10歳代 古井 特に生活をしていて感じたことがない。 

女性 30歳代 古井 特にブランドがあるとは思わない。弱いと思う。 

女性 60歳代 古井 堂上蜂屋柿山之上フルーツでしょうか。 

男性 70歳代 下米田 ブランドのアピールをもっとすること（これを云ったのが無いか）。

男性 30歳代 古井 おみやげとして、「蜂屋柿」くらいしか無い感がある。 

女性 40歳代 古井 ポスターとかワイロとかさんざんですね。 

男性 40歳代 太田 駐車場などの整備不足と感じる。中山道があるのに活気がない。

男性 80歳代以上 古井 新しい物の発見、発明が大切。 

男性 20歳代 蜂屋 蜂屋柿が買えない。もっと増産を。 

女性 60歳代 太田 あるけど価格が庶民的でない。 

男性 40歳代 古井 印象がうすい。 

女性 40歳代 太田 蜂屋の干し柿しかうかびませんでした。 

男性 60歳代 古井 ない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 下米田 何もない。 

男性 30歳代 山之上 全くブランド力はない。 

女性 60歳代 太田 蜂屋柿のみ。 

男性 60歳代 蜂屋 農協等が動いていない。 

女性 10歳代 蜂屋 蜂屋柿しかない。 

男性 60歳代 古井 あると思いますが、もっとアピールは必要。 

女性 70歳代 古井 市のブランド、インターネットに発信しブランド力を上げていく。

女性 40歳代 太田 県外、市外の人に聞かれても何もない。 

男性 50歳代 古井 かき以外ありますか。 

男性 60歳代 古井 ありません。蜂屋柿ですらよそを見れば不足。 

女性 70歳代 下米田 
ブランド・・・山之上の梨も船橋の梨の方が品が良いのか。・・・

聞きます。 

女性 50歳代 蜂屋 蜂屋柿、お酒などあるが全国的な知名度はないのではないか。

男性 50歳代 蜂屋 無理につくる必要なし、あれば世間が認める。 

男性 70歳代 古井 
山之上の梨や蜂屋の柿等品質改良をし売り出せないか。昔は蜂屋

の米もよかったが。 

女性 60歳代 伊深 蜂屋柿以外あまりないような気がする。 

男性 80歳代以上 太田 小企業の誇れる技能の掘り起こしをする。 

男性 50歳代 下米田 
地域伝統、昔ながらも必要だが、今の「人」発信でのブランド作

りも重要（企業）。 

女性 50歳代 下米田 
地域の人にほこれる物がなく、おみやげに持っていくものがな

い。 

女性 40歳代 下米田 即答できる物がない。若い人からもこれだ。といく物がない。

男性 50歳代 太田 蜂屋柿は高すぎる。 

女性 60歳代 加茂野 なにもなし。 

女性 30歳代 古井 
これだけ多国籍の市もなかなかないのに、幼少期からもっと何か

できるのではないかと思ってしまう。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 加茂野 市ならではのブランド知りません。 

男性 70歳代 下米田 何があるのですか。誇れる物とは。 

女性 80歳代以上 加茂野 すぐ頭にあがってこない。 

男性 30歳代 下米田 全くない。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 まったくわからない。 

無回答 80歳代以上 古井 説明わからず。 

男性 30歳代 加茂野 思い当たるものがない。 

男性 50歳代 加茂野 思いうかばない。 

女性 50歳代 山之上 梨、蜂屋柿以外で何がある。 

男性 60歳代 加茂野 感じない。 

男性 30歳代 加茂野 どんな物があるかよくわからない。 

女性 30歳代 太田 知らない。 

女性 50歳代 古井 
よくわからない。市外の人に美濃加茂ならではのものを説明でき

ない。 

女性 30歳代 蜂屋 美濃加茂ならではのものが思い当たらない。 

男性 60歳代 加茂野 あまり感じない。 

男性 40歳代 加茂野 何かありましたか。 
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（9）労働環境の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 太田 まだまし。 

女性 60歳代 加茂野 企業誘致があり、優良企業が多いから。 

男性 40歳代 下米田 企業誘致を成功したあと一息かな。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 古井 年齢にもよる。 

男性 70歳代 下米田 もっと会社誘致をすること。 

男性 30歳代 下米田 可児の方が優れている。 

女性 60歳代 蜂屋 4、3 の間ぐらい発展途中だと思う。 

男性 60歳代 古井 パートとか期間の働き場はあるが、正社員との道は少ない。 

女性 50歳代 古井 働きやすい環境といえるところは少ないのでは。 

無回答 80歳代以上 古井 なし、不景気故に・・。 

男性 80歳代以上 古井 働くところが少ない。 

男性 20歳代 蜂屋 もっと多くの企業を誘致してください。 

女性 50歳代 蜂屋 条件が伴わない。 

女性 60歳代 太田 年を取っても働きやすい所がほしいです。 

男性 60歳代 蜂屋 他地区の労働者がほとんど。 

女性 10歳代 蜂屋 工場は多いが愛知県のナンバー車が多い。 

女性 50歳代 加茂野 働く場所（会社）を見つける時になかった（苦労して探した）。

女性 70歳代 古井 
ソニーのあとは、メーカー（品物を製造する会社）でしたね。労
働力人数の確保が大切。 

男性 70歳代 古井 企業誘致を。 

女性 60歳代 古井 無し。 

女性 70歳代 加茂野 若い人に意見を。 

女性 80歳代以上 古井 給料が安い。 

男性 70歳代 古井 現状に満足せず、安心して働ける工業を誘致すべし。 

女性 40歳代 蜂屋 
自分の希望する場所、時間などいろいろな面で選択枠は少ないと
思います。 

男性 50歳代 下米田 
上記同様に企業発信を行政が行い他種の労働環境作りが必要で
は。 

女性 50歳代 下米田 大きな工場が少ない。 

女性 40歳代 下米田 小さい子を持つ女性でも働ける環境が少ない。 

男性 50歳代 蜂屋 雇用促進のため企業誘致をしてほしい。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳代以上 加茂野 年齢的によく把握していない。 

男性 30歳代 加茂野 わからない。 

男性 40歳代 古井 わからない。 

女性 60歳代 太田 働いていないのでわかりません。 

女性 60歳代 伊深 よくわからない。 

女性 60歳代 太田 わからない。 

男性 30歳代 太田 市の失業率がわかりません。 

男性 80歳代以上 太田 考えていない。 

女性 30歳代 古井 市外で働いているのでわからない。 
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（10）商業の振興 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 加茂野 駅前（太田）商店街を活性化できるとよいと思います。 

女性 10歳代 古井 あまり活発ではない気がする。 

女性 30歳代 古井 駅前（南側）がさびしい。 

女性 60歳代 古井 駅前商店街が淋しい。 

男性 50歳代 古井 身近に商店街がない。 

男性 70歳代 太田 駅南と北の感じのつながりがない。 

男性 70歳代 下米田 
太田駅前通りのさびれが淋しい。大型ショッピングパーキングを
作って客を呼ぶこと。 

女性 40歳代 下米田 駅前がさみしい。 

女性 70歳代 蜂屋 駅南の活性化を願う。 

男性 70歳代 古井 人の行き帰りがない。（1日中人がいない）。 

女性 30歳代 蜂屋 ＣＣＮet で見ています。 

男性 60歳代 蜂屋 太田の駅前通りの活性化。 

男性 60歳代 伊深 賑わいは感じず。 

男性 70歳代 下米田 スーパーばかり、シャッター通り、空き地多い。 

男性 30歳代 下米田 太田駅周辺。 

男性 60歳代 古井 昔からの商店街はさびれている。 

無回答 80歳代以上 古井 寂しい限り。 

女性 50歳代 太田 市外に出向きます。 

男性 20歳代 蜂屋 個人商店街は「シャッター通り」になっている。大型店舗の誘致。

男性 30歳代 加茂野 困っている店が多い。 

男性 50歳代 古井 駅前商店街がさびれているイメージがある。 

男性 60歳代 太田 商店街の不振による近隣の住民の税負担を早く解消してほしい。

女性 70歳代 蜂屋 大型店が入って、地域の小さな商店街が消えていくばかりです。

女性 50歳代 古井 駅前のシャッターがしまった商店街をどうにか。 

無回答 80歳代以上 古井 市外に流れている。 

女性 80歳代以上 山之上 大型店は賑わっているが・・・。 

女性 70歳代 古井 

商店街に活気がなくなったのは､商店主さんの皆さんの努力がな
いのではなく､今高齢者と云われている私たちの責任がありま
す｡安い､便利､品が豊富にとらわれ､買い物が大型店主流になり
ました｡体に不安を感じる年齢になり､身近にあった小売店が生
活に密着していたかが感じられるこの頃です｡時代に沿うことも
繁栄のひとつですが､20 年～30 年後のビジョンをしっかりと､と
らえていたならと残念でなりません。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 シャッター通り的。 

女性 50歳代 古井 駅南はさみしい気がする。 

女性 60歳代 太田 
もっと商店街ががんばって市内でお買物ができる魅力あるお店
が増えてほしいです。「安かろう悪かろうではダメです」良品を
売るお店が増えるとよいです。 

男性 60歳代 蜂屋 商工会がもっと働いてほしい。 

女性 40歳代 古井 商店街はさびしい感じがします。 

女性 10歳代 蜂屋 どこの街も同じ、特色がまったくない。 

男性 60歳代 古井 活気が無いような気がします。 

女性 60歳代 太田 大型店に集中しすぎ。 

男性 40歳代 太田 駅前通りを見ればわかるような質問をするな。 

女性 70歳代 古井 身近な商店は大型店に客を吸収され、まったくダメになっている。

女性 70歳代 下米田 大型スーパーが多すぎて小さなお店がなくなっている。 

女性 40歳代 太田 駅前の商店街。やってない。 

女性 60歳代 古井 駅前通りの人々の意識が変わらない限りむつかしいです。 

男性 40歳代 下米田 中心街である、太田の商店街が今のままでは不安。 

男性 50歳代 古井 身近な商店街はさびれてなくなりました。 

女性 60歳代 古井 大型スーパーのみの賑わい。 

男性 60歳代 古井 シャッター街がなくならないかぎり不満はきえない。 

女性 50歳代 蜂屋 身近な所に商店街はなく将来的には買物難民になりそう。 

女性 80歳代以上 古井 太田駅前の不活化。 

女性 70歳代 古井 もっと駅前通りの活性化があると良いと思う。 

男性 70歳代 古井 太田駅前は寂しい。北口開発と一体感がなかった。 

女性 60歳代 古井 美濃太田駅前通りなどさびしい限りです。 

女性 60歳代 伊深 一部のスーパー以外賑わっていないと思う。 

女性 30歳代 加茂野 賑わっている商店街が思いあたらない為。 

女性 40歳代 蜂屋 とてもさみしいと感じます。 

男性 50歳代 下米田 
上記同様に企業発信を行政が行い他種の労働環境作りが必要で

は。起業支援の為の産学協同。 

女性 60歳代 古井 駅前通りが寂しい。 

女性 50歳代 下米田 駅前商店街が閑散としている。 

男性 30歳代 太田 商店街が賑わっていると感じない。 

女性 40歳代 下米田 大型ショップへの買い物が増え、年配の人の買い物くらいしかない。

男性 50歳代 太田 駅前が寂しい。 

男性 50歳代 蜂屋 美濃加茂太田の駅前がすいぶんすたれた。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 古井 身近に商店街がない。 

男性 60歳代 加茂野 商店街は太田しか知らないしあまり行かない。 

女性 30歳代 古井 利用しないのでわからない。 

女性 50歳代 蜂屋 全く利用しない。 
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（11）工業の振興 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 下米田 ソニー。 

男性 30歳代 加茂野 ミツカン。 

男性 40歳代 古井 ＳＯＮＹの後に千趣会が入ったことを評価。 

女性 60歳代 古井 だいぶ人工業団地やソニーのあと地等よいです。 

男性 40歳代 下米田 蜂屋は成功したので下米田へ。 

男性 70歳代 古井 現状に満足せず、良い事は進めるべし。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 工業活動は、もういらない。 

男性 70歳代 下米田 
美濃加茂ＩＣや可児ＩＣと交通はよいので工場誘致を積極的に

やること。 

女性 70歳代 蜂屋 工業団地が造成されたが、まだすべてが利用されていない。 

女性 40歳代 太田 工業団地への誘致がんばって。 

男性 60歳代 古井 一部では、企業の進出があり、よいが団地としても少ない。 

無回答 80歳代以上 古井 寂しい。 

男性 80歳代以上 古井 大企業にもたれすぎ、中小企業の掘り起こしが必要。 

男性 80歳代以上 太田 企業誘致進めてほしい。 

女性 70歳代 蜂屋 向上が入っても地域の人たちが働けないのが現実です。 

男性 60歳代 蜂屋 少しだけ JC の利用が少ない。 

女性 10歳代 蜂屋 
地形的、活動は評価できる。税金等、小牧に収めるのでは。交通

課題。 

女性 70歳代 古井 
都市計画をしっかり立案して広大な土地を有効活用する。そのう

えで企業誘致していくプロジェクトチームを作り推進する。 

女性 70歳代 下米田 10 年前迄は工場がたくさんあったが今ではなくなっている。 

女性 30歳代 蜂屋 中部台を活性化してほしい。 

男性 50歳代 古井 活発に行われていることがよいことですか。 

女性 50歳代 下米田 中部台北の工場誘致ができていない、もっと多くあると良い。

男性 30歳代 太田 誘致活動の報告が市民に届いていない。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 加茂野 知りません。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

女性 60歳代 太田 働いていないのでわかりません。 

女性 60歳代 太田 余りわかりません。 

女性 30歳代 古井 関わりがないのでわからない。 
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（12）市街地の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 蜂屋 用事があるから行っている。 

男性 60歳代 加茂野 たぶんそうだろうと。でもその中味はわからない。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 山之上 整備しても買うものはない。 

女性 40歳代 加茂野 駐車場など、店を利用するとき不便な場所もあります。 

男性 60歳代 伊深 駐車スペース等。 

女性 10歳代 古井 求めているものがすべてそろわない。 

女性 60歳代 古井 個人店などは何となく入りづらい。 

男性 50歳代 古井 古井からでは遠い。車だと停めにくい。 

女性 20歳代 太田 シャッターが閉まっている場所がどんどん増えている。 

男性 70歳代 下米田 行きたくても大きなＰがなければ買物もできません。 

男性 50歳代 下米田 他の地区はなし。 

女性 70歳代 蜂屋 
閉じている店が結構ある。車が店前（近く）に留めにくい。駅北

から駅南に車では行きにくい。（徒歩は駅内自由通路があるが。）。

女性 30歳代 蜂屋 行くのに遠回りです。 

男性 60歳代 伊深 いまいち活発に乏しい。 

男性 70歳代 下米田 ほとんど利用しない。目新しいものがない。 

女性 80歳代以上 加茂野 年齢的に衣料からすべてにまかなえる場所がほしい。 

男性 30歳代 下米田 イオンがほしい。 

男性 50歳代 古井 店がなにもなく不便。 

男性 60歳代 古井 駅前は駐車場がなく買い物に行く気がなれない。 

無回答 80歳代以上 古井 
駅前・・スーパーのみが便り少なしが寂し。駅南・・行きにくし、

あって無きが如く、利用したいが不可能。 

女性 70歳代 伊深 余りにも寂しい街並みです。 

男性 40歳代 太田 
30 年前ぐらいの土マーケットは活気があった。今ではガラガ

ラ・・・。 

男性 70歳代 古井 駐車場その他の整備と中心での公園の設置。 

男性 80歳代以上 古井 明かりが少なく暗い。昔のＯＳ通りのように元気さがほしい。

男性 20歳代 蜂屋 ほとんど買物に行かない。シャッター通り。 

男性 30歳代 加茂野 郊外の店舗の方が充実している。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 古井 駅うらの方が便利（北側）。南側は車で行きづらい。 

男性 40歳代 古井 たまに hallo（コノミヤ）に行くだけ。 

女性 50歳代 古井 10 年以上、駅前（南）で買い物をしていない。不便すぎて。 

女性 70歳代 加茂野 無料の駐車場が少ない。 

女性 70歳代 蜂屋 駅前の商店街を活性化させてほしい。 

男性 60歳代 加茂野 交通網がない。 

無回答 80歳代以上 古井 益々さびれている。 

女性 80歳代以上 山之上 銀行の存在について駅南にはほとんどない。不便である。 

男性 60歳代 太田 駅前商店には入りたくない。市職員でも同じ考えである。 

女性 30歳代 古井 車を止めるところが少ない。 

男性 30歳代 加茂野 駐車場（無料とか）ない。 

女性 80歳代以上 下米田 太田町に一か所もショッピングがないと云う事は残念に思う。

男性 30歳代 蜂屋 下古井エリアより駅に近い太田エリアの活気がない。 

男性 60歳代 古井 駅前に 24 時間のコンビニやファミリーレストランがない。 

女性 30歳代 古井 北側の方が利便性が良い。南側は車が停めづらい。 

女性 60歳代 加茂野 駐車場が少ない。 

女性 60歳代 太田 駐車場がない為、買物しにくい。シャッター通りでは寂しいです。

男性 60歳代 蜂屋 大型商店に負けている。 

女性 10歳代 蜂屋 カベを取り払う。利益の前に市への思い必要が大きいと思う。

女性 50歳代 加茂野 閉店している所がある。 

男性 60歳代 古井 車で買い物をする人は良いがそれ以外の交通を考えてほしい。

女性 60歳代 太田 路上駐車が多すぎ。 

女性 70歳代 古井 
もう駅前にこだわる時代は終わりました。広大な駐車場が必要で

す。 

女性 70歳代 下米田 
車に乗れる内は良いけれど、乗れなくなった時は昔あったような

移動売店が良いと思う。 

女性 40歳代 太田 市街地。とは言えない。 

男性 70歳代 古井 駐車場が無い。 

女性 60歳代 古井 このシャッター通りをどうしたらよいですか。 

男性 40歳代 下米田 シャッター街なので・・・。 

男性 60歳代 蜂屋 駐車スペースなどで。 

女性 70歳代 加茂野 南側に人通りがなく店も寂しい。 

男性 50歳代 古井 太田の駅ですか。さびれています。 

女性 60歳代 古井 
買物しやすく便利だと思いますが、駅（北）から見ると人通りが

寂しい気がします。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 いまひとつ。 

女性 70歳代 下米田 交通の不足、時間的に。 

女性 50歳代 蜂屋 駐車場がない、また、空いていない店も多く、不便さを感じる。

女性 20歳代 古井 シャッターを降ろした店がめだつ。 

女性 80歳代以上 古井 車がないとどこにも行けない。 

男性 40歳代 加茂野 駐車場（無料）がなく不便。 

女性 30歳代 太田 買い物する店がない。 

男性 50歳代 蜂屋 駅北が活発であれば良い。銀行も駅北に移転してほしい。 

女性 70歳代 古井 駐車場が無いので不便。 

男性 30歳代 下米田 駅まで行く手段がない。 

男性 70歳代 古井 
市民と行政が一体とならないと何もできない。何でも反対だけで
は進歩ない。 

男性 10歳代 蜂屋 駐車スペースが少ない。 

女性 30歳代 加茂野 駐車場があまりないので行かない。 

女性 40歳代 蜂屋 駐車場が少なく買い物したくても車が止められない。 

男性 60歳代 古井 便利ではないが必要ない。 

女性 20歳代 加茂野 ほとんど魅力を感じない。 

女性 50歳代 下米田 駐車場が少ない。活気がない。 

男性 30歳代 太田 コンビニ、ゲオ、ハローフーズ以外行った事が無い。 

女性 40歳代 下米田 駐車場の確保が万全でない。 

男性 20歳代 蜂屋 
建物が多すぎてわかりづらい。駐車場がせまい為あまり行こうと
思えない。 

女性 60歳代 古井 駐車場がない。 

女性 40歳代 太田 30 年位前の活気がほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 古井 あまり行かない。 

男性 70歳代 古井 全然買物をしない。（近くのスーパーで用が足りている）。 

女性 40歳代 古井 ほとんど行かない。 

男性 70歳代 太田 ほとんど利用しない。 

男性 60歳代 蜂屋 行きません。 

女性 60歳代 蜂屋 あまり利用していません。 

女性 70歳代 太田 駅前（南）にほとんど行かない。 

女性 30歳代 古井 利用しないのでわからない。 
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（13）農林業の振興 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 農協の店があるのがよい。 

男性 50歳代 古井 ＪＡががんばっている。 

男性 70歳代 下米田 それはなんとかでき。 

女性 70歳代 蜂屋 農協直営店で手に入る。 

男性 70歳代 古井 米（ＪＡで購入している）。 

男性 30歳代 古井 グリーンセンターや昭和村は大変良い。 

男性 30歳代 下米田 安心して購入できる。 

女性 50歳代 古井 JA。 

女性 60歳代 太田 農協。 

女性 60歳代 古井 野菜等は多く入ります。 

男性 40歳代 下米田 アベマキはナイスアイデア。 

女性 60歳代 蜂屋 美味しくいただいています。 

女性 60歳代 伊深 グリーンなどががんばっていると思います。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 太田 スーパーでも農協のもの買いたいです。 

男性 60歳代 蜂屋 形の悪い物を安く売ってください。 

男性 60歳代 伊深 自前ブランドがあまりない。 

女性 50歳代 太田 果実が市場より高い。 

男性 80歳代以上 古井 特色を出せる企業をおこしてほしい。 

男性 20歳代 蜂屋 安全な「美濃加茂米」を作り、地産地消しては。 

女性 50歳代 蜂屋 質が高いとすぐに入らない。 

男性 50歳代 加茂野 可児市のとれった広場のようなものがあると良い。 

女性 70歳代 加茂野 農家の方の新鮮な野菜が求められる。 

女性 60歳代 加茂野 太田まで行っています。加茂野にもほしいです。 

男性 60歳代 蜂屋 高齢者が多い。収入が少ない。 

女性 10歳代 蜂屋 加茂農林高校しか頭に浮かばない。 

女性 70歳代 古井 
道の駅のような市が推進する地元産を PR、店で販売（安全、安

心、安価）をうりだす。 

女性 60歳代 加茂野 柿やなし以外に特別なものがない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 古井 
川浦等でマス釣り、ヘボ祭り、シイタケ、柿、梨狩り等、人が集

まる事をする。 

女性 30歳代 蜂屋 地産地消が根付いていない。市場などがないため、手に入らない。

女性 60歳代 古井 後継者育成不足。 

女性 70歳代 下米田 良いと感ずる物もあれば、チョットと考えてしまうこともあります。

女性 20歳代 古井 防災器具庫の場所がわからない。 

女性 20歳代 下米田 
昭和村で配っている野菜は安価でも痛みが早すぎて困る。安価だ

からか・・・となってしまう。 

女性 30歳代 古井 田舎なので、もっと安くいっぱい手に入ると思っていた。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳代以上 加茂野 よくわかりません。 

男性 60歳代 古井 ＪＡはあるが、あまり利用していない。 

無回答 80歳代以上 古井 わからない。 

男性 30歳代 加茂野 あまりみない。 

女性 80歳代以上 古井 わからない。 

男性 40歳代 古井 思い浮かばない。 

男性 80歳代以上 太田 情報が無くわからない。 

女性 70歳代 蜂屋 わからない。 

男性 60歳代 古井 気にしていない。 

男性 50歳代 古井 買い物にいかないのでよくわかりません。 

男性 60歳代 古井 わからない。 

男性 60歳代 加茂野 林業の生産物とは。 

男性 60歳代 太田 近くに施設が少ない。 
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（14）観光の振興 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10歳代 古井 観光客を見ない。 

女性 60歳代 古井 車の人は良いが、足のない人は交通事情がタクシーしかない。

男性 50歳代 古井 ライン下りがなくなった。 

男性 70歳代 下米田 市の観光が昭和村だけでは。 

男性 60歳代 蜂屋 魅力的な観光地はない。 

女性 70歳代 蜂屋 

たとえば中仙道を楽しもうとしても車が前から後ろから走って

きてのんびり歩けない。中仙道を活かした休憩所が中山道会館ぐ

らいしか思いつかない。昭和村もたとえば昭和の映画上映とか魅

力あるイベントを。入場料の低減を。 

女性 40歳代 太田 

よい目玉を作れたらよいですね。何かあるはずですよ。木曽川か

らの眺めは景色がよいもの。ライン下りと夕日を見ながらのごは

んとか食べられるとよいですね。 

女性 60歳代 下米田 
市民より良き資源活用について長年たずさわって大切になさっ

ているものはなにかを知る事も。 

男性 30歳代 下米田 昭和村に続く何かがほしい。 

男性 60歳代 古井 観光地は昭和村。よくがんばってみえるが、集客は。 

無回答 80歳代以上 古井 駅が余りなし。観光、やっているの。 

女性 50歳代 太田 観光する物がない。 

男性 40歳代 下米田 近隣との連携が必要。 

男性 80歳代以上 古井 ライン下りの再開があるとよい。 

男性 20歳代 蜂屋 姫行例と太鼓はアキました。 

男性 30歳代 加茂野 観光の目玉がない。 

男性 40歳代 古井 ライン下り復活してほしい。 

女性 70歳代 蜂屋 あまりなっていない。 

女性 20歳代 古井 観光地となるものがない。 

男性 60歳代 加茂野 観光地がない。 

女性 80歳代以上 山之上 ライン下りなど、美濃加茂市を代表する観光が姿を消している。

男性 60歳代 太田 外部の人たちに紹介したいようなところがない。 

男性 60歳代 古井 ライン下りも消えている。 

女性 60歳代 太田 

関の板取にある「モネの池」とか五郎丸で有名になった善光寺の

ような一度、ぜひ行ってみたいと思われる観光地があるとよいと

思います。 

女性 10歳代 蜂屋 昭和村一つを見ても魅力は感じられない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 資源は有ると思いますがもっと外に向けたアピールを。 

女性 70歳代 古井 
歴史的市内の場所を調査して従来の中仙道だけでなく幅広い市

内の観光を PR する。 

男性 70歳代 古井 
ライン下りの復活、白川で 1年 1回歌手を呼んでいる様なイベン

トをしたら、キャンプ、木曽川を利用した釣りなど。 

女性 60歳代 古井 30％以下になっています。 

男性 40歳代 下米田 中山道の復活。 

女性 70歳代 加茂野 駅南に元気がない。 

女性 60歳代 古井 点と点がつながっていない。 

男性 50歳代 古井 まちの資源って何ですか。 

男性 60歳代 古井 アニメなどのれんけいがおそすぎるやる気なさすぎ。 

女性 70歳代 下米田 少しずつ資源を活かされてまだ、魅力的な観光地とまでは。 

女性 50歳代 蜂屋 魅力的な観光地を目指すことが美濃加茂市に必要か疑問。 

男性 60歳代 加茂野 この市は"観光地"なのか。 

女性 70歳代 古井 以前のような観光地が少ない。 

男性 80歳代以上 太田 市内に多くの観光地があるがルート的に充分活かされていない。

男性 60歳代 古井 観光地の必要なし。 

男性 50歳代 下米田 近隣市町村との協業が少ないのではないか。 

女性 50歳代 下米田 昭和村じゃ・・・・・。 

男性 20歳代 蜂屋 宿場町をもっとおしてもよいのではないかと思います。 

男性 50歳代 太田 中仙道が寂しい。 

男性 50歳代 蜂屋 観光するところがない。 

女性 40歳代 太田 ライン下りの復活を願います。中仙道も活気がほしいと思います。

女性 30歳代 古井 観光地ではない気がする。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 山之上 美濃加茂にしかない資源は何ですか。 

男性 70歳代 下米田 地元で自慢するもの。 

女性 80歳代以上 加茂野 人にすぐすすめる場所が思いうかばない。 

女性 40歳代 古井 何かある。 

女性 50歳代 蜂屋 町の資源って・・・。 

女性 40歳代 太田 観光地ってどこ。 

女性 40歳代 蜂屋 美濃加茂市の資源とは。 

男性 30歳代 太田 市の資源がわかりません。 
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（15）防災体制の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 下米田 防災用具は一応揃えています。 

無回答 80歳代以上 古井 努力して、協力したし。 

女性 70歳代 伊深 災害はいつ起こるかわからないので情報で心得ています。 

女性 80歳代以上 山之上 消防団の地域に根ざした活動が光る。 

女性 10歳代 蜂屋 防災訓練等、行事に見える。 

男性 40歳代 下米田 消防レベルは高いと思う。 

女性 30歳代 古井 自治会に入っているので、安心感はある。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 この地方はあまり災害がないので熱心ではないと思う。 

男性 50歳代 古井 不審な電話。ブラジル人。 

女性 70歳代 加茂野 今の生活でいっぱいいっぱいです。 

男性 70歳代 下米田 市の防災体制を充実すること。 

男性 60歳代 蜂屋 防災体制が築かれているとは思えない。 

女性 30歳代 蜂屋 外灯が少ない。カーブミラーがほしい。（個人的に）。 

男性 70歳代 下米田 当市には山沿いを除き災害意識が少ないと思う。 

女性 80歳代以上 加茂野 農村であるため意識が低い。 

女性 60歳代 蜂屋 どんな災害でも安全か。と言うと不安はあります。 

男性 60歳代 古井 耐震工事は良いか、その他の場合が問題である。 

女性 50歳代 古井 個人の意識が問題かなと思う。 

男性 70歳代 古井 もっと市民が盛り上げてほしい。 

男性 80歳代以上 古井 実活動が必要。 

女性 50歳代 蜂屋 全世帯にある低度配給してほしい。 

男性 70歳代 太田 防災無線が聞きとれない。 

女性 40歳代 古井 
地震を感知してブレーカーを切る装置の普及を目指し、他市町村

で実例のある装置購入補助金などをつくると良いと思う。 

男性 50歳代 古井 少しずつ整備されつつあるがまだ不十分。 

女性 70歳代 蜂屋 いつも心配しています。 

無回答 80歳代以上 古井 防災放送が聞きとりにくい。 

男性 60歳代 蜂屋 防災訓練が少ない。 

男性 60歳代 古井 地域に防災器具の施設。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 古井 
東北のように、やはり自分は自分でまもること、そして地域のた

すけあいであること大切です。 

女性 70歳代 下米田 口では言っているが本当はできてないと思う。 

女性 40歳代 太田 家庭の中はできている。 

女性 60歳代 古井 

自分の身長より高い家具はありません。寝室は何も置いてないで

す。玄関に連絡先のＴＥＬ番号をパスケースの中に入れていま

す。またバックの中には（ふえ）と連絡先のメモを入れたパスケ

ースを持っております。カギのストラップはＬＥＤの小さな電気

がつくのをもっています。 

女性 30歳代 蜂屋 ハザードマップ以外の防災アイテムがない。 

女性 70歳代 加茂野 よいえ。 

男性 50歳代 古井 家庭内は何も備えてないです。 

女性 50歳代 蜂屋 多分、何かあれば結集するが、体制を作れているとは言えない。

女性 60歳代 蜂屋 
家庭では、避難袋、非常食は準備していますが、家具の固定など

がまだ不十分だと思っています。 

女性 20歳代 下米田 

アパート住まいだと防災グッズを置いておける余裕なスペース

が無い為、一か所にまとめられず意味無し。小学校近辺でも鍵付

き防災グッズ用品入れでも置かせてくれたら助かるのに・・・と

思う。 

女性 70歳代 古井 防災訓練で少しずつ身について来たと思う。 

男性 30歳代 蜂屋 
マンションに住んでいると近隣住民との付き合いが希薄なため、

いざという時、不安。 

男性 70歳代 古井 
美濃加茂市は、安心、安全の町を願っている。今危険な場所があ

るとは思えない。 

女性 70歳代 太田 防災無線の内容がききとれない。 

男性 30歳代 太田 東日本大震災を直接体験しました。 

女性 40歳代 下米田 
ルート（避難）など表記した看板などある訳でなく、突然の時に

迅速に非難しづらい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 蜂屋 
家庭ではそれなりに備えているつもりだが、地域に関してはよくわ

からない。 

男性 30歳代 下米田 よくわかっていない。 

男性 30歳代 加茂野 よくわからない。 

男性 40歳代 古井 関心ない。 
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（16）災害時の情報伝達体制 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 古井 防災無線は反響しすぎて聞き取りにくい事が多い。メールは良い。

女性 60歳代 太田 メールはとても便利です。 

女性 70歳代 古井 メール受信よくわかります。また、マイクも聞きとれます。 

女性 60歳代 古井 メールをやる人はよいですが。 

女性 30歳代 古井 感じる。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 古井 
年寄りにはあまり IT はできません。個人の家に有線の放送がで

きればよいと思います。 

女性 50歳代 古井 防災行政無線の内容がほとんど聞きとれない。 

女性 60歳代 古井 
緊急放送される屋外のスピーカーは大雨の時など、まったく聞こ

えない。 

男性 50歳代 古井 ブラジル人の運転マナー、古井街道のカーブミラー等。 

女性 20歳代 山之上 防災行政無線が聞き取りにくい。 

女性 50歳代 古井 防災無線が聞こえにくい。 

男性 50歳代 古井 火事の放送でかんじんなところがよく聞けない。 

男性 50歳代 太田 
広報のスピーカーからの案内や、消防署からの放送がほとんど聞

きとれないので、何とかしてほしいです。 

女性 70歳代 蜂屋 
実際その時にうまく機能するか想定される様々な場合に対応し

ているのか不明。 

女性 60歳代 下米田 
メールは使われないので防災行政無線より知る事が多いし、子ど

もたちより教わる事が多い。 

女性 80歳代以上 古井 一斉放送が聞こえにくい。家の中ではほとんどきこえない。 

男性 70歳代 下米田 土日を除き高齢者多く整備できていない。 

女性 20歳代 下米田 

生まれたばかりの子どもがいるのですが、夜中の防災無線の音で

泣いてしまいます。大事かもしれませんが、夜中は止めてほしい

です。 

男性 50歳代 古井 場所によって広報放送が聞こえない。要調査。 

男性 80歳代以上 古井 市からの放送がききとりにくい。 

女性 50歳代 蜂屋 防災無線は聞き取りにくい。 

男性 70歳代 古井 防災無線が聞こえない。（家の中にいると）。 

女性 70歳代 古井 無線が家の中では聞き取りにくい。 

女性 60歳代 太田 内容が聞き取りにくい（風の向きなどにもよるが）。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 蜂屋 災害時はもう少し具体的に行ってほしい。 

女性 70歳代 古井 防災無線などきこえない。 

女性 80歳代以上 山之上 
防災無線が夜間よく聞こえない。15：00 の子どもの放送ははっ

きりしている。 

男性 30歳代 加茂野 

防災無線でしか言わないこともあり、聞けれない所が聞こえない

所にいると聞き逃す。緊急地震速報とも連動するとよいと思う

（坂祝町みたいに）。 

男性 70歳代 蜂屋 スピーカーが聞こえない。 

女性 30歳代 太田 すぐメールは知らない。 

男性 60歳代 蜂屋 行政無線がほとんど聞けない。 

男性 60歳代 古井 老人にもすぐわかる連絡方法を。 

女性 80歳代以上 無回答 無線聞きにくい。 

女性 60歳代 太田 放送が聞きとれない。 

男性 70歳代 古井 
何を言っているか殆どわからない。無線放送の見直し。設備か距

離の見直し。 

男性 40歳代 下米田 市民がどれだけ活用しているのか。 

男性 70歳代 下米田 放送がもう少しよく聞こえると良い。 

女性 60歳代 古井 防災無線が聞きとりにくい。 

男性 60歳代 古井 以前ほどではないが広報の放送がひどくききづらい。 

女性 70歳代 下米田 防災無線等は風向きにより聞き取れにくい事があるから。 

男性 60歳代 加茂野 
無線は近くの複数がハウリングを起こして聞きとれない。時間差

放送を。 

男性 60歳代 古井 
無線放送の音が周囲の建物に反射してよくわからない（聞き取り

にくい）。 

女性 70歳代 古井 災害時の情報無線などききにくい時があり。 

女性 60歳代 蜂屋 
防災無線が聞きづらい。可児市のように各戸に無線が聞けるよう

に取り付けてほしい。 

女性 20歳代 下米田 子どもがいない家やお年寄りだけの住まいは心配になる。 

男性 30歳代 蜂屋 「すぐメール」存在すら知らない人も多いと思う。 

男性 70歳代 古井 我が家では特に準備なし。 

男性 30歳代 古井 無線聞きとりにくい。 

男性 80歳代以上 古井 
体制は整っていると思いますが、伝達の内容が聞きとりにくいこ

とがあります。天候に左右されるのでいたしかたありません。

女性 50歳代 山之上 
防災無線ですが聞き取りにくいのでもっとはっきり聞こえるよ

うにしてほしい。 

女性 40歳代 下米田 
すぐメールで確認できるも、無線は立地条件で川に共鳴して聞きづ

らい。 

男性 40歳代 蜂屋 声がききとりづらい。 

女性 40歳代 蜂屋 聞きづらい時がある。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 30歳代 加茂野 すぐメールを知らない。 

女性 70歳代 加茂野 電話しかないのでメールをとる事ができません。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

男性 70歳代 古井 わからない。 

女性 80歳代以上 加茂野 年齢的に時代にそったメールその他が全く使えない。 

男性 60歳代 古井 防災無線は外わかるのかな。すぐメールというのはわからない。

無回答 80歳代以上 古井 
町の中だが、放送が聞こえないでいる。点検、確認が必要。何も

知らないでいる。 

女性 60歳代 太田 ある事自体知りません。 

女性 60歳代 太田 メールはできません。 

男性 40歳代 古井 関心なし。 

女性 50歳代 蜂屋 2 つとも知らないので・・・。 
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（17）消防・救急体制の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 消防団活動はよくやられている。救急体制はわからない。 

無回答 80歳代以上 古井 思う、広報紙を見て。 

男性 80歳代以上 古井 救急車の音はよくしているが。 

女性 80歳代以上 山之上 消防団の活動が身近である。 

女性 80歳代以上 無回答 良いと思います。 

女性 70歳代 古井 よく体制がとれていると思います。 

女性 60歳代 古井 良いですね。 

男性 50歳代 古井 近くに消防署があります。 

女性 60歳代 蜂屋 
救急車を 2度利用させていただきました。とても対応も良くあり

がたかったです。 

男性 70歳代 古井 整っており安心しています（自治会で消火栓を設置した）。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 古井 防災無線が聞こえにくい。 

男性 70歳代 下米田 市の消防の充実でしょ。 

男性 50歳代 古井 朝早くや夜中の放送がうるさい。 

男性 30歳代 加茂野 火災の発生時に流されるサイレンが夜中に聞くと不気味です。

男性 50歳代 古井 大きな災害がおこった場合の対応に不安がある。 

女性 70歳代 蜂屋 いままでなにもなかったがこれからの事を考えたい。 

無回答 60歳代 下米田 消防団に入団者が少ない為、苦労している。 

女性 70歳代 古井 救急で病院に運ばれた時に外にまわされるのでなんとかしてほしい。

男性 40歳代 下米田 森山が古いから建て替えを。 

女性 50歳代 蜂屋 

地域の消防団もがんばっている。消防経験者の知識、行動は素

晴らしいと思ったことがある。本職消防団と地域消防団の連携

体制作りが必要ではないだろうか。 

女性 70歳代 古井 狭い道路があり消防車が入りにくい所あり。 

女性 40歳代 山之上 夜中のサイレン、火災報告は何度も起こされ、つらい。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 50歳代 蜂屋 利用した事ないのでわからない。 

男性 40歳代 古井 関心なし。 

女性 10歳代 蜂屋 わからない（救急車何台）。 

女性 30歳代 古井 利用したことがないのでわからない。 
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（18）防災・災害時対策の強化 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

無回答 80歳代以上 古井 その時、その時の役で並び方が変わったりするのは思う。 

男性 70歳代 古井 現在は自治会活動で訓練をしている。 

女性 30歳代 古井 されていると思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 加茂野 
消防車が侵入できない（道狭い）ところに住宅建築があり、建築

された部分は広くなっているが繋がっていない。 

女性 60歳代 古井 訓練があっても参加者が少ない。 

男性 70歳代 下米田 地域のより中央を充実するべき。 

男性 70歳代 下米田 年一度の消火栓の訓練では扱えない。 

男性 60歳代 古井 
あるようですが、参加していない。9月の第 1日曜日に実施され

ていますか。 

無回答 80歳代以上 古井 
老人もたくさんおられているが、要領や介護係等大切（街の消防

ホースの操作できる人無し）。 

男性 40歳代 下米田 地域住民が訓練にやらされ感を感じながら訓練している。 

男性 80歳代以上 古井 市内各地に組織は確立しているか。 

女性 70歳代 蜂屋 いつもなれあいばかり。 

男性 60歳代 太田 参加者が少なすぎる。特に若者。 

女性 40歳代 太田 
防災訓練に参加した事はありますが、家族全員ではなかったので

どこで集まっていたのか話せていない。 

男性 60歳代 蜂屋 全くと云うほどない。 

女性 10歳代 蜂屋 わからない。工場は増えた。見直しは必要。 

女性 80歳代以上 無回答 されていない。 

女性 70歳代 古井 年 1回ありますがみんなの意識は低いと思います。 

女性 60歳代 古井 これは市ではなく自治会がやらなくてはならないです。 

女性 30歳代 蜂屋 参加したことがない。行われているかわからない。 

男性 40歳代 下米田 一般の方の関心度が低い。 

男性 50歳代 古井 年に 1回ありますが・・・。 

女性 60歳代 蜂屋 参加した事はありませんが実施されています。 

男性 50歳代 蜂屋 ワンパターン。 

男性 30歳代 蜂屋 
訓練の案内をもらったことがないと思う。マンション住まいだか

らでしょうか・・・。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 加茂野 やっていることをしらない。 

女性 30歳代 古井 参加したことない。 

女性 70歳代 蜂屋 自身が訓練に参加していない。 

女性 50歳代 蜂屋 一度もない。 

男性 40歳代 古井 知らない。 

男性 60歳代 古井 不明。 
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（19）防災対策の補助金 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 古井 十分と言えないができていると思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80歳代以上 古井 消火栓が少なすぎる。 

女性 70歳代 蜂屋 自身が防災訓練に参加していない。 

男性 80歳代以上 古井 どのような対策が見えるような。 

女性 70歳代 古井 整備されているとは思えない。 

女性 60歳代 太田 水害の時市はなにもしなかった。 

男性 40歳代 古井 必要ないと思う。 

女性 70歳代 蜂屋 いつも不安に感じている。 

女性 70歳代 古井 予算もあるでしょう。防災の点検 PR はお願いします。 

男性 40歳代 下米田 古くなった消防車庫の建て替え。 

男性 50歳代 古井 年 1回ではどうですかね。器具庫の場所内容がわかりません。

男性 60歳代 加茂野 
数字を見ても自分で持ってないのでわからない。消防団や自治会

役員に。経験者の意見を重くしないと全員一律では。 

男性 50歳代 蜂屋 補助ではなく、市が整備しても良いのではないか。 

男性 60歳代 古井 補助金は飲み代に代わる。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

女性 60歳代 古井 よくわかりません。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 50歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60歳代 下米田 補助金制度の内容等を理解しておりませんので。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 まったくわからない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 古井 よくわかりません。 

男性 40歳代 加茂野 知らない。 

無回答 80歳代以上 古井 不明。 

無回答 80歳代以上 古井 わからない。 

女性 60歳代 太田 どれ程のものか知りません。 

女性 40歳代 太田 存じません（防災器具庫）。 

女性 80歳代以上 山之上 わからない。 

男性 50歳代 加茂野 把握していません。 

男性 50歳代 古井 補助金制度を知らない。 

女性 60歳代 太田 補助金制度がある事を知らなかったのでわかりません。 

女性 50歳代 山之上 補助金。知らない。 

女性 40歳代 太田 補助金制度があることを今はじめてしりました。 

男性 60歳代 古井 わからない。気にしていない。 

男性 60歳代 蜂屋 ほとんどの人が防災庫を知らない。 

女性 10歳代 蜂屋 わからないけど、十分との評価は考えられない。 

男性 60歳代 古井 補助金制度がどの位かがはっきり知りませんので。 

女性 80歳代以上 無回答 わからない。 

女性 70歳代 古井 私たち個人ではわかりません。 

女性 60歳代 古井 私には解りません（自分達）消火栓のある所はしらべました。

男性 60歳代 加茂野 わからない。 

女性 50歳代 蜂屋 わからない。 

女性 60歳代 蜂屋 わかりません。 

男性 30歳代 太田 制度を知らない。 

女性 40歳代 蜂屋 わかりません。 

女性 30歳代 古井 わからない。 
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（20）防犯体制の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 古井 よく不審者とかの情報はきく。 

男性 60歳代 山之上 ポリスがしっかりしている。 

男性 60歳代 古井 悪いとイメージはない。 

男性 40歳代 古井 そのとおり。 

女性 80歳代以上 無回答 いま所安心。 

女性 70歳代 古井 防犯カメラなど自衛はしています。 

女性 60歳代 古井 以前よりよいかな。 

男性 40歳代 下米田 住みやすいと思います。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 古井 街路灯が少なく暗い。 

女性 60歳代 古井 近くにスーパーなど多く、車上ねらいが多い。心配。 

女性 50歳代 加茂野 明るさがない夜道は少々こわいです。 

男性 50歳代 古井 がいとうが明るくなった。 

男性 70歳代 下米田 定期的（時間）なパトロールがあれば。 

男性 50歳代 太田 
街灯が少なく、夜間暗くて、車以外での帰宅時は不安でもあり心

配です。 

女性 70歳代 蜂屋 
用心しているが特殊詐欺に遭うかもしれない。全国のニュースに

あるような事件にいつ巻き込まれるかわからない。 

女性 30歳代 蜂屋 家のまわりは外灯が少ないです。 

女性 80歳代以上 加茂野 空策等心配。 

女性 50歳代 古井 女性や子どもたちへは心配な面があります。 

男性 40歳代 加茂野 近所で空巣に入られたという話を聞いた事があり不満あり。 

無回答 80歳代以上 古井 心配が多い。怪しい電話や訪問者に悩んでいる。 

男性 50歳代 古井 外国人が多く、根本的に考え方が異なるため、治安が心配。 

男性 40歳代 太田 車を盗難された・・・。 

男性 80歳代以上 古井 組織上はあるのだろか。 

男性 20歳代 蜂屋 交番の目先の商店にドロボーが入る事はなさけない。 

女性 50歳代 蜂屋 街灯が少なすぎる。毎日怖いと思っている。 

女性 70歳代 古井 1 人暮らしは安心とは思えない。 

女性 70歳代 蜂屋 不安に感じている。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 加茂野 毎年、野菜泥棒の被害が発生しているが、なにも改善されていない。

男性 60歳代 太田 市職員の家族に犯罪者がいた事には知らなかった。 

女性 30歳代 古井 街灯がなく暗い所がある。 

男性 30歳代 加茂野 歩道が少なく、また少し狭い所もある。街灯が少ない。 

無回答 60歳代 下米田 防犯灯が少ない。 

男性 60歳代 蜂屋 外国人が減少したため少なくなった。 

女性 10歳代 蜂屋 
交通違反の取り締まりは見るが身近の生活安全確保等みた事な

い。 

女性 60歳代 太田 防犯灯、防犯カメラが不足。 

女性 70歳代 古井 自分達で防衛が必要ですと思う。 

男性 70歳代 古井 カメラ設置、防犯灯増設。 

男性 50歳代 古井 外国人がこわいです。 

男性 60歳代 古井 以前、不審者情報が流れず 110 で話したら逆に怪しまれた。不快。

男性 60歳代 加茂野 倉どろぼう、車どろぼう、自転車どろぼう。 

女性 60歳代 加茂野 近くに空き巣が多い。 

女性 70歳代 古井 外灯が少ない。 

男性 70歳代 古井 外国籍に日本文化連体活動の教育をすべき。 

男性 30歳代 古井 街灯も少なく夜は怖い。 

女性 40歳代 蜂屋 子どもたちが安心して暮らせる環境を。 

女性 40歳代 加茂野 子どもの通学路に街灯が少ないためあぶない。 

男性 30歳代 太田 
夜間、駐車場に人が集まっている時がある。パトロールの強化が

望まれます。 

男性 40歳代 古井 街灯が少なく、暗い。 

女性 40歳代 太田 必要とする時交番が不在だったりする。 

女性 50歳代 加茂野 暗い所が多い。 

女性 30歳代 古井 子どもの登下校に少し不安はあるが、どこも一緒だと思う。 
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（21）交通安全の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80歳代以上 古井 以前よりよくなっている。 

男性 40歳代 古井 特に大きな事故がない。 

女性 40歳代 太田 スクールサポーターさん方はとても感謝しております。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 特にお年寄りのドライバーに多いのが必要以上に道をゆずる。

女性 40歳代 加茂野 
道路の線が消えているのに放置してある。大事にされていない感

じがする。 

女性 50歳代 加茂野 近所でよく事故があります。 

男性 50歳代 伊深 他県の車の運転が悪い。 

男性 70歳代 下米田 個人の自覚の問題では。 

男性 60歳代 古井 中学生の下校時の交通マナーが非常に悪い（車中）。 

男性 60歳代 蜂屋 早朝は信号無視が多い。 

女性 70歳代 蜂屋 

高齢者、青少年、成人、いずれにもルールの周知、遵守の啓発を。

無理な通過、方向指示器を出さずに曲がる。ヘッドライト、ブレ

ーキランプの片方消え。スリッパでの運転。 

女性 60歳代 下米田 
しかしルールが有っても守る意識がうすいし、守らない事を美徳

とする人もいます。 

女性 20歳代 太田 西中の子どもたちの下校時どうかと思います。 

男性 70歳代 下米田 一時停止、カーブミラーの見逃し、特に登校時。 

男性 60歳代 古井 狭い道に車が入ってくる。老人の自転車。車の運転がこわい。

女性 40歳代 古井 狭い道に駐車するのをやめてほしい。家に入っていけない。 

無回答 80歳代以上 古井 外部からの車が恐ろしい。摘発、注意必要あり。 

男性 30歳代 太田 進入禁止からいっぱい車が入ってきて危ない。 

男性 20歳代 蜂屋 外国人への安全教室の開催をしてください。 

女性 30歳代 古井 
住宅街をスピード出したり、並列、3 列に並んで走る中高生の自

転車等危険。 

女性 50歳代 蜂屋 違反者は多い。 

男性 70歳代 太田 事故が多い。 

女性 70歳代 古井 電話しながらの運転をみかける。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 
交通マナーが非常に悪く、猛スピード、強引な割り込み、転入し

てきてびっくり、こんな運転は美濃加茂だけです。 

女性 40歳代 古井 高校生のヘルメット、雨カッパ使用が進むと良いと思う。 

男性 50歳代 加茂野 自転車の運転、児童の登下校はとても怖い。 

男性 50歳代 古井 自転車の右側通行が目立つ。 

男性 60歳代 古井 東中学の生徒の自転車走行が左右両方向で非常に危険。 

女性 70歳代 蜂屋 不安に感じている。 

男性 60歳代 加茂野 30 ㎞道路の徹底。自転車のルールの悪さ。 

男性 30歳代 加茂野 青信号になってすぐに右折していく車がよくいる。 

男性 30歳代 蜂屋 駅北商店地区内の自動車通行規制を徹底すべき。 

女性 30歳代 加茂野 
学校で、通学路の危険な場所を意見しても、実現されない。事故

がおきそうで心配。 

男性 60歳代 蜂屋 老人、若者等ほとんど守らない。 

女性 10歳代 蜂屋 
ヤマザキマザック、その他工場の車が地元交通のさまたげになっ

ている。 

女性 80歳代以上 無回答 安全とは言えない。 

女性 60歳代 太田 抜け道、裏道を早く走っている。ゾーン 30 の無視。 

女性 70歳代 古井 老人が多くなり、交通マナーを守らない人があり大変です。 

女性 40歳代 太田 年寄りが赤信号でもゆっくり車で渡ったりとこわい。 

男性 70歳代 古井 学生等、自転車の 2人乗り、携帯（スマホ）等みながら通り。

女性 60歳代 古井 

私たちも含め赤信号で渡る人がいます。注意したい。道路は車中

心で作られていますが、私は運転免許を持っていません。そして

歩く、私としては車に親切な作り方で歩く人の目線で考えてほし

です。 

女性 70歳代 加茂野 自転車通学の道路の安全がない。 

男性 60歳代 加茂野 交通事故が多い。 

男性 60歳代 古井 住民に問題があるが・・・。 

女性 70歳代 下米田 
自分も年ですが、この道は我が道と言わんばかりに道路を歩く

人。 

男性 60歳代 加茂野 通話運転たまに見る。 

男性 70歳代 古井 
古井神社前及び西の踏切で一時停止の車は 2割、交通委員として

どう思いますか。 

男性 30歳代 古井 

特に自転車の交通ルールが守られていない。小、中、高に交通安

全教室など開いてほしい。年寄りの運転は本当にあぶない。市独

自で対策してほしい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 子どもたちの通学路が安全とは言えない。 

女性 40歳代 太田 

公園からの子どもの飛び出しが多い。道路でスケボーをしてい

る。自転車で飛び出しできないよう、柵などで自転車を降りて出

てくるようにしてほしい（西総合の公園）。 

男性 50歳代 下米田 高齢化を見据えた道路整備が必要。〈道路設計、都市計画〉。 

女性 20歳代 加茂野 
夜中の運転は少しスピードが出ているため危険を感じることも

ある。 

男性 30歳代 太田 自転車の交通マナーが 悪です。 

女性 50歳代 加茂野 
外国に方へ無灯火自転車、中学生の自転車のマナー、事故になる

のでは。と恐いです。 

女性 30歳代 古井 
通学路でスピードを出す人も多い。中学生（東中）ふみきりをな

なめに乗ったまま渡ろうと走ってくるのでとても危ない。 
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（22）健康づくりの推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳代以上 加茂野 民謡など 43 年以上つづけられていること。 

男性 60歳代 古井 取り組みたいと思っている。 

無回答 80歳代以上 古井 何とか、やっている。 

女性 70歳代 蜂屋 地域では取り組んでいる。 

男性 60歳代 古井 ウォーキング 1日 2回午前、夕方している。 

女性 80歳代以上 無回答 取り組んでいます。 

女性 70歳代 古井 一日一万歩を目標にして健康維持につとめています。 

女性 60歳代 古井 毎日 30 分以上歩いています。 

男性 50歳代 古井 スポーツジムに行っています。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 年を重ねて思うように動けていなくて負の連鎖をしている。 

男性 70歳代 下米田 市の中心地はよいだろうけど高齢者では出かけられない。 

女性 60歳代 加茂野 ウォーキングぐらい（会社の休み時）。 

女性 50歳代 太田 行政の取り組みを望む。 

男性 80歳代以上 古井 幅広く誰も彼も手の届く活動。 

男性 30歳代 加茂野 体力つくりの場が少ない。 

女性 60歳代 古井 重視していません。 

男性 40歳代 古井 時間がないがウォーキングくらい。 

女性 50歳代 古井 古井の町にもウォーキングロードを作ってほしい。 

女性 10歳代 蜂屋 
ククチニ（女性のみ）宙ぶら状態で、妹は 1回接提途中、説明ほ

しい。 

女性 70歳代 古井 自分ではやっておるつもりですが、なかなかです。 

男性 40歳代 下米田 個々の意識ですがイベントを増やしてください。 

男性 60歳代 蜂屋 自己負担（100％）による人間ドックの継続。 

女性 60歳代 蜂屋 努力し心がけたいと思います。 

女性 20歳代 下米田 
綺麗で設備の整った市民が無料で気軽に使えるジムがあれば良

いと思う。 

女性 40歳代 太田 
旧前平プールを温水プールに作り替え老若男女が健康増進に努

めていけるとよい。 

男性 70歳代 古井 40～50 分の散歩と福祉センターでの体力作り。 

女性 30歳代 古井 今は必要を感じない。 
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（23）医療体制の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 加茂野 はい。 

男性 60歳代 古井 専門医は決めている。 

女性 30歳代 古井 市内には、医療施設が充実していると思う（産科はないけど）。

男性 40歳代 古井 病院行く機会が少ないが、よくわからないが、不足はないと思う。

女性 70歳代 蜂屋 行政で行われている事は有りがたいと思っています。 

女性 80歳代以上 無回答 受けられる。 

女性 70歳代 古井 医院が多くなり、従来よりもサービスがよくなりました。 

男性 70歳代 古井 かかりつけ医院で診察は受けている。 

男性 50歳代 下米田 近隣には病院が増えている。 

女性 20歳代 加茂野 家の近くに様々な医療施設がある。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 加茂野 市内に救急病院があっても対応がなっていないから不安。 

女性 60歳代 古井 大きな病院があるが、待ち時間が長くて具合が悪くなることがある。

男性 50歳代 古井 木沢でよぶんにお金がかかる。 

男性 70歳代 下米田 高度な技術を持った医師が少ないようです。 

男性 30歳代 古井 木澤病院、太田病院などベッド数が不足しているように思う。

無回答 80歳代以上 古井 薬ばかりが多い。患者への説明なし。（言い分申し訳なし）。 

女性 60歳代 太田 

実際、経験しましたが、一番大きい病院の医療とスタッフの質の

悪さにあ然としています。大いに不満。不満を訴えても改善され

ていない。 

男性 80歳代以上 古井 木沢へゆく足がなく不便。 

男性 30歳代 加茂野 予防医療を主とした体制にするべき。 

女性 70歳代 古井 

商店街に活気がなくなったのは､商店主さんの皆さんの努力がな

いのではなく､今高齢者と云われている私たちの責任がありま

す｡安い､便利､品が豊富にとらわれ､買い物が大型店主流になり

ました｡体に不安を感じる年齢になり､身近にあった小売店が生

活に密着していたかが感じられるこの頃です｡時代に沿うことも

繁栄のひとつですが､20 年～30 年後のビジョンをしっかりと､と

らえていたならと残念でなりません。 

女性 70歳代 下米田 
自分で車に乗る時は良いが止めた時交通の便がないのが不満で

ある。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 古井 
美濃市等、人口が 3万人弱の所でも市民病院が有り、木沢病院の

市民病院かができないか。 

女性 60歳代 古井 病院は多くあります。 

男性 60歳代 蜂屋 医科歯科を含めてのかかりつけ医による定期健診。 

男性 50歳代 古井 クリニックはあります。 

女性 50歳代 下米田 市民病院がない。 

女性 80歳代以上 古井 
適正な医療機関がない。主となる病院が木沢ではレベルが低く、

受診したくない。 

女性 20歳代 下米田 美濃加茂市に良い先生が居る病院は少なすぎると感じる。 

男性 30歳代 古井 

土、日、祝、夜間で子どもをみてくれるところがあればうれしい。

夜中赤ちゃんをみてもらえる小児科の先生がいなかった。近隣の

市町村と協力して少しでも小児科の先生が時間外にみてくれる

体制があれば・・・。 

男性 30歳代 蜂屋 小児科の充実（ＮＩＣＶなど）を希望します。 

男性 40歳代 古井 ただ会社員には不便。土日、夕方以降を充実させてほしい。 

女性 30歳代 古井 
かかりつけは作っている。ただ、出産できるのが、木沢しかない

のは、いかがなものか。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 わかりません。 
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（24）障がい者福祉の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10歳代 蜂屋 牧野に学校ができ環境は良くなったのでは。 

女性 70歳代 古井 
障がい者福祉（支援学校）は良くなったと思います。若い人で、ひ

きこもりの人が多くなっていますね。 

 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 なっていないのでは。 

女性 30歳代 加茂野 
よい環境もあるが、関、可児の方は、障がい者は無料などあった

が、美濃加茂はなかった。 

女性 60歳代 加茂野 市内にグループホームがなく他市内を利用している。 

女性 50歳代 古井 共生といえない状況と思う。 

男性 80歳代以上 古井 福祉会館の利用状況がしりたい。 

男性 20歳代 蜂屋 障がい者の前に健常者の福祉も同時に考えてください。 

女性 70歳代 蜂屋 まだまだ昔の風習が残っている。 

男性 60歳代 古井 まだ誰もが参加できるまでではないと思います。 

男性 70歳代 古井 
加古市はもっと障がい者が福祉等利用し、パソコン教室他習い事

が多い様に思う。 

男性 40歳代 下米田 これから期待します。 

男性 60歳代 古井 歩道の整備が遅い。 

女性 20歳代 下米田 
どこへ行っても社会的に障がいのある方はイジメにあっている。

差別的すぎる。 

男性 70歳代 古井 障がい者として人間を見る事は望まない。 

女性 40歳代 蜂屋 障がいのある人が 1人で歩けるとは思えません。 

女性 30歳代 古井 わからない。身近に感じない。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

女性 50歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 むずかしい問題ですね。 

男性 70歳代 古井 身近にいないからわからない。 

男性 60歳代 古井 まったくわからない。 

無回答 80歳代以上 古井 不明。 

女性 60歳代 太田 そんな機会（もよおし）が今までにありませんでした。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

男性 40歳代 古井 よくわからない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

男性 50歳代 古井 障がい者をあまりみかけません。社会参加しているのかわかりません。

女性 60歳代 下米田 わからない。 

男性 60歳代 古井 不明。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。 

女性 40歳代 蜂屋 よくわかりません。 
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（25）介護・高齢者福祉の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

無回答 80歳代以上 古井 わかっているが、ありがたし（貧乏故、費用が心配のみ）。 

女性 70歳代 伊深 福祉会館拠点で他地域と思うと、充実しています。 

女性 30歳代 古井 デイサービスなど選択できる施設が充実していると思う。 

女性 50歳代 古井 
高齢者へは介護サービスが充実していると思います。（金があれ

ばですね）。 

女性 60歳代 古井 イセの市町村よりよいです。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 加茂野 ここだから安心という感がない。 

女性 60歳代 山之上 介護教育の強化。 

女性 60歳代 古井 高齢者が増えるばかりで心配です。 

男性 50歳代 古井 安く入れる老人ホームをたくさん作ってほしい。 

男性 70歳代 下米田 年金生活者が安価で入れる施設がない。 

男性 70歳代 下米田 公的なものもあるが、民間のサービスのほうが良いと思う。金次第。

女性 50歳代 古井 介護職の大変さが軽減されないと。 

男性 80歳代以上 古井 クリニックの料金が高いのでは。 

男性 20歳代 蜂屋 

別紙添付します。 

＜安心して暮らせるまちをつくる＞ 

【介護・高齢者福祉の推進】・・・・①不満 

意見・・・高齢者の不安は、健康→通院→介護→葬儀。 

中でも、自分自身の葬儀関しては、家族に負担をかけないよう「葬

式金」を自分なりに貯蓄して準備していると高齢者から聞いていま

す。現在の美濃加茂市は、民間の葬儀会社に委ね、高額な支払

いをしている方が大半です。提案です、高齢者の不安、家族の負

担を少なくするために「格安な公共の葬儀会館」を設立し、高齢者

の不安を取り除いてはいかがでしょうか、せっかくの年金を介護し

てくれる家。 

女性 50歳代 蜂屋 すべてお金がかかりすぎる。 

男性 30歳代 加茂野 交通網の不足。 

女性 70歳代 蜂屋 いつも心配している。 

女性 50歳代 蜂屋 車に乗れなくなった時タクシーしかなくなってしまう。 

男性 60歳代 加茂野 交通網の整備。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 蜂屋 保険料が高い割にはサービスが少ない。 

女性 10歳代 蜂屋 地域に格差が多い。駅南地区全くないのでは。 

男性 60歳代 古井 1 人暮らしの支援や介護について。 

女性 60歳代 太田 自分たちも高齢化している今、不安が大きい。 

女性 70歳代 古井 
介護、高齢者福祉大切ですがサービスが上がり、経費増大も気を

つける必要があります。 

女性 70歳代 古井 どんな時も高齢者は待遇なし。 

男性 70歳代 古井 ホーム等の増設。 

男性 40歳代 下米田 地域支援センターをもっとアピールしてください。 

男性 50歳代 古井 介護問題は日本全国と同じで安心できません。 

女性 80歳代以上 古井 自分から訴えないと意見を拾ってもらえないのが現実。 

男性 40歳代 加茂野 移動手段がみあたらない。 

女性 20歳代 下米田 不安でいっぱい。 

男性 30歳代 蜂屋 
自分たちが高齢になった時に、介護保険制度はどうなっているの

でしょうか（保険料とか・・・）心配です。 

男性 70歳代 古井 人間として心が休まるのは大衆言葉を掛けることではないか。

女性 60歳代 古井 
母の世話をした際に感じた事ですが、とても良いヘルパーさんに

お会いしました。 

男性 30歳代 蜂屋 公共交通機関の更なる充実を望みます。 

女性 50歳代 下米田 
すぐに預ける施設がない。待機者が多すぎる。介護離職になって

しまうので何とかしてほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 加茂野 あんまりわからないです。 

女性 50歳代 古井 よくわからない。 

女性 60歳代 加茂野 現在利用していないのでわからない。 

女性 80歳代以上 加茂野 勉強していない。 

男性 60歳代 古井 体制そのものがわからない。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

男性 40歳代 古井 よくわからない。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。 

男性 60歳代 古井 不明。 

女性 30歳代 古井 利用したことがないので、わからない。 
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（26）市民福祉の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 伊深 多分整っていると。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 伊深 高齢弱者にきびしい現実。 

男性 50歳代 伊深 本当に支援が必要なのか、自己申告のみで対応していませんか。

男性 60歳代 伊深 支援工場みたいなのがあったらよいのに。 

女性 70歳代 伊深 
福祉に甘んじている人が多すぎると思います。自分自身に自覚を

もって支援を受けたいと思います。 

女性 70歳代 伊深 身近にいないからわからない。 

女性 60歳代 伊深 周りにいないので設問の回答にとまどう。 

男性 80歳代以上 伊深 低年齢で生活できない人の保護。 

女性 60歳代 伊深 
不必要な方にまで支援されている気がする。調査がゆるい気がしま

す。 

男性 60歳代 伊深 
五体満足で経済的に困窮していると言う者が仮にいるとすれば

助ける必要なしと考える。 

女性 60歳代 伊深 花や記念品を配るより、他に考えてほしい。 

女性 20歳代 伊深 
大学生ボランティアなどが、夏休みに学習指導などを積極的にで

きる環境があると良いと思う。 

男性 10歳代 伊深 生活保護がなかなか受けられない。 

女性 50歳代 伊深 具体的に市報にでものせて頂けるとありがたいです。 

女性 50歳代 伊深 生活困窮者がタバコを吸ったりパチンコをしている人も多い。

男性 50歳代 伊深 年金が少なく整っていない。 

男性 70歳代 下米田 工場誘致も社員は他県、地元はパートのみ。そんな感じがあるのでは。

女性 60歳代 下米田 
低所得の人に対して市はもっとトライして、そうだんにのってほ

しいです。プライバシーがありむつかしいですが。 

男性 70歳代 下米田 
経済的に困っている母子家庭等からもっと進学できる様無料塾

の開校を。一部の市では育っている。 

女性 20歳代 下米田 どのような制度があるのかまたどのように伝えているのか。 

女性 50歳代 下米田 
自分から言いづらい人や、どのような支援があるか知らない人は

たくさんいると思う。 

女性 50歳代 下米田 経済的に困る人に支援も必要ではないか、精一杯働くことも必要。

男性 50歳代 下米田 働ける環境が必要。 

男性 30歳代 下米田 
働いているのに、豊かにならない。老後の不安、生涯現役なんて

民間ではありえない話。だから助けてほしい。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20歳代 下米田 よくわからない。 

男性 50歳代 下米田 わかりません。 

男性 50歳代 下米田 わからない。私はその立場ではない。 

女性 40歳代 下米田 よくわかりません。 

女性 80歳代以上 下米田 不明。自分の周囲を知っていないのが申し訳ない。 

女性 60歳代 下米田 わかりません。 

男性 50歳代 下米田 
組織としてのそのような働きがあることを知りませんので答え

られません。 

女性 70歳代 下米田 わからない。 

男性 80歳代以上 下米田 わからない。 

女性 60歳代 下米田 わからない。 

女性 60歳代 下米田 わかりません。 

男性 40歳代 下米田 よくわからない。 

女性 40歳代 下米田 実情を知らない。 

女性 40歳代 下米田 よくわからない。 

女性 50歳代 下米田 わかりません。 

男性 50歳代 下米田 支援が見えないのでわからない。 

男性 60歳代 下米田 よくわかりません。 

女性 60歳代 下米田 わからない。 

男性 80歳代以上 下米田 実際がわかりません。 

女性 80歳代以上 下米田 わからない。 

女性 80歳代以上 無回答 利用したことがないので、わからない。 
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（27）地域福祉の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 加茂野 はい。 

男性 70歳代 古井 民生委員ががんばっています。 

女性 70歳代 伊深 いきいきサロン楽しい。 

男性 50歳代 加茂野 市、地区での清掃活動その他で人を知ることができる。 

男性 40歳代 古井 現状で満足。 

女性 80歳代以上 無回答 近所では良い。 

女性 40歳代 太田 自分自身はできていると思う。 

女性 70歳代 下米田 近所の人たちにいつも見守っていて下さる人たちがいられるから。

男性 70歳代 古井 隣近所との付き合いに感謝している。 

女性 30歳代 古井 頼れる近所の方がいる。もっと広い範囲だともっと助かる。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 自治会を通じて。 

女性 40歳代 加茂野 高齢化により安心感なし。 

女性 50歳代 古井 
自治会に入会しない人が増え、どんな人が住んでいるかわからな

くて不安。 

男性 70歳代 太田 まず近所から。 

男性 70歳代 下米田 福祉関係が遅れている。 

女性 60歳代 加茂野 今の所に転居して 10 年がすぎこれからです。 

男性 60歳代 古井 自治会活動の離脱意識がある。有意義度が不足している。 

女性 50歳代 古井 自治会の交流希薄です。 

無回答 80歳代以上 古井 町内関係に任せているが老人家庭はさびしい。 

女性 50歳代 太田 交流が育成していない。 

女性 60歳代 太田 
個人の知り合いレベルではありますが、全くの他人では未だ経験

していません。 

男性 80歳代以上 古井 サロンのようすがよくわからない。 

女性 50歳代 蜂屋 交流は少ない。 

女性 50歳代 古井 
昔から住んでいる人だけ固まり、新しい住民たちを受け入れがあ

まりないように思う。 

女性 70歳代 蜂屋 ボランティアが少ない。 

男性 60歳代 蜂屋 老人が多くない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10歳代 蜂屋 時代の流れで、かたづけてはいけない部分は行政指導必。 

女性 70歳代 古井 
昔のように地域の交流、助け合い支え合う事は、仕事に出かける

人が多く、大きくうすれてきました。 

女性 70歳代 古井 今は支え合うことがあまりない。 

女性 60歳代 古井 
個人情報が第一番になっているので、他の人の中に入るのはむず

かしいです。 

女性 70歳代 加茂野 交流場所が遠い。 

女性 60歳代 古井 今後一番たいせつなこと。 

男性 60歳代 古井 できてない。 

男性 30歳代 蜂屋 マンションに住んでいますが、交流は皆無です。 

女性 50歳代 下米田 みんなそれぞれが必死で大変。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 60歳代 古井 参加していないのでわからない。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

男性 50歳代 古井 ほとんど何も関係がないですね。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。 
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（28）母子保健の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 医療費無料はすごい。 

女性 70歳代 古井 今のままで OK です。 

女性 70歳代 古井 
今の子どもたちは私たちの頃より大変いろいろなことに体制が

よいです。 

女性 60歳代 古井 市の保健センターや福祉の方ががんばっていると思います。 

女性 30歳代 古井 子どもは保育園も小学校も元気に通っている。 

 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 古井 病気時、病後保育を充実させてほしい。 

女性 70歳代 古井 
少子化で近所に子どもがあまり居ません。登下校の時しか子ども

の声を聞きません。 

女性 40歳代 加茂野 加茂野は遊べるところがない。（公園）店もない。不便。 

女性 60歳代 下米田 子どもたちを守る事を一層すすめてほしい。 

女性 30歳代 蜂屋 今年出産予定ですので整っていればと思います。 

男性 70歳代 古井 将来に向けて高齢者の福祉充実よりもこちらを優先すべき。 

女性 80歳代以上 山之上 

消毒による（5、6、7、8、9 月）の空気の汚れが子どもの健康に

よくない。通学時は、避ける。声かけなどの具体的な対策がほし

い。 

女性 30歳代 古井 乳児の健診はもう少しあっても良いと思った 

男性 60歳代 蜂屋 病院が少ない 

男性 50歳代 古井 学校、少年団以外ありますか。 

男性 30歳代 古井 ただやるだけではダメ 

女性 40歳代 下米田 小児専門院が少ない 

男性 30歳代 蜂屋 予防ということに重点を置いた上での検診の充実を希望します
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 70歳代 古井 子どもなしでわからない。 

女性 50歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 60歳代 加茂野 子育てを終わって来たのでわかりません。 

男性 50歳代 太田 子どもが大きくなり、 近の事はよくわかりません。 

男性 70歳代 古井 わからない。 

女性 80歳代以上 加茂野 よくわかっていない。 

無回答 80歳代以上 古井 不明。 

女性 60歳代 太田 
子ども（小さい）がいないので、体制が整備されているか知り得

ません。 

男性 80歳代以上 古井 子どもがいないので、よくわからない。 

女性 70歳代 古井 わかりません。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

男性 40歳代 古井 子どもがいないのでわからない。 

女性 60歳代 加茂野 わからない。 
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（29）子育て支援の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80歳代以上 古井 交通安全は良好。 

女性 30歳代 古井 他の市町村、他の県より子育て支援が充実していると思う。 

男性 30歳代 蜂屋 ファミリーサポート制度に助けられている。 

女性 30歳代 古井 以前TVで岐阜県が出産に関しての金銭的支援が1位だと見たので。

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 産院が少ない。 

女性 60歳代 伊深 教育水準が低すぎではないか。 

女性 20歳代 下米田 

平成 27 年度に出産した際、ぎふっ子応援券をいただいて、助か

りました。周りのママさんたちが毎年やってほしいと言っていま

した。私もそう思います。 

男性 60歳代 古井 まずまず。 

女性 50 歳代 古井 
保育園の状況は難しいのでは。子どもを預けられない場合どうす

るか。 

無回答 80歳代以上 古井 一時産婦人科病院が少ないと聞いていたが。 

男性 70歳代 古井 将来に向けて高齢者への福祉充実よりもこちらを優先すべき。

女性 50歳代 蜂屋 
子どもの遊び場が少ない事が多いので外出しにくい。危険であ

る。 

女性 50歳代 古井 
孫がいますが、市内の産婦人科が少なく、他の市で出産している。

なので、里帰り出産が大変です。 

男性 70歳代 下米田 学童教育の充実。 

女性 70歳代 蜂屋 美濃加茂市に産婦人科が少ない。 

女性 80歳代以上 山之上 公園が少ない。 

女性 30歳代 古井 支援センターを広くしてほしい。 

男性 30歳代 加茂野 保育園が少ない。また、入る条件が厳しい。 

女性 30歳代 太田 子どもがいないのでわからない。 

男性 30歳代 山之上 3 人目の保育料は無料にしてほしい（富加は無料）。 

女性 60歳代 太田 産婦人科が少ない（子どもを産む病院がない）。 

男性 60歳代 蜂屋 サービスがない。 

女性 10歳代 蜂屋 出産できるクリニックは木沢病院と他はわからない。 

男性 60歳代 古井 働く女性が多くなり、いろんな多くの施設がいると思えます。

女性 70歳代 古井 
貧しい家庭が格差により増大しています。まず親の所得拡大が必

要です。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 下米田 これから先にそうなってほしいと考える。 

女性 20歳代 下米田 他のまちと比べたら全然ダメだと思う。補助も病院も。 

男性 70歳代 古井 どこまで支援すべきか、自分達に限度がわからない。 

男性 30歳代 古井 

子育て支援サービスはただやるだけではいけない。ファミリー・

サポート・センター無料券を 3カ月検診でもらえるがみんな使っ

ていますか。あまり使ってないと思います。どうして使ってない

のか考えてください。ただ配るだけはやめてください。 

女性 40歳代 下米田 産婦人科が少なすぎる。 

女性 40歳代 蜂屋 
子どもを産む場所がない。お母さんが相談できる所が少ないと思

います。 

男性 40歳代 古井 未満児を預けられる場所が少ない。 

女性 50歳代 下米田 預けて安心して働きたいが、預けることができない。 

女性 30歳代 蜂屋 もう少し支援（お金）してほしい。市民税、国保が高すぎる。

女性 30歳代 古井 

一歳未満の子が預けられるところが少ない。保育料が高いため

に、社会復帰が遅くなる。可児の「すみれ学園」くらいの一時保

育の料金があってほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 古井 若いお母さんの声を聞かないから解りません。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 70歳代 古井 子どもなしでわからない。 

女性 50歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

男性 50歳代 太田 子どもが大きくなり、 近の事はよくわかりません。 

女性 80歳代以上 加茂野 実情がよくわかっていない。 

女性 60歳代 太田 接点がないので判断しかねます。わかりません。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

男性 40歳代 古井 子どもがいないのでわからない。 

女性 60歳代 古井 すみませんわかりません。 

男性 50歳代 古井 よくわかりません。 

女性 60歳代 古井 小さい子どもがいないのでわかりません。 

男性 60歳代 加茂野 わからない。たぶん。 

女性 30歳代 太田 知らない。 

男性 70歳代 下米田 不詳。 

女性 60歳代 加茂野 わからない。 
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（30）学校教育の充実 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 選ぶことができるのはすごい（幼児）。小中はわからない。 

無回答 80歳代以上 古井 街で子どもを見ない時あり。学校教育を信じている。 

女性 30歳代 古井 充実しすぎて逆に負担なくらい。学校の先生、大変そう。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 伊深 教育に携わっている人の心構えが大切だと思う。 

女性 30歳代 古井 保育（先）が少ない。 

女性 60歳代 下米田 
まず挨拶ができる子どもたちが少なくなっていると思う。それが

第一歩。 

男性 70歳代 下米田 
幼い少年少女、学生がいじめのない、楽しい生活ができるよう、

さらに努めてほしい。 

女性 50歳代 古井 人を育てる。人材育成が大切と思う。 

男性 40歳代 加茂野 いじめ等の対策、対応の方は大丈夫か不安がある。 

男性 80歳代以上 古井 冷暖房はよくなっているか。 

女性 50歳代 蜂屋 小中学生の教育について、もっと充実するように考えていってほしい。

女性 40歳代 古井 学校の先生が忙しすぎるのでは。と思うことがある。 

男性 50歳代 加茂野 登下校の行動教育は難しいですね。 

女性 70歳代 蜂屋 ちらほらと「いじめ」の問題を聞くがどうでしょうか。 

女性 10歳代 蜂屋 西中と、東中で修学旅行の行く先が違うのは考えられない。 

女性 70歳代 古井 コンピューターの導入、図書充実など周辺を充実願います。 

男性 70歳代 古井 
母子家庭など弱者の子どもが進学できる様な塾ができないか（先

生、他ボランティア活動で）。 

男性 40歳代 下米田 小規模特殊校をこれからどうするのか。 

男性 60歳代 古井 古井小管轄は以前ひどかった。 

女性 20歳代 下米田 
低所得の家庭の子どもでも通わせてあげられる塾システムがあ

っても良いと思う。低所得に低知能から抜けられない。 

女性 40歳代 太田 1 クラス 30 人学級の実現。教員数を増やしてほしい。 

男性 70歳代 古井 先ず挨拶ができる事が大切、親がその見本を見せるべき。 

男性 30歳代 古井 
幼児の教育とはどういうことですか。幼児に教育が必要ですか。

義務教育でもないのに。 

女性 40歳代 下米田 幼稚園が少ない。 

女性 40歳代 蜂屋 
先生方の仕事をサポートする人を増やして、先生が子どもたちに

勉強を教える環境をととのえてください。 

女性 40歳代 太田 
校長により格差あり。学校支援員も教員免許取得者を採用してほ

しい。（直接子どもと関わるので）。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 70歳代 古井 子どもなしでわからない。 

女性 50歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 60歳代 加茂野 はっきりわかりません。 

男性 50歳代 太田 子どもが大きくなり、 近の事はよくわかりません。 

女性 80歳代以上 加茂野 実情がよくわかっていない。 

女性 40歳代 太田 
子どもが太田市第二保育園ですが、とても満足しています。学

校のことはわからないので。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

男性 40歳代 古井 子どもがいないのでわからない。 

女性 30歳代 太田 子どもがいないのでわからない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60歳代 太田 子どもがいませんのでわかりません。 

男性 60歳代 蜂屋 わからない。 

女性 60歳代 古井 すみませんわかりません。 

男性 50歳代 古井 よくわかりません。 

女性 60歳代 古井 小さい子どもがいないのでわかりません。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

女性 70歳代 下米田 孫たちは皆東京方面いるため教育内容があまりわからない。 

男性 60歳代 加茂野 判断の基準がわからない。 

女性 60歳代 蜂屋 子どもがいないのでよくわかりません。 

女性 30歳代 太田 知らない。 

男性 70歳代 下米田 不詳。 

男性 30歳代 太田 待機児童数がわかりません。 

女性 60歳代 加茂野 わからない。 
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（31）青少年の健全育成 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 古井 サポーターの方ががんばっている。 

女性 60歳代 加茂野 それなりにあいさつをしています。声かけ（中学生、小学生）。

男性 70歳代 下米田 声かけ運動が進んでいるが、あと一歩。 

男性 80歳代以上 古井 指導見守り等の活動は良向。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 近所で目配りができるとよい。 

女性 60歳代 下米田 参加する、青少年の中にはいる事のむつかしさを感じます。 

男性 40歳代 下米田 自分のことで精一杯な感じがする。 

無回答 80歳代以上 古井 
大きくなると、注意の声も少なくなる。注意する人もご苦労様

で貴重、ありがたし。 

女性 10歳代 蜂屋 
小学校の下校時は良いと思う。DV 等、事件に表れる前に対応に

努めてほしい。 

女性 70歳代 古井 
外国人すべてではないが文化の違いもありますが、青少年に与

えることが、（悪いこと）多くみられます。 

女性 40歳代 太田 年寄りが多いのに感じられない。 

女性 50歳代 蜂屋 
子どもの名前も顔も知らないため引きこもりの方たちへの支援

が必要。 

女性 20歳代 下米田 
大人側からもう少しあいさつをする等のやさしい声かけをして

あげた方が良いと思う。 

男性 70歳代 古井 先生よりも先ず親が見本を見せるべし。 

女性 40歳代 蜂屋 
親が自分の子どもをしかる事ができる人間になっていないと思

います。親が成長しなくては。 

女性 30歳代 古井 他の地域と一緒だと思う。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 70歳代 古井 子どもなしでわからない。 

女性 50歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 60歳代 加茂野 はっきりわかりません。 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 70歳代 古井 子どもなしでわからない。 

女性 50歳代 古井 よくわからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

男性 50歳代 太田 子どもが大きくなり、 近の事はよくわかりません。 

女性 80歳代以上 加茂野 実情がよくわかっていない。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 わからない。 

女性 60歳代 太田 わかりません。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

男性 40歳代 古井 関心ない。 

女性 70歳代 蜂屋 良くわからない。 

男性 60歳代 太田 関心はあっても、何をしてよいのかわからない。 

女性 30歳代 太田 子どもがいないのでわからない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60歳代 太田 子どもがいませんのでわかりません。 

女性 60歳代 古井 すみませんわかりません。 

男性 50歳代 古井 何か育成やっていますか。 

女性 60歳代 古井 小さい子どもがいないのでわかりません。 

男性 60歳代 加茂野 青年についてはわからない。 

女性 30歳代 太田 知らない。 

男性 70歳代 下米田 不詳。 

女性 60歳代 加茂野 わからない。 
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（32）多文化共生の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 古井 市内在住の外国人が多いのはよいと思う。 

女性 70歳代 蜂屋 地域によって深まっている所もある。 

女性 60歳代 古井 外国の方々とお話しすることは楽しいです。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10歳代 古井 昔ほどそのような活動がなされていない。 

女性 60歳代 古井 言葉が通じないとなかなか・・・。 

女性 40歳代 加茂野 ブラジル人の横着さが不快。（車の爆音、無言）。 

男性 50歳代 古井 日本人として自分の生活が第一、多文化共生は今は問題外。 

男性 50歳代 古井 ＪＡ古井～美濃太田、本数が少ない。 

女性 60歳代 加茂野 年齢的に外国人の理解がムリ。 

女性 70歳代 蜂屋 交流がない。多様であるため理解が部分的。 

女性 60歳代 蜂屋 
外国人を見ても普通に感じるようになった。どこの国の人かな、

と思うぐらい。 

女性 70歳代 伊深 まだ偏見の気持ちがあるよう。 

女性 60歳代 太田 河川の堤防道路、フン、ゴミ多い。道路が汚れています。 

男性 50歳代 古井 外国人の人口が多い。 

男性 70歳代 古井 日本人のさらなるアップ。 

男性 80歳代以上 古井 活動している方の自己満足で終わっているの。 

女性 50歳代 蜂屋 
外国人の犯罪などがふえつつあるので、きけんだからどうにかし

てほしい。 

女性 20歳代 古井 
よく外国人対日本人のケンカがあり、外国の文化についていけな

い。例：フィリピンでは PM10:00～活動開始等。 

無回答 60歳代 下米田 桜の森へ外人が夜まで騒ぐ。 

女性 30歳代 古井 
他の地域に比べて外国籍の人が多いので、いて当たり前になるの

で、より理解などがふかまれば良いと思う。 

女性 10歳代 蜂屋 地区で片寄りがあり、互いの思いは伝わって無いのでは。 

男性 60歳代 古井 理解が深まるまではいってないと思える。 

女性 80歳代以上 無回答 理解は深まってない。 

女性 70歳代 古井 とても理解は深まりません。 

女性 70歳代 下米田 多文化共生の自治会では大変な事があると思う。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 

せっかく中仙道会館があるのにうまく使われてないです。たとえ

ば多くの店が月一回もっといろいろな物産を持って地域の為に

集まって市民の多くの人に提供しては口コミで広がります。 

男性 40歳代 下米田 他の地域より外国人が多いので交流できるイベントを。 

男性 50歳代 古井 
文化の理解はできてないです。外国人市民が日本の文化を知らな

いと。 

男性 60歳代 古井 以前ほどではない。 

女性 20歳代 下米田 
外国人に対して悪いイメージばかりな人が多いと思うから、もっ

と他国の良い所をアピールできる機会があれば良いと思う。 

男性 70歳代 古井 外国籍の皆さんに日本文化、良し悪しの教育も必要ではないか。

男性 40歳代 古井 
外国人は彼らのコミュニティを作り、交流する体制になってな

い。 

女性 30歳代 古井 
もっとできる気がする。特に子どもの教育。予算かけてやれば、

自然とグローバルな子に育つのでは。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

男性 70歳代 古井 わからない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 外国人と接することがない。 

無回答 80歳代以上 古井 不明なり。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

女性 50歳代 山之上 身近じゃないのでわからない。 

女性 50歳代 蜂屋 わからない。 

男性 60歳代 古井 気にならない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60歳代 太田 わかりません。 

女性 70歳代 古井 わからない。 

女性 60歳代 古井 わからない。 
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（33）文化・芸術の振興 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10歳代 古井 感じない。 

男性 70歳代 下米田 文化会館をもっと充実すべし（民間企業にしたら）。 

女性 70歳代 蜂屋 文化会館、文化の森の催物から。 

男性 40歳代 下米田 地域の伝統行事がすたれつつあると感じる。 

男性 80歳代以上 古井 文化歴史等をこまかく調査。 

女性 70歳代 古井 高齢者ががんばっています。若い人も参加してほしい。 

女性 10歳代 蜂屋 文化、歴史何がある。蜂屋柿しか思いつかない。 

女性 60歳代 太田 太田宿の景観は他と比べ見劣りしている。 

女性 70歳代 下米田 
今自分の住んでいる土地が500年前位はどうだったか知る必要が

あると思う。 

女性 60歳代 古井 文化会館が使われてないのが残念です。 

男性 40歳代 下米田 中山道の復活。 

男性 60歳代 古井 堂洞城、整備されていますか。 

女性 70歳代 古井 若い人たちの文化芸術の伝統離れ。 

男性 70歳代 古井 古き良き文化は子どもに伝え残すことは必要ではないか。 

男性 50歳代 太田 中山道をもっと活気戻したい。 

女性 30歳代 古井 他の地域と一緒。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 私は、参加していないのでわからない。 

無回答 80歳代以上 古井 不明なり。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

男性 40歳代 古井 印象がうすい。 

女性 70歳代 蜂屋 よくわからない。 

男性 50歳代 古井 わかりません。 

女性 60歳代 古井 わからない。 

 



    

- 71 - 

 

（34）公共交通の充実 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 古井 

あいあいバスを高校生や中学生の通学に利用できると良いと思

う。市内の高校はどこも、駅から少し距離がある。雨の日などに

も便利で安全。 

女性 80歳代以上 無回答 使いやすい。 

女性 70歳代 加茂野 病院、スーパー、市役所と必要な場所に速く行ける。 

男性 70歳代 古井 全体的に見ればよいと思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 今は自家用車で動いているが、車が乗れなくなった場合、不安。

女性 40歳代 加茂野 
「あいあいバス」をもっと有効的に利用できると、すごくよいと

思います。 

女性 50歳代 古井 車を運転しない高齢者にはとても不便。 

女性 40歳代 加茂野 市内バスが少ない。狭いで困る。バスで市内に行く気になれない。

女性 50歳代 加茂野 愛あいバスの本数が少なすぎだと思います。 

男性 70歳代 太田 
今のところ、車あるので不便は感じない。愛あいバスしかない人

は不便だと思う。 

男性 50歳代 古井 高山線の美濃太田から高山方面激減（本数）不便。 

男性 70歳代 下米田 高齢者に対しての支援タクシーみたいのがあれば幸い。 

男性 50歳代 下米田 他の地区は不便。 

女性 40歳代 加茂野 車がないと生活できない。老後、運転できなくなったら不安。

女性 40歳代 下米田 バスが少ない。 

女性 70歳代 蜂屋 
愛あいバスは福祉会館の利用にはよいかもしれないが、生活の足

にはなっていない。 

男性 30歳代 古井 
入院介護の人など通院の手段がふれあいバスしかなく、不便であ

る。 

男性 60歳代 伊深 北部に於いてはとくにバス路線が不十分。 

女性 40歳代 古井 
バスの本数が少ない。美濃太田駅行きのバスを増やしてほしいで

す。 

男性 30歳代 下米田 駅が少ないのは仕方ないが、バスを充実させてほしい。 

男性 50歳代 古井 バスがない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 加茂野 
岐阜に行くのにわざわざ太田駅まで出て各務原経由で岐阜に行

かなくてはならない。 

女性 40歳代 古井 駅まで遠いし、駐車場が無い、または高い。 

女性 50歳代 太田 不便に思う。 

男性 80歳代以上 古井 赤バスをもっと利用しやすい便利に。 

女性 80歳代以上 山之上 あいあいバスがもう少し回数があるとよいと思います。 

女性 40歳代 太田 バスが不十分で不便。車がないと生活しにくい。 

男性 70歳代 太田 
1 日 2 本位でもバスがあれば車に乗らなくてすむ様に。（運転、

免許やめる）。 

女性 70歳代 古井 いつも、からで走っている。 

男性 40歳代 古井 あんまり使わないが、バスの便はよいと思わない。 

女性 50歳代 古井 車がないと生活できない美濃加茂市・・・。 

女性 70歳代 蜂屋 使いにくい高齢化が進んでいる中、交通機関が大切です。 

女性 50歳代 古井 
車のない高齢者に対してのバスの利用がもっと充実していても

よいのでは。 

男性 30歳代 加茂野 
コミュニティバスが曜日でコースがあり、全く使えない。（ムダ）

市全体で使いやすくしてほしい。 

男性 30歳代 蜂屋 バスのルートは改正が必要。 

女性 50歳代 古井 車を運転しない人はタクシーになってしまう。 

女性 60歳代 加茂野 バス（市内巡回）の数と、停車場をもっと多くしてほしい。 

女性 60歳代 太田 
美濃加茂市はよいと思います。関、可児は車で走りにくいです（道

路事情が悪い）。 

男性 60歳代 蜂屋 公共交通がない。 

女性 10歳代 蜂屋 
巡回バス、手軽に利用できるとよい。高齢者、バス停まで行くの

も大変、手をあげたら乗れたらよい。 

女性 50歳代 加茂野 
太田駅から自宅までタクシーを使用しなければならないので何

とかしてほしい。 

女性 60歳代 太田 コミュニティバスが少ない。 

女性 70歳代 古井 
赤バスはいつまでやられますか、だれも乗っていないことが多

い。みなおしが必要です。 

女性 70歳代 下米田 
高齢者ばかりになるのでせめて市内は何回も運行してほしい、小

さいバスでよいから。 

女性 30歳代 蜂屋 電車までが遠く名古屋に行くのも不便。 

男性 40歳代 下米田 高齢者の意見を取り入れて。全く機能していない。 

男性 60歳代 古井 使いたい気持ちになりません。 

男性 50歳代 蜂屋 
本数が少なく、時間がかかりすぎ、バス停の少ない急行路線があ

っても良いのでは。 

男性 30歳代 蜂屋 
あまり利用した事がありませんが、便利とは言えないと思いま

す。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 下米田 バスがない。 

男性 30歳代 古井 使いにくい。 

女性 40歳代 蜂屋 
バスの大きさを小さくしてもよいのでは・・・。利用する人が少

ないと思います。 

男性 50歳代 下米田 コミュニティバスの再強化を希望します。 

女性 20歳代 加茂野 バスがあまり整備されていないように感じる。少し不便である。

男性 40歳代 古井 市内もあるが、名古屋までを近くしてほしい。 

女性 50歳代 加茂野 駅まで遠い。 

男性 20歳代 太田 電車の本数が少ない。 

女性 30歳代 古井 
利用したことがない。特にバス。駅まで無料で本数きめて走れば

よいのに。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 古井 使い方がわからない。 

男性 70歳代 下米田 余り利用せず。普通かなあ。 

男性 60歳代 古井 よくわからない。ＪＲあるのはよい。 

無回答 80歳代以上 古井 全く使っておらず、申し訳なし。 

女性 60歳代 古井 公共機関は利用したことがなく、わかりません。 

男性 60歳代 太田 高齢者はあいあいバスの乗り方すら知らない。 

男性 60歳代 古井 あいあいバスを利用していない。 

男性 60歳代 蜂屋 使っていない。 

女性 30歳代 下米田 使用したことがない。 

女性 40歳代 太田 バスの利用、意味不明。 

女性 60歳代 加茂野 使った事がない。 

男性 50歳代 古井 ＪＲ以外よくわかりません。バスは走っていますか。 

男性 60歳代 加茂野 使ってない。 

女性 60歳代 蜂屋 今はマイカーがほとんどです。 

女性 60歳代 古井 わからない。 
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（35）住宅地の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 古井 まあまあですかね。 

男性 60歳代 加茂野 たぶん。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 加茂野 
小規模開発が進み、住宅が増えますが、公園、広場がないのがさ

みしい。 

女性 60歳代 古井 
ＫＳ電気さんの北側の田にいつもゴミが捨てられる（風でとばさ

れる）。 

男性 70歳代 太田 
個人だけど、ゴミ屋敷になっているのでこまっている。車のタイ

ヤが山ずみ。 

男性 70歳代 下米田 市街地ではまあまあだが市外地の排水、道路がない。 

女性 70歳代 蜂屋 
集合住宅が林立しているわけではないので。しかし、場所を決め

て高さ制限や外観の色規制も必要と思う。 

男性 30歳代 古井 用水路の定期的な整備が遅れている。 

女性 40歳代 古井 
室内にゴミを燃やす臭いや隣人のタバコの臭いが入ってきて困

っています。 

男性 30歳代 下米田 排水口を自分でそうじするしくみはありえない。 

男性 60歳代 古井 住宅地の道の整備が悪い。 

男性 40歳代 加茂野 
雨水を排水する排水路がなく、家の前の道が雨水で水浸しになる

事がある。 

女性 50歳代 太田 快適と思う場がない。 

男性 80歳代以上 古井 各地域の問題点困難点を明確化。 

男性 20歳代 蜂屋 道路整備はまずまず、しかし歩道を自転車で通る際、デコボコ。

女性 70歳代 蜂屋 交通事故が多い。 

女性 60歳代 下米田 まだまだ。 

女性 30歳代 古井 今住んでいる土地には特に不満はないので。 

女性 60歳代 太田 
空き地が増え、駐車場ばかりになっていますので何とかしてほし

いです。 

女性 10歳代 蜂屋 
父は通勤時、他県ナンバーの車が次から次に来るのでイライラ、

母はマザックの前で人身事故。会社の指導不足。 

男性 60歳代 古井 快適な整備とまでは。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 古井 もっと、都市計画を整備すべきです。 

女性 70歳代 下米田 

新しい家ができ、若い人が増えてうれしいことですが、道ももう

少しデコボコを直してほしい。住宅の中にある溝が、ふたが重く

て自分達だけではできない。もう 20 年もやっていないみたい、

早急にやってほしい。ドロがつまっている。 

男性 70歳代 古井 道路、側溝（つまり悪臭）。 

女性 30歳代 蜂屋 もっと中部台に施設がほしい（郵便局やスーパーなど）。 

男性 70歳代 下米田 既設の住宅に対して道路の整備をしてほしい。 

女性 80歳代以上 古井 
公園をもっと充実させて。古井のタコ公園なんて古い遊具だら

け。危険。 

男性 30歳代 古井 公園がない。美濃加茂市は本当にひどいと思います。 

女性 60歳代 伊深 北部地域に光回線がありません。 

女性 70歳代 太田 空き地の草刈りなどが行われていない。 

男性 50歳代 太田 整備が悪い。 

女性 30歳代 古井 わからない。どこも一緒。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 蜂屋 
蜂屋の中でも一部の地域だから、どんな問題があるかわからな

い。 

女性 60歳代 古井 わからない。 
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（36）良好な景観の形成 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 古井 国道近辺は美しい。 

無回答 80歳代以上 古井 よい方だと思っている。 

女性 70歳代 蜂屋 素晴らしい所もあるが全体としては、まだまだ。 

女性 10歳代 蜂屋 中山道良くなったと感じる。 

男性 40歳代 下米田 まちはきれいだと思います。 

男性 70歳代 古井 四季を通じてよいと思う。特に雪が少ない地区である。 

男性 50歳代 太田 太田橋、木曽川は 高。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 一部で残念な所がある。 

女性 30歳代 古井 あじさいを増やしてください。 

女性 60歳代 古井 きれいじゃない所もある。 

女性 40歳代 加茂野 

道路のジャリ、草、サビた廃材が 248 号沿いに目立ち、汚い。市

役所前の道路だけがきれいに整備、清掃されており、あからさま

に、それ以外の市内（特にバイパス下の汚さ）と 248 沿いが汚く、

差がありすぎる。そういう市だと思われても仕方ない。とにかく

道路の汚れ、古さ、手入れのなさが、不満。車で訪れる市外の人

が、1番に目にする道なのに、あまりに汚いし、手入れがされて

いない。不潔感を感じる。 

男性 70歳代 下米田 
空家の処方が必要。ケバイ色の建物、カンバンなどの撤去をする

べし。 

女性 70歳代 蜂屋 

集合住宅が林立しているわけではないので。しかし、場所を決め

て高さ制限や外観の色規制も必要と思う。かえて、集合住宅や店

舗にも植栽を。 

男性 60歳代 山之上 カンバンがひどい。規制が有効。 

男性 70歳代 下米田 山紫水明なれどゴミ捨て多い。 

女性 50歳代 太田 
のらネコが多く家の庭に排泄物、玄関には毎日のようにマーキン

グの跡、ご近所との関係に困っています。 

女性 60歳代 蜂屋 今は緑が多いから良いです。 

男性 60歳代 古井 美しいと思われる所ありますか。 

男性 80歳代以上 古井 どの地域にどのような問題があるのか全市的に知りたい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 加茂野 美しいと感じたことがない。 

女性 50歳代 古井 中部台くらいかと・・・。 

女性 50歳代 山之上 美しいとは思わない。 

無回答 60歳代 下米田 白山に水道池ができザンネン。 

男性 60歳代 蜂屋 田畑が荒れている。山林も荒れている。 

男性 50歳代 古井 どこに美しいところありますか。 

女性 50歳代 蜂屋 
個人の所有と思うが手入れができない状態の場合の支援がある

とよいと思う。 

男性 60歳代 加茂野 所による。 

男性 20歳代 蜂屋 駅周辺は古さが否めない。 

女性 30歳代 古井 他の地域と一緒。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳代以上 無回答 あまり感じない。 

女性 70歳代 古井 
道路は良くなりましたが、景観が悪いところがあります。市で現場

を見てください。 

女性 70歳代 下米田 
ここに来て10 年になりますが、本当に良い所です。朝日が早く、日

照時間が多いこと等。 
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（37）公園の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 古井 トイレ等もきれい。 

無回答 80歳代以上 古井 まあまあ。 

男性 80歳代以上 古井 植栽の技うち、草刈はよくできている。 

男性 70歳代 太田 前平公園利用者が増えています。15 年前より良い。 

男性 70歳代 蜂屋 前平公園はすばらしい。 

女性 10歳代 蜂屋 前平公園はきれい。日頃は駐車場不測の時も。ゆるせる。 

男性 60歳代 古井 以前より改善されている気がしますが・・。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 加茂野 公園なんてない。（近くに）。 

女性 50歳代 加茂野 あんまり公園らしい所がないように思います。 

男性 70歳代 下米田 点検整備が必要。 

女性 40歳代 下米田 体育館、文化会館をたてなおしたい。 

女性 70歳代 蜂屋 
除草、剪定がされている。日除け、雨宿りのできる屋根付きの建

物があったら。 

男性 70歳代 下米田 余り利用されてないし、安全点検はどうか。 

男性 30歳代 下米田 少なすぎる。 

男性 60歳代 古井 公園で遊んでいる人がいないのはどうして。 

女性 50歳代 古井 公園によっては寄りたくない場所がある。 

男性 40歳代 加茂野 遊具が少ないのでは。 

女性 50歳代 太田 公園が少ない。 

女性 40歳代 太田 身近な公園がありません。 

女性 30歳代 古井 

ゴミが多い。幼児と児童が一緒に遊びにくい公園がある。（例）

切通公園が、下の段で児童がボール遊びをするが、すべり台も下

の段にある為、幼児もいて危険。上の段でボール遊びをすると道

路に飛び出て危険。下の段の遊具をなくして、上の段に遊具を置

くなどしたらどうかと思う。 

女性 80歳代以上 古井 公園も重要だがお金もないので、きれいにならない。 

女性 50歳代 古井 古い公園（近くには）ばかりで子どもたちが安心して遊べない。

女性 20歳代 太田 駅の南側にも公園等子どもの遊び場があればと思います。 

女性 70歳代 蜂屋 犬のふんが後始末されていない。 

男性 60歳代 加茂野 公園の近くに鶏舎が有る。臭くて匂う。蠅が多い。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳代以上 山之上 公園の整備は他の市町村に劣る。特に山之上地区は公園がない。

男性 60歳代 太田 幼い子どもがいない事がほとんどで、利用はしていない。 

女性 30歳代 古井 
遊具が古くさびていて危険を感じる。トイレも使いやすく、きれ

いにしてほしい。 

男性 30歳代 加茂野 プールがない。 

無回答 60歳代 下米田 
桜の森歩道（ふるさと林道）の土止め木材が腐食して針金が出て

キケン。 

男性 60歳代 古井 危険な場所等がある。 

女性 80歳代以上 無回答 道ばたなど、きたない。 

女性 50歳代 加茂野 身近に公園がない。 

女性 70歳代 古井 
公園、木の植え過ぎ、メンテナンスにお金がかかる。この際思い

切って木を切り維持費を減らす事を願う。 

女性 70歳代 下米田 近くに公園がないのが、今一不満かなというところです。 

女性 60歳代 古井 

このアンケートをもらい市内の公園を廻りました。神明公園、森

山公園（ここは近年木を切って明るくなりました）前平公園通称

（たこ公園）大楽にある公園、太田病院の横の公園が冬の為人々

が利用していません。公園一周すると何歩あるいたとか、何かお

もしろい事できるとよいですね。 

男性 40歳代 下米田 まだまだ足りない。 

女性 70歳代 加茂野 中心地にばかり集まっている。 

男性 70歳代 下米田 なるべく公園の中が見渡せる外構が良い。 

男性 50歳代 古井 公園があまりないですね。 

女性 70歳代 下米田 桜の森近くですが、トイレ等が整備されてない様に感じます。 

女性 20歳代 下米田 
古い所ばかりだから、もう少しきれいに塗り替えたりトイレのに

おいに気を付けたり電気を明るくしたりしてほしい。 

男性 70歳代 古井 
文化の森、昭和村、健康の森、河川敷等があるが、連帯感に欠け

ている。 

男性 30歳代 古井 

まったく整備されていない。ひどいです。子どもはどこであそべ

ばよいですか。小さい子があそべる遊具がない。近くに公園がな

い。公園に駐車場がない。 

女性 30歳代 加茂野 公園があまりない小さな公園でもよいので増やしてほしいです。

男性 50歳代 下米田 小規模な公園を多数つくってほしい。 

男性 40歳代 古井 市民プールを復活させてほしい。近隣の市に比べ施設が劣っている。

女性 40歳代 太田 治安面で子どもだけで遊ばせるのは不安な所が多い。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 加茂野 行かない。 

女性 30歳代 古井 利用しないのでわからない。 
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（38）河川の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

無回答 80歳代以上 古井 安心しているが。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 太田 加茂川の水がよごれています。至急、原因を調査してください。

男性 70歳代 下米田 河川敷の公園化するなどするとよい。 

女性 70歳代 蜂屋 
木曽川はかなり良好だと思いますが、市内の中小河川は憩いの場

とは言い難い。 

女性 40歳代 太田 観光の場にできるとよいですね。 

男性 70歳代 下米田 河床の土砂、雑草が多い。ゴミ捨て多い。 

女性 50歳代 太田 憩いと思わない。 

男性 70歳代 古井 近づきがたいヵ所が多い（草ぼうぼうなど）。 

男性 80歳代以上 古井 前のような洪水はおこらないか。 

男性 20歳代 古井 外国人がたまるのでこわい。 

女性 70歳代 蜂屋 ゴミが多い。 

男性 30歳代 蜂屋 加茂川中流（R248 付近）は川と親しみにくい。 

男性 60歳代 蜂屋 堤防等の雑草が多い。ヌートリアなど多い。 

女性 10歳代 蜂屋 川のイベント、花火の他にあると足を運べる。 

男性 60歳代 古井 空間をもっと利用できる憩いの場を作ってほしい。 

女性 60歳代 太田 ベンチ、トイレが少ない。 

女性 70歳代 古井 
河川のロード（太田橋/坂祝）一部を良くするのも、全体をよく

見て広域に整備が必要です。 

女性 60歳代 古井 自転車道路を河川の所にできるとよいです。 

女性 30歳代 蜂屋 中部台の池が不衛生だと感じる。 

男性 60歳代 加茂野 
たぶんわからない。見ない。ほとんどの小さい川はそこにあるだ

け。安全の方が大事。木曽川のこと。 

女性 60歳代 古井 河川敷道路整備が場所によって違いがありすぎる。 

男性 50歳代 下米田 
川利用のスポーツ振興も希望します。〈カヌー、ボート等エンジ

ンなしに限〉。 

女性 70歳代 太田 犬のふんを多く見る。 

男性 50歳代 太田 憩いとは感じない。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 わからない。身近に感じない。 

女性 50歳代 山之上 行かないのでわからない。 

男性 60歳代 太田 市内の河川は利用していない。 

女性 30歳代 古井 あまり行かないのでわからない。 

女性 70歳代 太田 あまり行かない。 

女性 30歳代 古井 利用しないのでわからない。 
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（39）環境保全 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

無回答 80歳代以上 古井 よい方だと思う。 

男性 40歳代 太田 加茂川にホタルが戻りつつある。 

女性 70歳代 古井 市は環境は良くなっています。空気、水、OK です。 

男性 60歳代 古井 水は美味しいと思います。 

男性 60歳代 加茂野 空気はまあ、川の水質はわからない。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 一部で残念な所がある。 

男性 50歳代 加茂野 畜産業の悪臭対策が不足している。 

男性 60歳代 太田 パルプの悪臭が時々します。（大王製紙）。 

男性 70歳代 太田 個人的に下水の整備がなされていなくて、匂いに困っている。

男性 70歳代 下米田 
上水下水は徐々に整理されているが、下水についてはもっと強力

にするべき。 

女性 40歳代 古井 
うちの近所は畑でゴミを燃やしている人が多く、汚れた空気が室

内に入ってくる事が多く困っています。 

男性 60歳代 古井 山の上に行くと感じます。 

無回答 80歳代以上 古井 
中心部に森や緑が少なくなって行くのが高齢者にはさみしく感

じます。 

男性 70歳代 太田 ゴミを捨てていく人が多い。 

女性 70歳代 蜂屋 排気ガスが多い。 

女性 80歳代以上 山之上 

消毒により空気は、いつも汚れているように思う。洗濯物は安心

して干せない。子どもの健康に対する影響も気になる。柿や梨の

生産も大切であるが、安心できるデータがほしい。 

男性 60歳代 蜂屋 河川の水がきたない。 

女性 10歳代 蜂屋 工場誘致と環境対策は継続かん指。 

女性 50歳代 加茂野 加茂野町は田畑が多いので野焼きがよくされて困っています。

女性 60歳代 太田 排気ガスで家の中が汚れる。 

女性 40歳代 太田 水がまずい。 

女性 30歳代 蜂屋 中部台の池が不衛生だと感じる。 

女性 50歳代 蜂屋 草、ゴミ、犬のフンなどが多く、残念。 

男性 70歳代 古井 川遊びができる水質改善をやるべきではないか。 

女性 60歳代 古井 
山之上でヤサイを作っていますが、小さな小川ですがいつもこの

葉や土をすくい少しでも流れるように掃除をしています。 

女性 70歳代 太田 野焼きする人が多い。 

女性 30歳代 古井 田舎のわりにはあまりきれいと感じない。 
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（40）循環型社会の取り組み 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 古井 アピタのリサイクルは良い。買物のついでに使える。 

無回答 80歳代以上 古井 ありがとう。 

女性 70歳代 古井 ゴミ分別はよくできています。リサイクルも自然に身についています。

女性 70歳代 下米田 自治会で当番制で見張り番をしているが非常によいと思う。 

男性 40歳代 下米田 
ゴミの分別はできていると思います。リサイクル活動に力を入れ

ましょう。 

女性 60歳代 古井 きちんと皆様ルールを守り、リサイクルに協力されています。 

女性 50歳代 山之上 いつでももって行けられるのでたすかります。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 伊深 近くに資源物、不燃物を受け入れる箱があれば言いと思う。 

女性 10歳代 古井 ゴミ袋に金額が書いてあってわかりやすいが意識は変わらない。

女性 70歳代 古井 
可燃ごみ袋の名前を書いてないのが多い。それでも収集されるな

ら袋の印刷代がむだです。もっときびしくしてほしい。 

女性 60歳代 古井 自分自身、減量しなくてはと反省しています。 

女性 70歳代 蜂屋 
企業、生産者、出荷者がどのくらいとりくんでいるか不明、地域

のゴミも分別が不十分な点も見受けられる。 

男性 60歳代 伊深 あまり頻繁には感じない。 

男性 70歳代 下米田 減量も大事だがもっと分別に力を注ぐべき。 

女性 60歳代 蜂屋 
家では生ゴミをコンポートに入れて堆肥にしているし、小学校、

中学校の廃品回収があるので無駄になっていないと思う。 

男性 40歳代 下米田 路肩のゴミの多さにショックを感じる。 

男性 80歳代以上 古井 ゆったりのんびりする空間がほしい。 

男性 50歳代 加茂野 様々な場所に資源を回収してもらえる。 

男性 20歳代 古井 間伐材などを市民に無料で配布などしてほしい。 

女性 50歳代 山之上 美濃加茂市はなぜ、プラスティックの回収がないの。 

女性 70歳代 蜂屋 道路にゴミがすててある。 

女性 30歳代 古井 

ゴミ袋に書かれているごみを処分するのに必要な金額というの

が以前より高くなっていると思うので、ゴミが減っているとは思

えない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10歳代 蜂屋 
テレビのミノリフーズ。今、物の大切伝えてほしい。減量するこ

とで返付など。ごみ袋を人数で制限したら。 

男性 60歳代 古井 収集場所の整備をしてほしい。 

女性 80歳代以上 無回答 リサイクルにもっと力を。 

女性 60歳代 太田 リサイクルステーションの増設。 

女性 60歳代 加茂野 
ゴミの減量方法他を地域に来て指導していただく方があると盛

り上がると思います。 

女性 30歳代 蜂屋 もっとリサイクルのものを出す場所を増やしてほしい。 

男性 60歳代 蜂屋 市の指導による積極的な取り組み（自治会等主導）の推進。 

女性 50歳代 蜂屋 
まだ使えるタンスなどが廃棄しかないことが残念。リサイクルで

引き取られなかった。 

男性 70歳代 古井 自治会加入者は守るが、外国籍の方の指導を要する。 

男性 30歳代 古井 
ゴミの分別をもう少ししっかりやったほうがよい。他県など見習

ってください。 

男性 40歳代 古井 木枝の粉砕機の貸し出しを行ってほしい。 

女性 70歳代 太田 
老人がリサイクル場まで備品を持っていけない。（回収してほし

い）。 

男性 30歳代 太田 
リサイクル品の回収日が少ない。スーパーやコンビニ等の食品廃

棄はどうかと思う。 

女性 30歳代 古井 他の地域と一緒。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 どうでしょうか。わからない。 

男性 60歳代 古井 わかりません。 
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（41）行政サービスの向上 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 蜂屋 
大雪の日に早くから除雪をしてくださいました。ありがとうござ

いました。 

男性 60歳代 古井 普通です。昔よりはよいのかな。 

男性 50歳代 古井 以前と比べると対応が改善されている。 

女性 70歳代 蜂屋 対応は良い。 

女性 50歳代 古井 いつも利用する時に笑顔で対応して頂きありがたいです。 

女性 30歳代 太田 引っ越しの際にはいろいろと親切にしていただきました。 

男性 60歳代 古井 不満な時もあったが今はていねいに対応してくれて助かります。

女性 60歳代 蜂屋 いつ行っても笑顔で対応してくださいます。 

女性 40歳代 太田 以前よりかなり良いと思います。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 古井 職員によって言う事が違う時がある。それでは困る。 

男性 60歳代 蜂屋 
一部の職員の対応があいまいであったことに対し不満がありま

した。 

女性 30歳代 蜂屋 人によります。 

男性 70歳代 下米田 
行政職員とはこんなものだと思う。伝えれば良いというものでは

ない。 

女性 40歳代 古井 
親切な方もみえますが、上から目線の口調の方が目立つと思いま

す。 

女性 20歳代 下米田 

健康課の男の人（名前はわからないのですが、若めの人）の電話

対応に少しイラッとしたことがあります。午後からですか。と確

認したところ午後です。と返ってきたので、何時からですか。と

聞いたら午後は 1時までですよね。と返ってきて意味がわかりま

せんでした。 

男性 50歳代 古井 市役所がせまくて、ごみごみしてはいりづらい。 

女性 50歳代 古井 人によってずいぶん違います。 

女性 40歳代 古井 入口が暗い。 

無回答 80歳代以上 古井 訪問検査の方、ちょっと。態度（市役所内ＯＫ）。 

女性 50歳代 太田 聞きにくく不親切に思います。 

男性 70歳代 古井 親切な部署とそれ以外のところがある感あり。 

男性 40歳代 太田 目を合わせようとしない。 

男性 70歳代 太田 お願いしたことをやってくれない。 

男性 20歳代 古井 部署による。 

女性 40歳代 太田 五日市近くに行くとうたた寝している人や、いやな顔される。

女性 50歳代 蜂屋 変な人がいる。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 太田 
一部の職員だが態度の悪い人もいる。（ほとんどの職員は親切で

ある）。 

女性 30歳代 加茂野 人によりけり。 

女性 70歳代 古井 
もっと積極的に。大垣市などは受付は立って来訪者を必要な部署

に案内しています。行動が必要です。大垣市をみたらわかります。

女性 40歳代 太田 市役所の人間、対応 低。 

男性 40歳代 下米田 今まで以上にがんばってほしい。 

男性 60歳代 蜂屋 
やや満足であるが来庁時一部の職員は目が合っても会釈しない

者が多々ある。 

男性 70歳代 下米田 さっと声かけをして対応してほしい。 

女性 60歳代 古井 下を向いた人ばかりですが。 

男性 60歳代 古井 以前、対応にやや不満でした。 

女性 50歳代 下米田 職員の意識が市民と一体化していない。 

女性 70歳代 下米田 
数年前よりは良くなって来ていると思いますが、こちらが頭を下

げないと下げてくれない。 

女性 80歳代以上 古井 
以前より改善されているが人によっては対応が上からな態度に

おどろく。 

女性 20歳代 下米田 
市民に外（美濃加茂市内）で会ってもあいさつもしない市長って

どうかと思う。 

男性 70歳代 古井 
民間事業所に見習うべき業務は見習うべき、ＩＳＯは何故中断し

ているのか。 

男性 30歳代 古井 

他部署との連携をしっかりはかってほしい。保健センターに貼っ

てあったカナリアの家の相談会に行ったがやっていなかった。今

年度からなくなったと後日言われた。保健センターの職員にもや

っていると確認したのに・・・。連絡所の職員の地元の人はやめ

てほしい。行きにくいです。 

女性 40歳代 蜂屋 
良い印象はありません。わからないので説明を聞こうとたずねた

らバカにされました。 

男性 40歳代 古井 人による。 

女性 50歳代 下米田 暗い、民間企業のように必死さがない。融通がきかない。 

女性 30歳代 古井 事務的。普通。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 古井 わからない。 

男性 80歳代以上 古井 職員と接触する機会が少ない。 

女性 10歳代 蜂屋 わからないけど、そうあってほしいです。 

女性 60歳代 古井 わからない。 
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（42）健全な行財政運営 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 蜂屋 広報誌に掲載される予算、決算を見て。 

女性 60歳代 蜂屋 全部の事はわからないので信じてやってもらえていると思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 太田 市議の政治活動費は不要、税金の無駄使いである。 

女性 40歳代 加茂野 
道路を整備してほしい。枯れ木、枯れ草の撤去もしてほしい。サ

ビた鉄も撤去してほしい。 

男性 70歳代 太田 使われていると信じている。 

女性 50歳代 古井 

木曽川堤防に一部あじさいが植えてありますが、冬場は全く色が

なく、何の為にこの場所にあじさいを選んだのか理解不能。"市

の花"というだけではあまりにも考え方が幼稚では。まだ、雑草

の方が緑があって見た目には良いと思うほどです。（現在は、た

だの茶色です。）場所は中仙道会館の前あたりなので一度この時

期、見てください。 

女性 40歳代 太田 
学校支援員の人数、多すぎませんか。現場で有効活用されていな

い気がします。 

女性 30歳代 蜂屋 いつまで道の工事が続くのですか。（大きい道路）。 

男性 60歳代 山之上 保安林整備事業はムダ（継続性に。）。 

男性 80歳代以上 古井 赤バスの利用方法を考えてほしい。 

女性 50歳代 古井 無駄は必ずあると思いますが・・・。 

女性 40歳代 太田 
なぜ、公務員にボーナスが出るのか。どこの利益によりボーナス

が発生するのか。 

女性 70歳代 蜂屋 無駄があり、必要な所に使われていない。 

男性 60歳代 太田 箱物は造らないでほしい。他市町村のものを利用すれば良い。

男性 60歳代 加茂野 一例として、道路の掘り起こし等。 

男性 30歳代 加茂野 コミュニティバスの運用のかたより。 

女性 60歳代 太田 「と」思いたいです。 

女性 10歳代 蜂屋 ほんとうに必要な人、書類上の人、よく見きわめてほしい。 

女性 70歳代 古井 
もっと合理化をして借金行政をなくす、借入金 0に向けて財政を

考えること。無借金にすること。 

男性 40歳代 下米田 と思われるが・・・。 

女性 60歳代 古井 無駄だと思うことがたくさんあります。 

男性 30歳代 蜂屋 悪質滞納者の取締を強化してほしい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 古井 
資料提出に何秒以内に出せるか、そんな事も考えるべき、勤務時

間内に個人の金銭を整理するほど余裕があるのか（ある職場で）。

男性 30歳代 古井 

堤防下の歩道、下米田に作った新しい道路ほとんど使われてな

い。本当に必要かわかりません。もっと必要なことに使ってほし

い。借金もあるのに。 

女性 40歳代 蜂屋 本当に必要な事に使われていますか。 

男性 50歳代 下米田 
5 年後や 10 年後の市の姿をイメージした予算の作成と割り振り

の明確化を希望。 

女性 10歳代 加茂野 
何に使われているか詳しくは知らないので、きちんと教えてほし

い。 

女性 50歳代 下米田 

市長の給与がムダ。普通の会社ならすでに勤められない状況にな

っているはず。受け取ってなくても迷惑を掛けた。図々しい。か

っこ悪いと思え。名古屋でフラフラ会うことがすでにおかしい。

相手を見て行動すべき、市役所で会えばすむこと、錦で飲んで遊

んだ噂は消せない。情けない。藤井が 30 万の賄賂をどうのとか

ではなく、そんな恥ずかしいことで話題になったことを恥じるべ

きだ。改革するつもりだから許されるべきと思っているなら大間

違いだ。辞任して出直してほしい。この人がトップだから役所は

のんびり、ゆったり。 

男性 30歳代 太田 有効活用されているか不明。 

男性 50歳代 太田 もっと整備をすること。 

女性 30歳代 蜂屋 ムダな道路工事が多すぎる。 

女性 30歳代 古井 他の地域と一緒。「有効」かはわからない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 10歳代 古井 よくわからないから何も言えない。 

女性 30歳代 古井 よくわからない。 

男性 10歳代 加茂野 知らない。 

男性 70歳代 下米田 わからない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

女性 20歳代 下米田 わかりません。 

男性 60歳代 古井 この辺はわからない。 

女性 50歳代 古井 わかりません。 

無回答 80歳代以上 古井 不明。 

無回答 80歳代以上 古井 わかりません。 

女性 50歳代 太田 わかりにくい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 太田 調べていないのでわかりません。職員の給料も知りませんから。

女性 80歳代以上 山之上 わからない。 

女性 50歳代 蜂屋 実際の運営が有効なのかどうかがわからない。 

男性 70歳代 太田 とは思いません。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

女性 50歳代 山之上 無駄がないかどうかは知らない。 

女性 30歳代 蜂屋 わからない。 

男性 50歳代 古井 よくわかりませんね。 

男性 60歳代 古井 わかりません。 

女性 60歳代 蜂屋 わかりません。 

女性 30歳代 太田 知らない。 

女性 50歳代 蜂屋 不明。 

男性 60歳代 下米田 わからない。 

女性 60歳代 古井 わからない。 
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（43）周辺市町村との連携 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 蜂屋 
坂祝、富加、川辺、可児など連携を感じるのでよい付き合いができ

ていると思う。 

女性 70歳代 伊深 特別、産業もないのによくやっていただいています。 

女性 50歳代 下米田 
坂祝、川辺の図書館が利用できて良い。可児市との連携も大切で

す。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 だいじな事だと思う。 

女性 50歳代 古井 「地域の価値が高まっている」→この意味不明。 

男性 70歳代 下米田 もっと他の市町村との交流を計るとよい。 

女性 70歳代 蜂屋 

定住自立圏の推進。コミュニティバスの相互乗り入れ。小中学生

の文化、スポーツの合同開催。各種催物の交流。史跡・名勝・企

業見学等の広域募集。 

男性 30歳代 古井 具体的な連携はみえてこない。 

女性 80歳代以上 加茂野 交通網の連携がない。 

無回答 80歳代以上 古井 加茂の中心地にして、便宜を図るとよし。駅前寂し、商店も寂し。

男性 40歳代 下米田 杉原千畝を生かす。 

女性 50歳代 山之上 実感がない。 

女性 70歳代 蜂屋 ぼつりぼつりと思う。 

男性 60歳代 加茂野 各務原、関ともっと関係強化。 

男性 30歳代 蜂屋 坂祝町との往来が不便に感じる。（自動車での）。 

女性 10歳代 蜂屋 若い市長なので、積極的に活動してほしい。防災面は急務。 

女性 70歳代 古井 
行政のムダ、ムリを無くす。あまり効果の上がらない事はやめる

事も必要です。 

女性 60歳代 加茂野 
富加との境に住んでいますが交流がなく行政の違いで暮らしの

接点がない所です。 

男性 40歳代 下米田 まだまだこれからです。 

男性 60歳代 古井 特に必要ありません。よい加減、合併はあきらめてください。

女性 50歳代 蜂屋 どのようなことで連携があるのかわからない。 

男性 30歳代 蜂屋 
近隣、市町村と連携しみのかも定住自立園として魅力を高めてい

ってもらいたい。 

女性 30歳代 古井 感じたことはない。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 太田 わからない。 

女性 60歳代 加茂野 わかりません。 

男性 60歳代 古井 わかりません。 

女性 50歳代 古井 わかりません。 

女性 60歳代 太田 
わかりません。質問が抽象的すぎて市民レベルでは（専門として

いないので）答えられない質問ばかりです。 

男性 80歳代以上 古井 他町村にゆく足がない。 

女性 80歳代以上 古井 わからない。 

女性 60歳代 古井 わかりません。 

男性 60歳代 太田 何も感じていない。 

女性 60歳代 太田 余りわかりません。 

女性 70歳代 古井 わからない。 

男性 50歳代 古井 何か連携していますか。 

女性 70歳代 太田 不明。 

女性 60歳代 古井 わからない。 
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