
市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

2 男性 40代 加茂野

長良川鉄道の加茂野駅は場所的に乗車に不便であると感じる。車の運転
中に感じるが、R248号の道路などの老朽化などで部分的にアスファルト
が削れている部分などが少し気になる。岐阜清流里山公園の今後の運営
計画も気になる。

3 男性 70代
下米田・
牧野

市の中心部から離れた地域に今以上に関心を持ってもらえたらと思う。

5 女性 60代 古井 選挙(投票日)の立会人の人数が多すぎるように感じる。
7 女性 80代 加茂野 高齢者に優しい街にしてほしい。
8 男性 50代 加茂野 文化的な街にしてほしい。老後も安心して住める街。

9 男性 50代 蜂屋

畑や田んぼで草を焼く人が美濃加茂に多い。煙が家を直撃して洗濯物や
家の中が臭くなってしまう。また、トラクターや農業機具で道が泥だら
けになって車や家が汚くなってしまう。市民は分別やごみの処理に頑
張っているのに不公平だ。注意しても昔からだ、止められていないなど
言うことを聞かない。美濃加茂は田や畑が多いのでルールをしっかりつ
くってもらいたい。

10 男性 40代 山之上

土岐市でやっているフォトロゲイニングや近隣でもやっているトレイル
ランの大会など、自然豊かで交通の便がいい美濃加茂で昭和村のマラソ
ン以外のイベントを行ってアピールできないか？また、美濃加茂市とい
うところではなく加茂郡と一緒に考えて運営できれば面白いと思う。

11 女性 70代
下米田・
牧野

アンケートの質問が多すぎる。

13 女性 60代 古井 老後の生活の安定。免許を返納した際の生活の不安。

15 女性 60代 三和

今、まちづくりに力を入れて頂き、頑張っている地元の人を見て、大変
良いことだと思う。三和に喫茶店ができ、地元の方の交流の場になって
いる。このまま様々なことで協力してまちづくりを進めていただきた
い。

16 女性 80代 太田
これは絶対と思うキャッチフレーズがあるといい。多方面に値するとな
ると難しいが…

19 男性 20代 蜂屋
選挙の時に、立候補者が何を頑張るかなど公約的なものが分かりにくい
ので市で公開してほしい。

26 女性 50代 加茂野 人間を育てることだと思う。指導者の充実を。

29 女性 50代 古井
子ども達が将来、美濃加茂に戻ってきて働きたいと思えるような若者に
も魅力的に見えるような街になってほしい。

32 男性 60代 古井 今後とも多様な市民の声を聞いて、市政に生かしてほしい。

33 男性 40代 太田

・グローバルに対応できる人員の確保。
・不必要な人員の削減。窓口に行っても対応してくれない。パソコンに
夢中なのか座って言葉すらかけてくれない。窓口対応できない、または
しない人は別のフロアに行ってパソコン作業すべき。

34 女性 60代
下米田・
牧野

道路修繕をお願いしたい(穴が開いている道路、見通しの悪い交差点な
ど)

35 女性 50代 - 精神科の理解を充実させてほしい。

36 男性 70代 古井
公共施設、新庁舎などバリアフリー化を多くしてほしい。高齢者が気楽
に集まり、談話できる場所がもっとほしい。

37 女性 70代
下米田・
牧野

近くに公園、児童館が少なく、小学生以上だと利用できないため、もう
少し子どもが安全に遊べる公園や広場があると嬉しい。幼稚園が２つし
かなく、保育園も少なすぎる。これでは美濃加茂市をおすすめできな
い。通学路も道が狭い所や太田小学校は校舎が古く、トイレの数も少な
い。駐車場もなく不便。248号線で事故が多くて危ない。

39 男性 70代 古井
美農太田駅南にある公園をなくし、集会室・会議室を備えた施設を建て
るとよい。JRを利用して市外の人達も集まりやすい施設となる。駐車ス
ペースを広くし、６階建てくらいがよいと思う。

44 女性 60代 古井
みのかも駅伝があるが、商店街を走り市民の応援をもらえるコースに変
更すべきだと思う。走る人も応援する人も楽しめる。

45 男性 60代 古井

私は美濃加茂で生まれ育ち今も住んでいる。美濃加茂が好きで誇りを
持っているつもり。美濃加茂市の一番の問題は、子ども達が大学生や社
会人になると都会に出て行ってしまい、戻って来づらいことではない
か。なので魅力ある街をつくろうとしているのだと思う。これといった
秘策がある訳ではないが、住みやすさや生きやすさを求めて、着実な歩
みを続けていくことが大切なのではないかと思う。
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No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

48 女性 50代 蜂屋

核家族で誰の手も借りずに子育てしている若者や、一人で暮らす高齢者
が安心して暮らせる街があったらいいと思う。年金支給を先延ばしにさ
れ、いつまでも働かなくてはならなく、働き口にも困って、将来不安が
たくさんある世代。一般市民が安心して暮らせる街を望む。

49 女性 40代
下米田・
牧野

ペットボトルや缶捨ての時にポイントがたまる機械を置いてほしい。ご
み捨て場が遠くて困っている人がたくさんいるのでどうにかしてほし
い。大垣共立が近くになくて困る。子どもの服(保、小、中)の制服の古
着を販売してくれる店があるとありがたい。セイタカアワダチソウの異
常な量に対応してほしい。

50 男性 60代 三和
企業の誘致(働く場所の確保)の推進。自然を残し、商業・工業のバラン
スの取れた都市、若者の流出を防止し人口を増やす未来がある市を目指
す。

51 男性 60代 古井 若い市長の選出・育成。

52 女性 80代 加茂野
高齢者にとって足がないことはとても困ること。日常生活の買い物、病
院、駅などどこへ行くにも一人では出掛けられない。バスは使い勝手が
悪いのでもう少し便利になってほしい。

53 - - -
職場のAI化に向けてパソコンの整備を確実に進める。市民が求める要求
に速い事務処理をする。

56 女性 50代 伊深
予算消化のために無意味な工事はしないでほしい。市職員の給料を中小
企業と比較して見直してほしい。

62 女性 40代 蜂屋
あいあいバスは助かる。駅や名古屋、岐阜までの高速バスなどで、遠方
から来やすい、行きやすいサービス向上。車がなくても生活できる環境
づくり。

63 女性 30代 加茂野

家などが新しくたくさんできて人口が増えて活気づくのはとても素敵な
ことだが、学校の生徒数が多くて、運動会も見に行ったが、人も車も多
くて大変そう。もう少し学校が増えるといい。池がたくさんあるので周
りをもう少しきれいにしてほしい。子どもが気軽に遊べる公園を増やし
てほしい。

65 女性 70代 太田

・美しい景観が誇れる街にするために空き家の処理を早めに進めてほし
い。
・地域の人々のつながりが強化できるような手段を考え実施してほし
い。

66 女性 30代 蜂屋

・子育て支援センターを新しく、きれいにしてほしい。市内の支援セン
ターは古くて狭いので、いつも市外の支援センターへ行っている。
・企業誘致もいいが、交通量が急激に増え、危険な運転をする車がとて
も多い。以前より住みにくくなってしまった部分もある。
・自治会や消防団のあり方を見直してほしい。若い世代になってきて、
共働きをしていると自治会や消防団に時間をかけるのは無理。今の若者
は煩わしいことは嫌いだと思う。県外からの移住者も多いと聞くので、
昔からの地域のつながりを維持するのは難しいと思う。他の方法を考え
てほしい。

67 女性 70代 加茂野
新庁舎の建設には多くの市民が立ち寄ることができる立地をよく検討し
てほしい。

69 男性 70代 加茂野 市の目玉づくり。

73 男性 50代
下米田・
牧野

議員を通じて意見・提案などしている。夕方に流れる曲を季節ごとに変
えてもらいたい。

76 女性 40代 太田
税金の無駄遣いをやめる。今回のアンケートも税金が使われている。こ
ういう無駄なことをなくすべきでは。

79 女性 80代
下米田・
牧野

子どもがいない家庭に子どもの事を聞かれても分からない。もっと若い
人に届いた方がいいと思う。

82 女性 40代 太田
様々な障がいを持つ人が安心して生活できるようにサービスや制度に取
り組んでもらいたい。

87 男性 60代 蜂屋

「行政サービス」という言葉に違和感(更に言うなら行政の高飛車な姿
勢)を感じる。サービスというからお金がないので種類を減らす、質を落
とすなどといった逃げの姿勢になる。市は「サービス」で行政をしてい
るのか？「仕事」ではないのか？何をサービスと言っているのか不明だ
が、給料をもらっているならサービスではなく仕事。仕事であれば精一
杯の努力と工夫をして自ら血を流し、身銭を切って取り組むのが本来で
はないか。「市民参画」「行政サービス」という言葉をそれに関する質
問には行政の甘さを感じる。伊藤市長し大好きで尊敬しているが、この
辺りは行政出身の市長なのかなと思う。頑張れ市役所。

97 女性 50代 古井
市庁舎の建て替えはもっと先でもいいのではないか？建て替えるほど傷
んでいるとは思わない。

102 女性 70代 古井 公営老人ホームを建ててほしい。
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103 女性 50代 古井

今年度後期の「学びのとびら」受講希望していたが、受付初日に開始時
にすでに大勢の人がなくて全く無理だった。受け付け方法の改善を望む
が、アナログ的な早くから並ぶ方式ではなく、期間を限定し抽選するよ
うな方式へ変更はできないのか疑問に思っている。これに限らず、市政
からの一方的な「従来通りのやり方」を続けるのではなく、広く多くの
参加を求めるならば改善方法を外から見直していくという姿勢が必要な
のではないかと思う。広範囲にわたり、ある程度の市民の意識の高さが
あるので、それを形にして取り上げてもらえたら、市を担っている方々
の努力が実を結ぶと思う。

104 女性 40代 太田 子ども達が住みやすい街であってほしい。
107 男性 50代 蜂屋 免許返納者やお年寄りの公共交通機関の充実。

108 女性 30代
下米田・
牧野

子ども達のコミュニケーション能力(英語に力を入れるなど)、自らの力
(タブレットの活用など)で考えて解決する力を身に付けさせ、多文化・
高齢化などの問題に前向きに取り組めるような市民を育成する。

109 女性 40代 加茂野

10年前に結婚を機に夫婦２人で越してきた。新居でのスタート、周りも
他からの転入者ばかりだが、住みよい所で美濃加茂が大好き。今後は子
ども達の「みのかも市民」という意識を高め、子どもに関わる全ての世
代の人も巻き込んで、元気な明るい声が響き渡る街になってほしい。子
どもが元気なら周りも笑顔でいっぱいになるはず。

111 女性 70代 蜂屋
個人の思い(提案)はたくさんあると思うが発信する場がない(術がわから
ない)。その場所で問題点の提案があれば、グループでも地域の交流セン
ター受付郵送でも広聴担当課にでも発信できればと思う。

112 女性 50代 太田

高齢者向けの体操教室などの取り組みはとてもいいと思う。公共交通機
関の充実にも力を入れていていいと思う。太田地区に住んでいるため、
今のところ、市役所、病院、スーパーも近く不自由はないと思ってい
る。今後も安心安全な街であってほしい。

113 男性 50代
下米田・
牧野

下米田小山地区に消防署ができるという噂があるが、もしできたとした
ら、近隣住民から不満等が出てくると思う。どこに設立しても、近隣住
民は不安、不満に思うだろう。どのように納得させるかが問題であると
思う。基本的に自分は下米田町小山に設立するとしたら反対。

114 男性 30代 蜂屋
新庁舎を駅裏へ持ってき、駐車場を広くしてほしい。今の場所で建て直
しだと大規模災害の際に機能しないのでは？

117 男性 30代 太田
美濃加茂市と住所を書くのが大変。さいたま市のようにみのかも市にし
てほしい。もしくはミノカモ市。外国の人にもわかりやすくカタカナ
で。

118 女性 70代 古井

あいあいバスは助かる。駅や名古屋、岐阜までの高速バスなどで、遠方
から来やすい、行きやすいサービス向上。車がなくても生活できる環境
づくり。バスの見直しをしてはどうか。あまり乗っていないような気が
する。

120 男性 50代 太田

誠実の断水の時の対応は概ねよかったと思うが、給水場をもっと多く設
けほしかった。老人のみの世帯への対応等課題があるので、災害対応の
ため市民と一緒に反省会を行い、不測時の対応に活用してほしい。美濃
加茂市は恵まれた土地にあることを市民に理解してもらう活動を行い、
周辺の自治体に手を差し伸べて、広い地域全体が豊かになるためのリー
ダーとして活躍してほしい。

121 男性 80代 古井

・AIの積極的導入による職員の計画的減少を図る
・自治会を通して要望を言っているが「予算面から計画的に取り組む」
の返答が多い。ただ要望を尋ねるだけで終わるのでなく「計画的」を10
カ年計画で示してほしい。

122 女性 40代 加茂野
桜がゆっくり見られる所がなく寂しい。街道沿いに桜を植えてみてはど
うか。

124 男性 40代 太田

イベント等が縮小されたりしているので、１年を通してもっとコンスタ
ントにあるとよい。場所も産業祭等のイベントの場所が偏っていて、わ
ざわざ行く場所になっているとは思えない。近所に商店街等もあまりな
いので街の活性化にあまりつながらない。

125 男性 70代 古井
高齢者の所有する土地の非農耕地の草刈り、管理、有効活用。市農務課
から「草を刈れ」「できなければシルバーに頼め」は辛い。老人化して
きついため、市からも助けてほしい。
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126 男性 40代 蜂屋

今後を担う次の世代にしっかり育ってもらうこと、美濃加茂に定着して
もらうことが大切だと思うので、出産から育児までの充実を図って、他
市他県からも美濃加茂で子育てしたいと思える街づくりが理想と考え
る。安定した税収をもたらす若い働き盛りの核家族世帯を取り込んでい
くことが将来につながる重要課題かと。そのためにも産前～産後の補助
政策や保育のさらなる充実が必要だと思う。

127 男性 40代 蜂屋
・選挙の投票はインターネットで行えるとよい。
・窓口業務はインターネットでできるとよい。
・今より若い世代に行政を担ってほしい。

131 女性 60代 太田

美濃加茂のお土産は？と考えると何？岐阜のお土産は？これが美濃加茂
の特産物と考えると疑問に思う。地方都市特有の活気あるまちづくりを
希望する。駅前南側と駅北側の発展の仕方に格差がありすぎる。商店街
を活気ある(人が集まる)まちづくりを希望。

134 女性 20代 加茂野 子育て家庭への支援充実、出産費用支援の充実

136 女性 60代 古井

「住みやすい街」ランクには、日本の中でも岐阜県内でも高位置に付け
ているので、この状態が維持できるまちづくりができたらと思う。これ
からの高齢化社会は確実なので、あいあいバスの増便、子ども達のため
のプールの復活を希望する。

138 女性 30代 太田
子育てがしやすい、保育料が安くなるなど。そして働く先がなかなか見
つからないと感じた。小さい子どもがいる母親はとても大変に感じる。

139 女性 80代 太田 駅前開発、活性化を希望

140 男性 80代 太田
若者も年寄りも人の心を大事に会話する機会を増やす。責任世代を活発
に。

142 男性 60代 太田
特にないが、市役所の各窓口のスタッフの皆さんの親切な対応、的確な
対応、迅速な対応に感謝している。今後も継続して頂きたい。

143 女性 20代 加茂野 美濃加茂市議員の人員削減。
146 女性 10代 太田 犯罪のない街にしてほしい。
147 女性 20代 加茂野 子育てがしやすい街にしてほしい。

149 男性 70代 蜂屋
女性と子どもが市の行政に望んでいること、女性と子どもが考えている
市の将来の姿を聞いて、それを実現するため議会と市役所が一丸となる
こと。

150 女性 50代 加茂野

老齢化が進むのであいあいバスのような公共の交通網を充実して、マイ
カーなしでも病院や駅、スーパー等に便利に行けるようにしてほしい。
災害時の緊急連絡は放送では聞こえないので、専用無線のようなものを
配布してほしい。昭和村の無料入浴券やスポーツジムを安価で利用でき
るようにしてほしい。

154 女性 70代 加茂野
市本庁本館は駐車スペースが狭くもっと広い場所に移転して、関市のよ
うに集合施設にし、市民が集まれる場所にしてほしいと切に願う。

156 女性 60代 加茂野

・田、畑、家庭ごみの焼却をもっと厳しくしてほしい。洗濯物に臭いが
ついてとても迷惑している。夏場だと窓を開けられない。
・少し街から離れたところなどの街灯を増やしてほしい。また防犯カメ
ラの設置(無人駅など)

157 女性 60代
下米田・
牧野

身近なところに意見箱があればいい

158 女性 30代 古井

子どもを持つ親子でも遊べるような公園や無料レジャー施設が増えると
嬉しい。中山道の警官がとても素敵なので、祭りやイベントを増やした
り、カフェやレストラン等を誘致し、宿泊できるところがあるといい。
隣の河川敷もとてもきれいなので、屋台やショップを出展させる「ロハ
スフェスタ」が開かれると楽しそう。

159 女性 30代 加茂野
加茂野小学校の通学路は横断歩道のないところが多い。朝は通行量も多
くとても危険だと思うので、少しでも安全に通学できるよう改善してほ
しい。

160 女性 50代 太田
独居老人を迎えに来て１日預かってもらえる施設が減ってきているので
充実してほしい。どこにも出かけるところがないお年寄りは元気がなく
なっていくと思う。

161 男性 20代 太田

私たちの帰る場所、生まれの故郷、ホームタウンとして暮らしやすいま
ちづくりを望む。今現在で十分暮らしやすい環境だが、これ以上開発が
進むと美濃加茂の魅力と感じる「ほどよい自然」がなくなってしまうよ
うに感じる。都市化は望まないので、空気がきれいで治安のよい街で
あってほしいと願う。

162 男性 50代 太田 企業誘致を積極的に行い、市の財政を豊かにしてほしい
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市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

163 女性 30代 古井

自然や観光は自慢できる街にはほど遠いので、全国的に有名なIKEAやコ
ストコなどを誘致する。福祉、医療サービスを他地域に比べるて有利に
する。老人ホームを増やしてみる(働き口を増やし活性化)、若い人が住
宅を建てやすいまちづくりを目指してほしい。

173 男性 60代 伊深
高齢者先進安全自動車購入費補助制度の期限が２カ月で打ち切りという
のは納得ができない。高齢者のため、ホームページだけではなく年２回
は広報等で知らせてほしい。

175 - 70代 古井 大変協力して頂いている。今のままで十分。
178 女性 20代 加茂野 早く藤井浩人さんに帰ってきてほしい

179 男性 80代 太田

・市民のボランティアと行政が協力しながら一体となって行政主導でま
ちおこしを進める。
・平素、市職員との出会いや接点がなく、できれば地域の自治会組織の
会合等をメインとし。市の財政課題をはじめ、今後のまちづくりについ
て計画、考え方を話してほしい。
・60～70歳代の定年退職者で関心が高く、知識人も多くみられるので、
大いに課題を投げかけ、市民参画の場づくりがほしい。活動や支援に協
力を惜しまない。
・サービスの種類、充実も結構だが、市民の協力と理解が保たれるよう
学びと試行実践に一歩踏み出してほしい。

181 女性 40代 太田
高齢化が進む中、安心して安全に生活できる、防犯対策を強化してほし
い。

182 - - -
この地域で子どもはいい子に育つように感じるが、都市を求めて出てい
きたいという傾向があるので、都市へも時短で行けるように交通機関の
整備を進め、「まちいなか」を目標にしてほしい。

184 女性 60代
下米田・
牧野

市役所の職員が多い。

187 男性 10代 古井
市庁舎を新しくするのは有事の際などを考えると早く実現すべき問題だ
と思う。新庁舎案凍結など言っている人の気がしれない。

188 女性 40代 加茂野

財政は大変苦しいと思うが、市営プールや公園の充実、スポーツセン
ターなど充実させてほしい。ふれあいバスも小型にしたりと工夫されて
いるが、回る所や時間などもう少し利便性があるともっと便利になると
思う。

191 - - -

駅南口にはたくさんの空き地、空き家が目立ってきた。そこを利用して
高齢者が集える場所にしたりしてはどうか。特に病院の行き返りに立ち
寄れそうなところがあれば、お茶でも飲んで話をして元気が出るような
気がする。探せば空き家があると思う。

192 女性 40代 太田
加茂川の雑草を本気で対策してほしい。年１回の草刈りレベルでは子ど
もの花粉やごみ、車走行と悪い点だらけ。

196 男性 40代 太田
ソニーや富士通が去り、駅前はどこもシャッター通り。このままだと今
世紀中に美濃加茂市は消滅する。とにかく若者が働けて住める場所にし
てほしい。

203 男性 50代 加茂野 相手の立場に立って窓口等の対応を充実させてほしい。

205 女性 60代 加茂野
・あいあいバスの停留所を増やしてほしい。
・街路灯がなくて暗い所が多いので、要所要所に設置してほしい。

206 男性 40代 古井

高齢化の時代に入っている。若者の意見をもっと取り入れて、どの世代
でも住みやすい市にしてほしい。市議員の若返りが必要。高齢者の運転
免許証の取り上げと、タクシーやバスなどの充実(ウーバーなどいい)。
市外で働いているが美濃加茂市内で働きたい。

210 男性 40代 蜂屋
・働きやすい街。ハローワークは企業の宣伝ばかりで雇う気のない会社
ばかり

211 男性 70代 蜂屋 アンケートだけではなく、意見交換会に出席し発言したい。

213 女性 40代
下米田・
牧野

景観が美しい場所(河川)が多く存在し、人口があまり多くないため、映
画のロケ地などとして積極的に誘致して知名度を上げる工夫をするのは
どうか。また、多くの土地が余っているように思うのでそれらを利用し
た自然エネルギーを生み出す工夫をしてみてはどうか。財政(収入)が確
保できない中でサービスの充実は机上の空論である。まずは財政確保の
工夫をすべきであると考える。

218 女性 60代 太田

無能な市議会議員と無能な(例えばパソコンもできない様な)市役所の職
員を減らして経費を削減すること。窓口はAIロボットにしてほしい。不
愛想で失礼な職員よりよっぽどいい(特にベテラン男性職員は反省してほ
しい)。職員の給料は私達市民の税金で支払っている。こんなアンケート
よりももっと現場を抜き打ちで調査した方がいいのでは…(ネット調査な
ら経費もかからないのに)

222 男性 20代 太田 住民税を安くしてほしい。
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No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

223 男性 30代 古井
美濃太田駅より北ばかりが栄えているので南側ももっと色々な店ができ
てほしい。

226 女性 30代 古井
休日診療を開設している場所と新聞や広報以外にも提示してほしい。診
断相談ですべてを救急室に電話するように伝えるのはやめてほしい。

227 男性 60代 古井 父が亡くなり市役所へ行く機会が多かったが、対応のよさに感動した。
229 男性 60代 加茂野 企業立地を推進して財政向上し、若者が働く場所を増やす。
230 女性 80代 古井 今より住み良い発展を祈る。
233 男性 40代 蜂屋 老後が心配。

239 女性 70代 太田
市の広報がボシャポシャと言っているだけで何を言っているか分からな
い。今の状態なら何も聞こえない方が気にならないからよい。

240 男性 30代 蜂屋

市の中心駅である美濃太田駅は電車の本数が少なく利便性が悪い。JR名
鉄と協議し、最低でも美濃太田～鵜沼間は早期に電化、複線化してほし
い。利便性が増せば人口増加にもつながり、企業や店舗が増えて税収も
アップすると思う。美濃太田～名鉄名古屋までせ直通電車があれば、通
勤通学の利便性が格段にアップする。

247 男性 60代 古井
自由な発想、行動力、支援体制の強化。色々な意見を聞いて、独創的な
アイディアを取り入れてみたら、きっとびっくりするようなまちづくり
が見えてくるかもしれない。

249 男性 60代 山之上
議員を無くし、直接民主主義というか、市民と議員が直に会って進めた
らどうかな。

257 男性 30代 太田

行政が主となり、政策を進めてもらってよい。声が大きい人、でたがり
等の人の意見はどうでもよい。皆の意見をアンケートなどで聞き、ま
た、その結果が開示されて納得いくものであるとよいと思う。今まで通
りやってほしい。

258 男性 40代 蜂屋
・元気な市でありますように
・人に優しい市

259 女性 30代
下米田・
牧野

映画館など大型娯楽施設があったらいい。

261 男性 80代 太田

庁舎の老朽化が進み、新庁舎が必要だと思うが、そのような時が来たな
らば、各々の公舎を一本化して経費の節約をしたらいいと思う。文化会
館、中仙道公民館も水害が来る。中仙道公民館も集会場として使用して
いると思うが、いつ通っても開催していない様だ。経費の無駄ではない
か。

262 女性 60代 加茂野
高齢になると車の運転ができなくなるため、近くに病院やスーパーがな
いと困る。何か対策を教えてほしい。

266 男性 40代 太田
・行政サービスの見直しと縮減
・市議会議員の減員
・生活道路など日常生活に密着した部分のインフラ整備

267 女性 30代 古井

カミーノなど女性が活躍する社会を…というのは魅力的だと思うが、幼
稚園や保育園、学童には入りにくい、小学生が遊べる児童館が加茂野し
かない…と子育てをしている人達にとっては、働きながら安心して働け
ないと思う。私も子育て世代だが、子ども達のことについてはかなりの
不安がある。

270 女性 20代
下米田・
牧野

BBQができる場所ができたのはとてもよかった。

271 女性 40代 蜂屋
・自治会活動の縮小(無駄の排除)
・市民運動会の廃止

273 男性 60代 加茂野

65歳以上の高齢者層が20％を越える美濃加茂市。このシルバー層が若手
層を支援するまちづくりのため、シルバー人材センターをより活用して
働く場を提供し、現役世代を支えると共にシルバー自身の健康のために
働く事を積極的に推奨してほしい。市広報にももっとシルバー人材セン
ターをもっとアピールしてほしい。

274 男性 60代 古井
少子高齢化に合わせて行政も変わるべき、リーダーシップを発揮してほ
しい。

277 女性 30代 太田

・病児保育が利用しにくい。子どもが熱を出すのは急なので、前日に予
約が必要だったり、週末は金曜までしか予約できないなど不便。流行性
のものは預かってもらえないということもあり、結局利用しなかった。
・ファミリーサポートが利用しにくい。毎回連絡をしなければいけない
のが面倒だった。WEBなどの利用予約できるものがあるといいと感じた。

279 女性 80代 三和
あいあいバスの運行ありがとうございます。ほたる線をうれしく利用し
ている。末永く続けて頂けるようお願いしたい。

- 6 -



市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

280 女性 80代
下米田・
牧野

アンケートが長すぎて途中やる気が失せる。火災の放送をやめてほし
い。流しているのは美濃加茂市だけ。

284 男性 70代 三和

日本の司法当局は正しく機能していない。警察活動にしろ、不正、怠慢
が目立つ。裁判にしろ免罪のオンパレード。前市長藤井さんもその被害
者。司法が正しく機能しないと市民は心から安心できない。公務員の
人々は身内のことで分かりにくいと思うが？マスコミの姿勢も権力のチ
エツを行っていないことが多い。義務教育中に正しい民主主義を教える
べきだが文部省自体腐っている。

292 男性 80代 蜂屋

・市民病院の建設、介護施設。設備として障がい者の受け入れ、老人の
ひとり住み生活支援部屋、急病人の診断
・各町内月１回のアンケート調査
・ひとり住まいの人の安全確保等

296 男性 30代 伊深 公園の整備・増加、子育て支援、街灯が少ない

299 女性 20代 山之上

美濃加茂市には大規模な企業が少なく、いつか企業が追い出される気が
する。工業団地はできたもののそこに市民住宅がいくつか建ててある。
企業にとても冷たい対応な市、美濃加茂。私の友人は優秀な人が多く、
首都圏に行ってしまった。名古屋の企業に就職できたとしても、通勤す
るのも美濃太田駅からでは名古屋駅に出るのが非常に不便で、美濃加茂
を出て、名鉄名古屋本線付近で暮らし始める人が多い。せっかく教育体
制を整え、優秀な人材を育成しても住みづらさで結局は市外へ行ってし
まうのではないか。とにかくJR鵜沼駅と名駅の乗り換えが悪すぎる。あ
れでは公共交通機関の利用を推進することは全くできない。長野県諏訪
にある旧街道を見たら、美濃加茂の旧街道は手が加えられていて、観光
客を呼び入れることは全くできないと思う。市が中山道活性化に力を入
れている意味が分からない。多額の補助金を出す意味はない。中山道は
すでに終わった街。多額の税金を必要ないところに使わないでほしい。
もう少し計画的にまちづくりをしてほしい。美濃加茂ほど国道に恵まれ
た町はないのにうまく活用していない。

300 女性 50代 加茂野 中学生の通学(自転車)が度転写道路があるとよいと思う。

303 女性 30代
下米田・
牧野

子どもが利用する施設が古いと思う。若い世代の家族が増える中、施設
だけが古いのが目立つ気がする。子どもを行かせたい、遊ばせたい施設
ができるといいなと思う(支援センターや保育園)

310 女性 70代 太田 駅前通りの活性化、中仙道の活性化を望む

313 男性 70代 古井
市役所から市内全地域にスピーカーでお知らせ情報などはっきりと聞き
取れない場合がある。何かいい方法はないか。

315 女性 50代 太田

観光客を増やすため、むやみに税金を投入する前に、自然と他から来て
もらえるような、今まで受け継がれたものや自然を大切に守り、市内の
人達にも多く知ってもらえるよう、市報などで広めて、皆で大切に守っ
ていくと、それがやがて、もっと財産の１つになれてよそからも注目さ
れていくと思う。また、子ども達も色々な経験、交流をたくさんするこ
とでよい成長をしていくと思うので、今以上に気軽に参加できる機会を
子ども達に与えてあげたい。子どもは大切な宝。

325 女性 70代 古井

最近特に北側に多くの商業スーパーなどができているが、それでは駅南
のほうはもっと中仙道までの街を古い街並みにしたり、仲仙道を整備し
て多くの人が来るようにしてほしい。先日の水道断水や電気の件で今ま
で当たり前にしていた生活を少し見直した。市のほうでも井戸を持って
いる人の数など見直してほしい。

329 女性 60代 加茂野
太田駅前の空き店舗を少なくしたり、昔のように人の賑わいがほしいと
思う。

330 男性 60代 加茂野 最低賃金の上乗せ

331 女性 50代 三和

少子高齢化の今、親としては子ども、孫たちが安心して過ごせることを
望むばかり。「あると便利、なくても平気」少し不便な所もある土地だ
が、のんびりとした生活に満足している。ただ、健康だけには気を付け
たい。

333 女性 50代 古井

荒々しい自然環境の中、子ども達を安全に体を動かせる場所の確保、子
ども達がのびのびと動き回れる自然を身近に置く。高齢者がうまくボラ
ンティア出来る環境を整える。高齢者を利用して何か生み出すことは出
来ないか。元気な高齢者の多くは、元気で何かしらの生きがいを持って
いる。何かやりたくてうずうずしている。

337 女性 60代 太田

・生活保護の不正受給の防止(実態を調べる)
・議員人数の削減(16人もいらないと思う)
・若い人が他市へ出て行かない様にしてほしい
・公共事業の適正化

- 7 -



市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

338 女性 70代
下米田・
牧野

里山公園が人が集まるところにしてほしい。加茂郡の人達が美濃加茂に
集まる中心の町になってほしい。

339 男性 70代 古井

老若男女、誰もが笑顔で暮らせるまちづくり。美濃加茂市における65歳
以上の高齢者は12854人(22.65%)、18歳までの若者は11249人(19.8%)(い
ずれも30年10月現在)。今後行政を考える上で確認すべき数字だと思う。
若者の健全育成と高齢者への福祉充実、この２つをうまく成し得たと
き、そこは笑顔あふれる街になると思う。そうすれば企業も自ずと美濃
加茂市に対して投資してくるのでは。

345 男性 60代
下米田・
牧野

教育の現場では多文化共生や子育て支援に課題を抱えている。50年後の
社会に向けて、正しく生き抜く日本人の教育が求められていると思う。
市民の意識をより望ましい方向へと変えることが大切であると思う。

346 女性 20代 加茂野
もっと美濃加茂市でご飯を食べたり、遊んだりするところが増えてほし
い。

348 女性 30代 蜂屋

・財政難の時代、特別人気の観光地もないように思うので、広い土地に
企業を誘致したり、働く世代が増えるようにしていってはどうか。
・子育てしやすい街をアピールする。
・子育て支援は充実していると感じるが、子どもが欲しい人への支援に
も力を入れてほしい。目の前のことだけでなく、目に見えないところへ
も目を向ける行政は大事。周りに子どもが欲しい人はとても多いが、な
かなか声を出せない。まだまだ理解が進んでいないことに悲しみを感じ
る。

351 男性 50代 古井

良くも悪くもお役所と言われている行政だが、今後は新しいものにどん
どん取り組んでいく組織であってほしい。他の自治体や市民から美濃加
茂市にはこんなにいいサービスがあるから住んでみたいと思われるよう
な特徴があるとよい。そのためにはもっと市民、民間の声をどんどん
拾ってほしい。

353 女性 60代
下米田・
牧野

共働きを安心して継続できる子育て支援(子どもが集える、大人と触れ合
える、安心安全な居場所、預かり場所)を進め、どの子どもも自分の多様
な能力を育成できる学校以外の身近な地域の居場所づくりを進め、大人
が将来の子供の手本、指針となれるようにする。多くの人のボランティ
ア活動を推し進め、高齢者も生きがいを得る場を工夫する。市民主体で
「いきいきみのかも」を推進する。ボランティアが当たり前とする市民
づくり。

354 女性 20代 古井 美濃加茂にまた戻ってきたいと思える市にしてもらえると嬉しい。

356 女性 50代 太田

先日、多文化共生交流会に参加し、美濃加茂にも多くの外国人が働いて
生活している。また、家の周辺にも新しく家を購入し生活している。い
ろいろな思い方、感じ方は日本人同士でも難しい中、外国の方との生活
感も違うのだから、互いを知合い共に住みやすいまちづくりが大切だと
感じた。

357 男性 60代 古井
企業誘致して社員を市民からたくさん採用するように働きかけること。
ただし、環境に変化がない企業がよい。

364 男性 40代 古井
一部の事業所だけを特別扱いすることだけはないように、全事業所に目
を向けて公平に取り扱うように。

373 男性 80代 古井
課題を解決するときは老若男女の意見を十分に聞き、実行に移してもら
いたい。

374 女性 70代 太田

今は車に乗り、仲間との時間を大切にと、できる限り誘いに出かける毎
日で有意義に過ごしているが、あと数年で免許証の返納を考えている。
その時からが、認知症にならないとも限らず他人事ではないと思う。衣
食住に心配のない次年であるようお願いしたい。

376 女性 50代 太田

・高齢化に向けて、大型小売店に依存せず、地域に根差した商業も重要
になってくる(高齢者の運転ができなくなることで買い物難民の備え)→
公共交通機関が充実していないと地域は孤立化してしまう。
・このアンケートでは、どちらとも言えない、普通は分からないという
意味でもある。子どもがいない人に子育て環境を聞かれても答えられな
い。
・工業誘致も大手工場だと切り捨てのリスクがあることも考えてほし
い。

379 男性 70代
下米田・
牧野

農業の後継者がいなくなり環境が悪くなる。
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市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

382 男性 40代 山之上

・農家、果樹園の後継ぎ不足等に対して策を講じる必要がある。
・果樹園は聞くところによると、宅地などに美濃加茂市の条例にひっか
かり、変更不可と聞いている。変更できないのであれば、美濃加茂市が
地主に、月または年間補助金を出し、美濃加茂市が人材を育成しなが
ら、静観を守っていくべきではないかと思う。

383 - - -
自治会が負担。人数や住宅が増えていくところは良いが、減る一方の部
落は大変。不公平な役員の決め等問題がある。まちづくり…自治体組織
の強化！と言われると…。

384 男性 60代
下米田・
牧野

水道代金が高すぎる

385 男性 30代 加茂野
これから子どもが生まれるので、安心して安全に子育てのできる環境を
整えてもらえるといいと思う。

386 女性 80代
下米田・
牧野

狭い道、山道等の巡回と補強。

393 女性 20代 太田
台風などの災害時に危険になるようなところの見直し、対策をしてほし
い(空き家などを含め)。

395 男性 40代 太田
・JAめぐみの養豚場のにおいがひどい。
・前平のプールがもったいない。

407 女性 70代 古井 景観損なわない建築が望ましい
412 女性 80代 太田 自治会役、行政指導者不足。指導者の怠慢。

414 女性 50代
下米田・
牧野

・子どもが住みやすくするために公園等(室内）つくってほしい。
・保育園を大きく建て替えてほしい。
・無駄な工事(何度も掘り返している)はやめてほしい。
・安全に住める、遊べるようにパトロールしてほしい。
・税金を有効に使ってほしい。
・市会議員の給料払い過ぎ。

417 男性 70代 古井

まだまだ働ける年齢らしき人が生活保護を受け遊んで、パチンコを毎日
している人を見かけると腹が立つ。公共施設の草取りや色々な仕事があ
ると思う。それをこなして時給いくらというように制度を変えたら少し
は働く意欲は出てこないのか…？遊び癖がつた人にはダメか…？受給を
受ける人の適正な審査をする人数を増やしてみてはどうか。

427 女性 70代 古井

駅の北側の開発が一挙に進んでいるようだが、周辺の住人には何の説明
もなく、どんな企業あるいはどんな団体が入って来るのか何となく不
安。それに、田んぼがだんだんとなくなることも先行き不安になる。市
はどのように考えているのか。

430 男性 60代 太田 駅前の活性化、自然環境保全

432 女性 70代 古井
高齢化社会に向けて施設の利用料金の補助を増やしてもらいたい。介護
保険を有効に使いたい、使えるようにしてもらいたい。在宅医療の向上
を願う。

433 女性 40代 太田

今年の夏の断水の際に最寄りの給水所に行ったが、待っても待っても車
が来ない。職員に尋ねても分からないとの返事で確認もない。随分腹も
立ったが、役所はこういうものかと思い知った(３時間も待っていた)。
後で知ったが、全ての給水所がパニックだったとのこと。このアンケー
トもあまりに大ざっぱな質問で、アンケート結果を出しても役に立たな
いと思う。私としては美濃加茂市報の紙はコストがかかりずぎていると
思う。表紙がカラーでなくても、内容を充実させればよいのでは。

435 男性 40代 加茂野

・教育が充実し、若者が活躍したいと思えるまちづくり
・ブラック企業と呼ばれる、市民に重大な損害を与えるような企業の厳
しい監視
・ひらかれた行政で、各自治体が目標としたくなるようなまちづくり

436 男性 80代
下米田・
牧野

・美濃加茂市の中心である駅前の市街地区整備をして、買い物しやすい
ようにするとよい。
・もっと無料駐車場を作ってほしい
・少子高齢化が進んでいるとき、もっと若者の出会いの場をつくってほ
しい。男女交流センターなど。
・小学生の時からあいさつ運動をしてほしい(おはようございます、おや
すみなさい)

437 女性 40代
下米田・
牧野

子どもの医療費無料を高校までにしてほしい
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市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

439 男性 30代 古井

税金ありき。増税は構わない。「義務を果たして、初めてサービスを受
ける」という基本に戻る必要あり。平等は義務の上に成り立つことを学
ぶ必要がある。独身の頃の市民税が高すぎだった。市民の窓口は個人の
年収を調べて知人にベラベラ喋るな(福祉課の窓口の人)。

441 男性 70代 古井

他の市町村から転入して50年以上過ぎた。とても住みやすい美濃加茂市
だと感じる。私の住んでいる所も高齢者が多く、仲間とマレットゴルフ
に出掛けるが(潮見など)、残念ながら美濃加茂にないため淋しい気がす
る。孫たちに住んで良かったと言われる美濃加茂市を願っている。伊藤
市長さん頑張ってください、期待しています。

443 女性 80代 太田 新庁舎計画は現在地が一番いいと思う。一番便利がいい。

445 男性 60代 伊深

コンパクトシティみのかも。みのかもの未来像を持つとコンパクト化し
たものにしよう。私達は今の生活がもっと良くなればと望みがちだが、
重要なのは20～30手の後、あるいは50手～100手の奥深い行政の容認。社
会福祉の向上、安心安定した永住できる都市づくりを目指してもらい、
度々行政における適切な人員配置。議会制度の活性化と議員定数減を。
身軽に動ける交通、例えば市民タクシー設置等すべて軽量化。

446 女性 60代 古井

まず自治会の全員参加を義務付けてほしい。若い人が入居しても自治会
には入らないため、地域の色々な行事に参加せず名前も覚えられない。
この先災害などあった場合に人員の把握か難しい。自治会に入っている
人だけが色々な作業に駆り出されるのにも不満(利用はしっかりしている
のに)。

447 女性 30代 太田
産業の発展、街の活性化。あいあいバスの復活などよい取り組みだと思
う。交通の不安解消のため、信号(方向指示)の充実を検討、見直してほ
しい。

449 女性 50代 太田 アンケートの設問数が多すぎる。

450 男性 70代 古井

自治会員に対する支援をもっと強化してほしい。新規入会が少なく、退
会が増加している。自治会入会にメリットが少なく、日常生活になんの
支障もない。会の主業務が配布と各種団体の集金係になっている。非自
治会員に対して、市として何を行っているのか。特にゴミ問題。

458 女性 80代 太田
朝早く雨の降る日に、小学校の低下学年が大きなかばん背負っている姿
見ていると大変に思う。市のバスを使用したらどうか。

459 男性 70代 古井 緑の街にするため、古い樹木を大切に保全する。
460 女性 50代 古井 北部地区の開発゜

461 男性 50代 加茂野

「市民参画・協働のまちづくり」は響きはよいが、誰も責任を取らない
体制になる。市職員が本物のプロであれば、正しい選択ができ。素人の
市民の暴走とも言える意見に惑わされることもない。行政の専門家とし
て誇りを持ってまちづくりを進めてほしい。

464 男性 70代 古井 介護が必要になっても安心して暮らせることを望む。

473 女性 60代 加茂野
45年前に住んでいたが、その頃に比べて市民が少なくとても寂しく感じ
る。活気もない。可児市のように○○団地はあまり感心しないが何か活
気が出るような方法はないのか。

477 女性 60代 蜂屋
医療・福祉・教育が充実し、安全で美しい街であってほしいと思う。働
く場所があれば人は集まるでしょうが、次の世代、その次の世代も働き
続け、住み続けることができるように、長期的視点での政策を望む。

480 女性 30代 古井

いつも美濃加茂市のためにありがとうございます。今回のアンケート用
紙が大変分かりやすく、「もう少しです、がんばってください」と声が
けが入っていて、市民への思いやりが感じられ嬉しく思った。国会でも
そうだが、生活に不安がない人達が本当に苦しんでいる人の気持ちも分
からず、全くトンチンカンな議論をしている。なので、市民の皆の意見
を取り入れることは難しいと思うが、このようなアンケートや、市の窓
口などで意見を聞いてもらい、困っている人目線に立ってほしいと思う
(実際に不便と意見が出ているところに行くなど)。

485 男性 40代 蜂屋 人口が増えるといい。増やすための課題を皆で考えたい。
488 女性 40代 古井 おんさいで萩野目洋子を呼んでほしい。
490 男性 40代 加茂野 富加町半布が丘公園のような楽しい公園があるといい。

496 女性 60代 太田
市民講座(例えば運動講座など)、平日昼間のみの開催ですが、関市は
夜、若草の集まって開催している。美濃加茂市も夜の講座を作ってほし
い。昼間は働いているので参加ができない。
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市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

498 男性 30代 加茂野
インフルエンザの予防接種で、子どもの接種費用の助成、補助をしてほ
しい。

501 男性 20代 古井 地域活性化のための娯楽施設の向上。
503 男性 60代 山之上 シルバーの協力と活用により環境整備の強化

504 男性 40代 古井

今は湧水が飲めないが、湧水を飲める環境を整え、水で特産物をつくっ
て売り出してほしい。飲めない湧水ではせっかく水が豊富でも宝の持ち
腐れ。湧水が飲める街としてアピールする、美濃加茂市で水力発電を考
える。

506 女性 80代 古井

毎日あちこちで市の赤バスに出会うがほとんど乗っている人を見かける
ことがなく、私自身もずっと前に始まった当初に乗った１度だけ乗車し
たのみで、なかなか都合よく利用できなくて、ついタクシーで行かざる
を得ない状況で残念。年老いて車の運転をやめて、とても不便を感じて
いたらいたらどうにもならず気にはなっている。

521 女性 60代
下米田・
牧野

負担ぞは仕方ないが、役所内の人の多さに驚く。

524 女性 40代 加茂野
福祉・医療が充実した住みよいまちづくりをしてほしい。交通安全、危
なくないまちづくりを。カーブミラーを取り付けてほしい。

526 女性 80代 太田 美濃加茂市がもっと多くの人口になりまように。

527 男性 40代 古井

福祉サポートや健康サポートは充実しているし、とても住みやすく、太
田駅もあり、電車もあり、自然や中山道会館など観光と御代桜の地酒、
なし、はちやがきなど名産もあり、とてもいい街だと思っている。これ
からも障がい者も健康な人も共に支え合える街であっていけたらと思っ
ている。美濃加茂市の賢明な取り組みにいつも感謝している。

528 女性 30代 伊深
地域で働く(医療、行政機関等で)人たちが個人情報の保護を徹底できる
ような対策等を考えてほしい。罰則なども。都会に比べて意識が低すぎ
ると思う。住みづらいと思う点。

529 女性 40代 古井

・市バスが利用しづらい。タクシーを活用したらどうか。
・高齢者世帯の見守り充実。
・みのかもやきそばが消えた。
・介護保険の使い方を知らない人が多い。

531 男性 60代 加茂野

人口を増やす施策を主流にする。それには災害に強く、安心して子育て
ができる、働く場所がある、町村のエゴを取り除き、市一体となって取
り組めるものと考えるべき。自治会の加入率が４割なので自治会そのも
のの意味があるかどうかと思う。

532 女性 60代 古井 防災無線を各家に１個、街灯の充実。

533 女性 80代 太田
やたら大きな商業店舗が競い合ってできて、田畑が消え、人口減少の
今、その後どうなっていくのかと思う。進出したお店が将来撤退したと
き、その後は大丈夫なのか。

537 女性 30代 山之上

せっかく太田宿というものがあるのに、それを活かした観光産業をなぜ
しないのか不思議でならない。唯一あった昭和村という有料施設も無料
の面白味のないただの公園になってしまい、なぜあの大きな土地を、有
料プールや動物園などの大きな財源にできる施設にしなかったのか訳が
分からない。それで財源不足なんて、未来につながる投資もしないで発
展なんてするわけがない。せっかく高連とつながっていて、他県の人か
らも財源となる利益がもたらされる土地なのに、なぜ無料の公園にした
のか。保守的で、今より悪くならないように、現状維持できればという
発想ばかりでこんな面白味のない市が都市として発展するわけがない。

538 男性 60代 太田
若者の働く場所がある、生活を営むことができる美濃加茂市であように
願う。

541 男性 30代 蜂屋

以前、市長と直接お話しする機会があった。こちらの要望に対し「それ
は素晴らしい、すぐにやります」と言っていただいた。それから５年近
く経つが、何も変わっていない。今回もこのようなアンケートを行うだ
け無駄なのでは。市民の意見を聞き流すだけなら、こんなアンケートに
税金を使う必要は無い。

544 女性 40代 蜂屋 防犯カメラを設置したり安全対策を行なってほしい。
546 男性 50代 太田 駅前南の活性化。

548 女性 80代 山之上
私は現在82歳で、この歳になって、意見・提案などない。ただ美濃加茂
市が住みやすく発展することを望んでいる。

551 男性 50代 加茂野
障がい(知的)を持つ息子がいて、親が息子の面倒を見られなくなったと
きのことを考えると不安。グループホーム等の施設を建ててほしい。

559 女性 40代
下米田・
牧野

活気がありながらも、ゆったりとゆっくりできる街であってほしい。田
舎のよさはそのまま。人は温かく、厳しい決まりばかりで固めるのでは
ない田舎のよさを維持してほしい。
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市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

563 男性 50代 加茂野
・あいあいバスの発着本数の充実
・商店街のにぎわい復活

564 男性 60代 太田

・目立つことをやる市議会議員はいるが、市のため、市民のためと動く
議員は皆無に近い。
・このアンケート調査は一度にやるには多すぎる。
・当市在住30年が過ぎたが住み始めた頃より愛着が持てなくなっている
のは何故だろう。

567 男性 70代 古井

旧市街地の道路が狭く、入り組んでいるところが多い(特に下古井地
区)。道路の整備が必要。
・ゴミ置き場は自治会まかせでよいのか。住宅地とすると同時に、市が
責任を持って用意すべきでは。

568 女性 60代 太田
70歳近い私にとって健康で１日１日を楽しく過ごせれば何も思うことは
ない。

569 男性 60代 太田 自転車の歩道走行の抑制、横断歩道の横断妨害対策。

572 女性 30代 太田

公共交通機関(特にバス)が少なく、高齢者や通学に不便だと思う。もう
少し充実できるとよいと思う。近年ゴミ屋敷問題が話題になっている
が、近所にも(西町４)、ゴミが目立つ家があり、景観が悪い。行政は何
かできないのか。また、野焼きの煙があらゆるところから流れてきて少
しは制限できないかと思う。

574 男性 70代 伊深

現在の部長制を廃止し、現課長にもっと権限を持たせる(今のおかざり的
部長は必要ない)。そのかわり、副市長を２名にする。そこで１名を市役
所内部の仕事を担当し、もう１名は市全体(市民への対応も含む)を担当
することとする。これによって不必要に部長の顔色をうかがうことな
く、課長がのびのびと仕事ができるようになると考えられる。

579 男性 30代 古井

問30にも書いたが、30代独身には行政的な恩恵はあまりリアルではない
(図書館等を利用できる事は感謝している)。なので、雇用がリアルだと
記載した。ずっと住むことを考えると、やはり雇用の不安が減ることが
安心につながり、かつ教育・福祉に目が届きやすくなるように感じてい
る。

581 女性 30代 古井
税金で行っていることを忘れず無駄にしないように必要なことを見極め
てほしい。

587 女性 60代 古井

今はまだ自由にどこにでも行けるが、歳を取って車が運転できなくなっ
たときのために、あいあいバスの活用が必須になると思うが、今の路線
では使いにくいので困る。病院までのアクセス(病院の受付時間に間に合
わないので利用できない)、買い物に行くのに便利な方法をもう少し検討
してほしい。今は学生が乗るようになった(とてもいいこと)と聞くが、
運賃を上げても便利ならば皆が乗るようなバスにしてほしい。

589 男性 30代
下米田・
牧野

市と教育の連携。学校現場にリスト(行政・歴史)を送り、必ず１年に１
回は教室に来て授業をする(ワークショップ・講義等)。

591 男性 40代 蜂屋 駅前の発展、開拓。
593 女性 60代 古井 パソコン教室などでネットに接続できるようにしてほしい。

595 女性 70代 山之上

自然に恵まれて空気も綺麗で、団地もあまり多くはないとてもいい美濃
加茂市だと思う。今後、高齢者が増加すると思うので、70歳～90歳以上
の人が、明るく元気で集まって、楽しく過ごせる公共の場所があればと
希望する。

596 女性 60代 太田 可児市から名鉄の延長

598 女性 60代 古井
各自治会の役員の選出の時期にいつも思うが、自治会長をはじめ、各役
員が誰でもできるような内容に改善する必要があると思う。誰もが自治
会活動に参加できる体制づくりにご一考を。

600 女性 50代 古井
今後高齢者が増え、ますます医療福祉の充実が必要になると思う。まず
は健康で、医療機関を頻繁に使わないことが一番だが、健康づくりのた
めのイベントや講習など市でたくさん開催してほしいと思う。

604 女性 70代 太田
あいあいバスの件。居住地及びバス停からバス停が遠く、色々と事情が
あり利用しづらい人が結構いる。多くの人が利用できるようにいい方法
は考えられないでしょうか。

607 女性 30代 加茂野

子どもが中学生まで医療費無料を続けてもらえるとありがたい。災害に
強い市づくりをしてほしい。通学路に横断歩道をつくってもらったり、
児童が安心安全に通学できる環境を整えてほしい。現在横断歩道がな
く、とても危険。

617 女性 40代 山之上
高齢化社会に向けて、遠い親戚より近い隣。まず、自治会内が寄り添え
るまちづくりが大切なのでは。色々と簡素化してきている。

618 女性 70代 古井 高齢者を見捨てないでほしい。
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市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

619 男性 60代 蜂屋
住宅火災における広報のあり方。特に深夜の場合火災地限定で広報てほ
しい。また、鎮火のアナウンスは要らない。

622 女性 40代 古井

小中学生に防災頭巾を配布してほしい。学校での避難訓練の際、教師は
ヘルメットをしているのに子ども達には何もない。各学校では予算の問
題で購入できないそう(伊深小ではPTAで購入したそう)。通学用の黄色い
帽子より大切なのでは。また、文化会館の部屋の予約がネットなどを利
用してできるとありがたい。

623 - - -
・美濃太田駅前の活発化
・美濃加茂市の顔づくり
・若者の集客と活気

625 男性 70代 古井

他県、地市町村から美濃加茂市へ一度行ってみたいと思わせる特色のあ
る美濃加茂市をさらに強力に進めてもらいたい。観光客が増加し、活気
のある市となることを望む。また、イベント１つ見ても、主催者等、一
部の人だけが楽しんでいて、全市民が参加できるような手法を考える必
要があると思う。

626 男性 60代 古井 市内の業者へ優先した業務発注をし、お金を循環させる

629 男性 60代 太田
自治会要望にすぐ対応してくれない市に何も期待しない。クリーニング
代を要求したい。

631 男性 30代
下米田・
牧野

子育てがしやすい街にしてほしい。特に保育園(希望したところ)に入れ
ないのは残念だと思う。生まれ育った町で自分の子どもたちが生活でき
る環境づくりが必要だと思う。今のままでは他市に出て行くと思う。

632 男性 80代 -
私の住んでいる所は八百津町と美濃加茂市が混ざっていて、市営のバス
がここを通らない。そのため、後期高齢者が太田まで行くのに不便を感
じている。もう少し八百津町川まで来てほしい。

634 男性 60代 山之上

農地転用が厳しく荒地が活用できていない。結果、商店もコンビニも一
店舗もなく、地域住民が不便な思いをしている。今後も高齢化が進み、
農業が維持できず、耕作放棄地がますます増加すると思われ、対策が必
要だと思う。

638 女性 40代 古井

・市役所の方が他国(フィリピン、ブラジル、アメリカなど)の方にも読
みやすいその国の言葉の広報みのかもや、回覧板が必要
・断水時になど、独り暮らしやお年寄りの方の家まで水の配布、困って
いる人に手を差し伸べてほしい。車に乗れない人はどうすればいいの
か。
・毎回広報紙にアンケート用紙を付けてみるとよい。
・縦割り行政→横のつながりを大切にし、すばやく行動してほしい。断
水時の時の様子を見ただけで心配になった。取りに来てという放送とめ
どが立っていない放送は何なのか考えてほしい。何かあったとき“助け
て”ほしい。

640 女性 60代 蜂屋
充実した医療を受けられる市民病院の設立とショッピングモールの誘致
を希望。

643 女性 20代 太田

・道路をつくる(土岐、多治見方面に行きやすい)→渋滞をなくしてほし
い(道が狭く、大きい道路はあるが抜け道があまりない)
・人が集まりやすく、ショッピングや遊ぶところがほしい(大型商業施設
をつくり、若者をたくさん呼ぶ)

644 女性 50代
下米田・
牧野

このアンケートは実際に役に立つのか。アンケートのための用紙代、送
料、集計する時間と人件費も税金から出ていると思うので、無駄なアン
ケートならしない方がいいのでは？

645 女性 70代 古井

何か不安な日々、自然災害の異常さ(大変な時代)、犯罪(凶悪)が多く、
自分の身の上のことのようで、不審な電話など本当に胸が締め付けられ
る。昔のように近所同士ということが薄れて寂しい気がする(個人情報な
どと言って)。会話が少ない老人の私だけが思うことなのか？ずっとずっ
と日本語を大切にし、できるだけわが市だけでも使い、親愛を深めて少
しずつ原点(昔)に戻るようにすべきと願う。

649 女性 60代 蜂屋
どこへ外出しても美濃加茂市に帰ってくると、美濃加茂市に帰ってきて
よかったなーと思う。美濃加茂が一番の故郷。

652 女性 70代 古井 若者が住みつく街に。近所同士仲良く過ごしたい。

658 - - -
愛知(名古屋)に行く来るが、通勤通学を入れ、バスを岐阜清流里山公園
から長距離バスを出すなどすると、通いやすくなるのでは。

659 男性 70代 加茂野
市民あっての市政、常に市民と共に、市民のための行政をお願いした
い。
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No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

660 男性 40代 加茂野

色々な姿がある美濃加茂市なので(東西南北)、人口(未来がある子ども
達)が多くなった街だからこそ、今から将来を背負う子ども達のために、
多種多様なレールをつくって活躍が止まることなく、岐阜県を代表した
町であったらと思う。美濃加茂へ越してきて本当によかったと常に思っ
ている。

662 男性 70代 蜂屋 職員(女性)のふっくらの方が多すぎる(失礼ですが)。

666 女性 40代 太田

・あいあいバスの本数が増えて使いやすくなった
・駅の北口南口の乗り場か分かりづらいのか、おじいさんに質問され
た。時間がなくて案内できなかったため気になった。乗り場は駅の反対
側とは伝えたが…。
・駅前が歩きづらい。閑散とした雰囲気で観光に向いていない。夜は怖
い感じがして１人で歩きたくない。
・災害時の水の問題、停電より困った。

668 男性 20代 蜂屋 住みやすい街にしてほしい。

671 女性 60代 太田

街をどんどん広げるだけでなく、元々の街にも若い人が住み、元気ある
町をつくってほしい。小さな輪を広げてつなげて、美濃加茂市が住みよ
くて、元気な街になってほしい。空き家を潰すだけではなく、若い人向
けの住宅、アパートにして、空き地や空き家がない街にしてほしい。

674 男性 40代 加茂野
・働く世代へ支援の充実。
・ペットも豊かに暮らせるまちづくり(ドッグランなど)。

677 男性 70代 古井 市のリーダー(市長、議員)が真剣に行政を行うこと。

678 男性 50代 古井

もう少し市民に分かりやすく全体に伝わるようにしたら市民としてもと
てもよく、美濃加茂市としてもいいと思う。放送の公報で起きているこ
とは伝わったが、庁舎を新しくしようとしていたり、キャッチフレーズ
があると知らなかったので、大変だと思うが、美濃加茂に住んでいる人
に届く配慮をしてもらえると嬉しい。

687 男性 60代 蜂屋

・食料品の購入を富加町羽生(バロー、ゲンキー)でしている。中蜂屋地
区内に店がほしい。
・国道418号の南方位、下蜂屋桑下地内に水田を所有している。接面する
市道の方面の除草を私がやらずにおいたら(市道の方面を自費で刈払いし
てもよいかと思ったが越権行為)、他人が何でやらないのかと叱責された
が、私はやる気がないのでそのままほったらかしにしているが、いつ叱
られれるか心配。なるべく現場に行かないようにしている。
・行き止まりの市道に接面した土地に住んでいるが、その市道が狭く、
すれ違いができないのに、すれ違おうとするため、私の土地(宅地)に無
断進入する。おかげで侵食された市道には待避所もない。こんな場所に
建築確認したのか。

691 女性 80代 古井

自身老人の望むことで申し訳ないが、せっかくできたあいあいバスのこ
と。アピタ、バローに行くには美濃太田北口で寒い日でも暑い日でも15
分待たなくてはいけない。それも回数も少なく、車の免許を返納した者
にとっては辛い(森山の者)。目的地に行っても帰りはまた時間が合わな
く、買い物に１日かかる。せっかくのあいあいバス。せめてスーパーに
行ける便を節に節に望む。

696 女性 30代 古井

私の家の周りには、畑や空き地で草やゴミを燃やす人が多数いる。ひと
りの人が燃やす頻度が週１～２回であったとしても、多くの人があちこ
ちで燃やすので、毎日のように野焼きの黒い煙の被害にあっている。天
気のいい日に外干ししたくても、洗濯物を外に出せなかったり、換気し
たくても窓を開けることすらできない。一番困っていることは、うちの
子どもが少し喘息気味で、野焼きが始まると、その煙を吸って数時間咳
が止まらないこと。これでは安心して外で遊ばせることができない。こ
みのような状況で環境保全していたり、子育て支援が整った街といえる
のか？実際に困り果てて引っ越したいと思うことがある。もう少し市と
して野焼きに対して取り締まりをするなど行動を起こしてほしい。

697 男性 50代 古井

政治に感心がないが、たまに行ったときは各窓口へ行く。職員は一生懸
命にやっているが、決められたことを決められたときにすべきという精
神が職員の思考の柔軟性をなくしている。一般企業経験者を幹部に迎え
入れ、人事もも任せれば職員のレベルアップとなり、行政もよくなり、
市民も行政に関心を持つようになる。今の低レベルのままでは発想も陳
腐で型通りのことしかできないだろう。このアンケートも何をしようと
しているのか分かるが設問が型通り。市へアドバイスする人も大したこ
とないレベルだろう。市がよくなる、発展することを願うので厳しいこ
とも言う。

698 男性 70代 古井 これからの市を担っていく若い人たちを大事に。
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No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

699 男性 20代 古井
アンケートに答えたらクオカードや図書カードのサービスがあるとよ
い。

702 男性 70代 古井 力でねじ伏せる行政でないことを願う。

704 女性 50代
下米田・
牧野

実家がある恵那市は統合してからいつ訪れても活気がある。子育てしや
すい街になっていると聞いている。介護予防にも力を入れているよう(美
濃加茂市は介護予防にはなかなか予算が回らないようで残念)。それらを
参考にし、これからの活気があり、住みやすい街になることを望む。

706 男性 70代 太田
大田地区においては高齢化が進んでいるため、商店街には活気が地域の
活性化、高齢化対策を実施し、自治会活動の支援、観光誘致(中山道から
の脱却)、駅前通の再開発を望む。

709 男性 50代 蜂屋
自治会役員に負担を強いるのではなく、活動ができるよう、市役所も積
極的に自治会活動に対して動いてほしい。

710 女性 70代 古井 高齢者が安心して住める施設を増やしてほしい。

713 女性 20代 太田 ふるさと納税は美濃加茂市ならではのものがいいと思う。
714 男性 70代 蜂屋 防災無線が聞き取りにくくて困る。

717 女性 50代 太田

ガス管や下水工事後の道路があまりにもガタガタすぎるので早急に直し
てほしい。特に紫陽花ロードなどがひど過ぎる。因みに友人の車がその
段差にてタイヤがパンクした。基本的に道路を疎かにする街は、市民と
して恥ずかしい限り。

721 男性 60代 加茂野

国家財政はここ数十年で解消不可能となる程の膨大な赤字を抱えてい
る。日本各地においても少子化、高齢化により破綻自治体が増加してい
る。この状況が進めば、国家も美濃加茂市も破綻の可能性は十分ありう
ると考える。そのリスクを減らすためにも、今から不の財産は減らし、
収入で見合う使い道を考えると共に、借り入れは増やさない。さらに技
術革新の精神で、地域で消費する食物、エネルギー(電力)は地域で生産
(農業、太陽光電力)を行えるよう、工夫する必要があるのではないか。
つまり、美濃加茂地域では自営でやっていける状況を念頭におくことが
必要ではないか。

722 女性 70代 太田 障がい者の人が安心して暮らせる街がいい。

724 男性 60代 古井

美濃加茂市の歴史、文化、自然を全国にアピールし、全国から観光客が
訪れるまちづくりをしてほしい。他の自治体と差別化を図り、個性のあ
る明るく楽しい安全な街になれば、自然と市民はわが街の誇りと自覚す
ると思う。全国に美濃加茂市のよさを発信する機会や手段を考えるべき
だと思う。

726 女性 30代 古井

自治会主催のバレーボール大会や野球大会が開催されている意味が理解
できない。体育委員、役員を決める際、非常に大変だった。野球にしろ
バレーにしろ、マイナー競技を続け、それを自治会に負担させる。やり
たくもない競技ほどモチベーションはあがらない。やりたい人がやれば
よい。そうやって、やらなければいけないような街のため、自治会加入
率も上がらないと思う。また、ゴミの問題もある。自治会で負担してい
るにもかかわらず、未加入者は利用している。自治会に入っていないの
であれば、自治会未加入者専用のゴミ集積場を作り、持って行くべきだ
と思う。自治会への加入メリットがない。負担でしかない。これなら加
入しないと考えてしまう。

727 男性 60代 蜂屋

可児市→フロアーマネージャーが近づいてきて何が必要か尋ねてくる
関市→開庁時に職員が立って市民を出迎え、帰り際にはありがとうござ
いますと送り出してくれる
美濃加茂市→市民の課題解決よりも昔ながらの仕事のスタイルを優先し
ている。いわゆる自己責任で仕事を行うこととは何か勘違いしている

730 女性 50代 加茂野 老後、安心して生活できる街を行政に望む。

731 女性 40代 太田

リバーポートなんて行かない、昭和村に何かつくっても行かない、プー
ルをつくってほしい。もうスーパーや薬局ははらない。どうせ観光なん
てだめなのでラウンドワンをつくってほしい。皆が遊べる場所が必要。
市役所を新しくするなら、カフェなど本当に誰でも集まって楽しめるぐ
らいの民間の何かとくっつけて利用できる場所に。本当の意味で拠点作
りに。商店街マルシェを毎週開催できるような歩行者天国にしてほし
い。

732 - - -
健康に気をつけて生活しているが、歳をとっても高齢者が暮らしやすい
まちづくりをお願いしたい。
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No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

733 女性 60代
下米田・
牧野

あいあいバスの運行について。学生対象に定期券をつくる(１ヶ月3000円
くらい)、回数券をつくる。以前に比べてバスの姿をよく見かけるように
なった。運行回数増加に伴い、市の負担も増えているのではないか。免
許証を返した後に利用できるように、市民の利用が増える工夫をしてほ
しい。

734 女性 40代
下米田・
牧野

断水で大変だったので、もっと大変な災害が来たときに、どのようにし
たらよいか、市として今の備蓄がどれくらいあって、自分ではどれくら
い準備したらよいか詳しく発信してほしい。一般的な準備で本当に足り
るのか心配。

735 女性 20代 加茂野 市長がんばれ。

742 女性 40代 古井
お知らせのスピーカーが聞きづらいので、スピーカーとまた別に何か情
報が取れる方法が欲しい。

743 男性 70代 山之上

田舎は街灯が少ない。各自治体で街灯をつける。山が多くイノシシ等が
道路まで来ている。事故がないように市で施策してほしい。電気代は自
治会で良いと思う。また、市長さんとの会話がない。田舎では交流の場
が少ない。写真だけしか分からない。市長の時間が許す限り来町してほ
しい。

746 女性 80代 古井
色々な問題があって大変だと思うが、住みよい街になるようお願いした
い。

747 男性 60代 加茂野
防災無線が響いて聞きにくい。大事な時に聞き取れない。有線形式にし
たらどうか。

748 女性 40代 加茂野
このアンケートが大変。母子なのに…。支援してもらえずこんなことを
やらされるのは嫌だ。もっと母子の支援を考えてほしい。平等に。

750 女性 20代 加茂野
美濃加茂市では保育料無償化がまだだと聞いた。無償化が少しでも早く
実現されると嬉しい。

754 男性 60代 三和

以前より思っていたが、新規(地域)開発とよく聞く。このことは言い換
えれば、田地区の切り捨てが少しは発生することとなるかも。人口増が
見込めない現在、旧市街(太田駅南、古井町など)のリニューアルに動き
を置かないと、自然や農地の減少になる様な気がする。道路などの問題
があるとあると思うが、グッドアイディアを期待する。最後に、地域人
口を考えると美濃加茂市は商業的に過大評価されていると思う。

757 男性 30代 太田
問11にて財政が厳しいとある。まずは市職員の給与、人員削減をしたら
どうか。サービスを削減する前に自らの改革をしてほしい。次回のアン
ケートには、職員の給与についての項目を入れてほしい。

764 男性 30代 古井 景観があまりよくない。
771 男性 40代 蜂屋 交通の便をよくしてほしい。

772 男性 50代 古井

何事に関しても、日本一を目指す市になってほしい。できないんじゃな
い、美濃加茂市だったら愛知県の長久手市を追い越すことができる思
う。市民、行政、企業が一体になればできる。頑張ろう美濃加茂、No１
city！

773 男性 70代
下米田・
牧野

前半６ページまでの５択、どれかに〇をつけるのは無理があると思う。
よって分からない欄を設けることで、どの程度理解されているかのバロ
メーターになると思う。突然アンケートではなく、少なくとも１年か半
年くらい前にアンケートをする人(する事)を決めておけば、それまでに
関心を持って日常生活を送ると思うので指名アンケートにしてみてはど
うか。

774 女性 50代 伊深
市の情報が伝わりにくい。知らないで終っている行事などがある。市報
だけでは見なかったら伝わらない。人から聞いて知ることが多い。

779 女性 20代 加茂野

年配の方の声が反映されがちだが、地域を活性化したい若者もたくさん
いると思うので、若者が積極的に行動、意見ができ、反映できる場がほ
しい。また、女性(子育て世帯)の働き方を応援しているわりに、預けや
すい環境がなく困っている。職業柄、平日の夕方や土日祝日中心だが、
一時保育は16時までだったり、なかなか予約が取れなかったり、一般的
なごく一部の環境にしか対応していなく、働ける幅が子どもができたこ
とにより減り、諦めることが多くなった。夕方以降の預かりや、病気の
場合、おもちゃや遊具がある、子どもが安心して母親を待てる環境・施
設、柔軟な対応をしてほしい。

782 - - - 年寄りを大事に、無駄遣いしない。

784 - - -
市議会員、選挙の前だけではなく各地域にも目を向けて色々な会などに
出席して皆の意見を聞いたり、議員の考え事を発表してほしい。地方だ
けの議員ではない。

786 女性 60代 太田
私の子ども達が美濃加茂に戻ってきて住みよい街になってほしい。この
ままでは老後が不安。

787 男性 30代 山之上
社会的弱者(障がい者、高齢者)が住める、その家族も自分亡き老後のこ
とを心配せずに天国に行けるような安心の街を望む。
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788 男性 60代 太田

地方に出かけたとき、私はまず駅前を探す。そこがスタートとなり、美
濃太田駅では中山道、清流公園、そこで偉人を知り、土産物、特産品を
知る。駅前を美濃加茂市は大切に思ってないかもしれない。今まではシ
ティホテルがあったが、これからはプラス何かが必要ではないかと思
う。

793 男性 10代 伊深

名古屋の大学に通っている。３人に１人くらいは美濃加茂市の名前位は
知っている。この前三和に行ったら、もう人が住んでいないのではない
かと思うくらい、静かで活気がなかった。三和を救ってほしい。伊深は
なんとか生きている。

795 男性 50代 加茂野

前市長の功罪は別として、美濃加茂市の発信はよく耳にしたりした。現
在の市長にはそれが貧しい。どこの市町村でも同じだと思うが、市の将
来を決めてゆくには、語弊はあるが、先のあまりない議員たちではな
く、今後数十年住んでゆく若い人達が先頭に立ってやっていくのがいい
のでは。

798 女性 50代 古井

市報に文化会館の予定が入るようになり楽しみ。文化の森と共同に、芸
術に触れる機会をどんどん増やして欲しい。10月21日の中仙道の姫行
列、晴天の中で大好評だった。市長もアピールで頑張っているように見
えた。リバポも大盛況。姫を見たさに大賑わいだったが、姫行列が通過
後は閑散としていた。リバポと中仙道は同じ川沿いで、若い人が新しい
店をオープンさせていた。中仙道が駅から歩ける距離なので、倉敷の美
観地区のような街並みになったら大成功だと思う。古井地区は学校も多
数あり、図書館もあり、過ごしやすい。ただ山手線の開発がかなり進
み、田畑が減ってしまうことへの変化に戸惑ってしまう。開発して自然
が減る場合は業者に制限を求めてほしい。他市の人には最近美濃加茂市
は新しいカフェができたりして羨ましいと言われる。リバポも他方面の
ナンバーが多い。もっと近隣の人への認知を進める必要がある。

801 男性 30代 古井

・可燃ごみ削減のため、プラスチックゴミ収集を週１でもできるとよ
い。
・古井第一、第二保育園の統廃合により効率化が図れるとよい。
・可児の子育て支援センターmanoは、土日祝日も利用出来て助かる。日
祝も利用できる施設を増やして欲しい。
・サンサンルームのカーペットをmonoのようにフローリングにした方が
衛生的でよいと思う。少し匂う気がする。
・幼児だけではなく子ども達が遊べる場所を確保することは非行防止に
つながると思う。

804 女性 60代 加茂野
行政の方々には財政を豊かにすることに動いてもらい、人を豊かにす
る。

805 男性 60代 加茂野

今後、高齢者社会に対応していくために、高齢者が健康に住むことがで
きるまちづくりが必要であり、高齢者が簡単に抵抗なく参加できる機会
を増やす。簡易ウォーキング、健康体操、歌声喫茶、お話し会など(交流
センターの活用が必須)

808 男性 50代 蜂屋
市役所内にいる職員の方々が暗い。入っていくと、こちらを興味深く見
るようで大変入りにくい。このままでは入りにくい施設１位になると思
う。

810 男性 60代 古井
平均的な市。特別な、何か１つでいいので特化した市になってほしい(日
本一の)。市民の誇りとなるとよいと思う(例えば障がい者の給料が日本
一であるためのシステムが確立されているなど)。

812 女性 40代 太田

前市長による行政停滞後の市政運営を担う伊藤市長をはじめ、市行政マ
ンの方々の多大な努力に敬服し応援している。ともかく停滞にかかった
年月の倍の時間が正しい行政に戻すためにはかかると思うが、市民参加
ということに拘るのではなく行政の強いリーダーシップでなかよしこよ
しの人気取りでない市政運営を強く望む。その一口として、リバーポー
トパークの安全面についてだが、９月の大雨際にも通常に開園していた
ことは、あの場所は川の中だという認識が全くないように思う。早く、
入口・ゲートを設置してしっかりとした管理をしないと、災害被害が起
こると思う。せっかくのグッドデザイン賞も単なるデザインのみで、運
営はまるでできていない。災害は確実に起こり得るという判断で管理を
お願いしたい。

813 男性 50代 太田

市民が集まれる自然豊かな公園を。小川、小さな生き物をなるべくアス
ファルト、コンクリートなどで非自然の素材を使わず、昔ながらの懐か
しい公園(芝生ばかりでない)。そこで福祉、スポーツ、子ども達に向け
たイベントのボランティア活動、学校活動を。山にあるところにつくる
のではなく、あえて街の中に公園をつくる。
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815 女性 40代 古井

今年の６月下旬の断水のときに、市のHPを見ていたのだが、可児市のHP
は集中豪雨により川の濁りが発生との記載があったのに比べて、美濃加
茂HPには詳しい説明がなく不鮮明な印象を受けた。HP自体も可児市の方
が見やすい気がする。

817 男性 50代 山之上
イノシシ対策をせび行なってほしい。サル対策も必要。美濃加茂市を
頼っている。

818 女性 40代 古井

４年前、同居する義母のケガを機に仕事を辞めて専業主婦になり、昨年
は義父が介護認定を受けたので、ますます再就職から遠ざかる生活をし
ている。市にはカミーノという活動もあるようだが、子育て中の女性限
定のようで、子がなく親の介護をしている自分には無縁に感じ、子ども
がいる女性しか活躍してはいけないのかと思う。子がいないため、同世
代の友人も市内にいない。私のように親の介護で離職した人にも中には
いると思うので、子育ての女性以外にも目を向けてもらえたらと思う。

820 女性 70代 蜂屋

私と後期高齢者で暮らしている。残りの人生を元気に暮らして、ぴんぴ
んころりと亡くなりたいと願っている。市の行政に望むことなどの提案
など何も思い浮かばない。ごめんなさい。市民の一員としてこれからも
お世話になります。

825 女性 30代 蜂屋

中部台地区の歩道の植裁が草が多くて車が見えづらかったり登下校の小
学生も通るので、定期的に整備してほしい。保育料をもう少し下げてほ
しい。保育料が他の市より高いので、働きたくても預けるのを躊躇って
いる人を何人も知っている。

826 男性 40代 加茂野

外国の人のマナーや日常生活のマナーがあまりよくないような気がす
る。市内に数か所ある外国人専用のお店などに入ってみたいと思うが、
気が引けてなかなか入店できない。外国人と交流する機会が増えれば市
民も外国人も住みやすい街になると思う。

828 男性 80代
下米田・
牧野

少子高齢化が進む今現在、私は後期高齢者であり、今後の生き方に不安
に思う。老後のための安心して余生を過ごす施設をつくってほしい

829 男性 60代 加茂野
防災、減災に強いまちづくりをしてほしい。現在は各町連絡所に防災倉
庫があるが、各自治体に少しの備品備蓄倉庫を設置願いたい。

830 女性 30代 加茂野

美濃加茂の特産品(お土産)にもっと手軽なものがあると良いと思う。
キャラクター物は一時は話題性があるものの長くは続かないので、食べ
物や地域の伝統品のようなものがいいと思う。美濃加茂内の個人営業の
食事処のオススメを詳しく紹介してくれるツールがあると便利なのにと
思う。ツイッターなどでそのような店側で登録して情報を公開してくれ
ると見やすい。やながせ倉庫のツイッターを参考にしてほしい。陶器を
どこで捨てればいいか分からない。何かにリサイクルする方法があると
いい。

832 男性 40代 加茂野

美濃加茂の魅力がいまいち足りない。駅前の活気がないため、市外から
来る人も少なく、逆に市外へ出かけてしまうことが、市にとって財政を
圧縮しているのではと危惧している。もっと美濃加茂としての特産品の
アピールや今の時代に合った施設の充実を図ることが重要かと考える。

834 男性 50代 加茂野 市役所、消防署を早く高台に移転してほしい。
835 男性 20代 古井 駅前の通り(シャッター通り)を復活させてほしい。

836 男性 70代 古井

現状での市としての魅力度は決していいとは言えない。太田地区は淋し
く、山手地区に産業施設が集中し、今後の市役所、病院移設でますます
その傾向が強くなると予想する。近隣の町村と連携し、どこを主軸に人
を集めるか、知恵を出して提案し、行動してほしい。(私のような老人で
は良いアイディアが創出できず残念)

840 女性 20代 太田
市内でも太田や古井など、地域間の交流があまりないように感じてい
る。

842 男性 40代 古井

日本文化に馴染めない、理解しないブラジル人(日系含む)は出ていって
ほしい。市内企業での雇い入れ、市内の居住も条例で規制してほしい。
早く具体策を示してほしい。ブラジル人について市がどう思っているか
正直なところを聞いてみたい。

843 男性 40代 加茂野
自然と歴史のある街をアピールしていくことと、新しいものを取り入れ
る柔軟性がまちづくりに必要ではないか。

846 男性 60代 古井
市長等が市内各自治会等の意見交換をして、安心安全で住みやすい美濃
加茂の実現に努力してほしい。

848 男性 80代
下米田・
牧野

経験と知識(高い)を有する優秀な人員の採用(年俸制)による現職員のス
キル向上も必要だと思う。

849 女性 70代 太田 市役所はやっぱり太田の街にあってほしい。
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850 男性 50代 加茂野

名古屋市が行っている施策に「市内のスーパー等で使用している買い物
用ビニール袋がそのまま名古屋市のゴミ袋として使用可能な袋として無
料で提供」されている。市内のスーパー等では有料、無料のビニール袋
が使われているが、最後にはゴミとして捨てられている。美濃加茂も同
じようにすれば、トータルでゴミを減らすことに貢献できるのではと思
う。

851 女性 80代 太田
この町に住んで50年余りだが、私の住んでいるところは市内でも１番発
展したかと思う。90歳に近い私には特別の注文はない。発展を願ってい
る。

856 男性 50代 加茂野
借金が何億もある美濃加茂市に行政に希望はない。赤字の会社は社員に
ボーナスは出せない。

857 女性 70代 古井
駅北の発展は素晴らしいことだと思うが、南側にもう少し活気があれば
いい。明るい街に街路灯を見栄えよく設置してほしい。

867 女性 60代 蜂屋
自治会員の減少、行事への不参加等、横のつながりが薄れていっている
ように感じられる。隣近所で声を掛け合ったり、時には注意もしあった
りする関係が深まればと思う。

870 女性 80代 太田 駅前を楽しい街にしてほしい

871 女性 40代 古井

親から譲ってもらう大切な農耕地があり、本格的に農業に携わることに
なるが、休耕地や高齢化が目立ちとても残念。もっと農業が若い世代に
とって、伸びしろがある楽しくおしゃれな明るいイメージが持てるよう
な工夫がないかと思案中。子どもも畑仕事、田んぼ仕事は楽しく手伝っ
てくれるので将来性はありそう。一緒になって考えられるような場所が
ほしい。

872 男性 70代 太田 庁舎はぜひ現在の場所付近で考えてほしい。
873 男性 70代 加茂野 市議会議員の給料を下げてほしい。働く事なく下々にならってほしい。
876 男性 70代 古井 坪内逍遥賞は税金の無駄遣いだと思う。

880 女性 30代 加茂野
あいあいバスの行き先を考えた方がいい。以前バスの停留所から病院が
遠すぎて困っている老人がいた。なので考え直してほしい。１キロ以上
歩く必要があるのはだめだと思う。

882 男性 30代 太田

雇用確保について、雇用の数だけではなく、質の向上に向けた策もこれ
からは必要になってくるのではないかと思う。特に若年層の子育ての事
も考えるとライフワークバランスというのは１つの課題として考えられ
るのではないかと思う。行政による支援も雇用数から雇用の質向上に向
けたものへとシフトし、併せて、その分野に明るい人の意見を取り入れ
ていけるようになればいいのではと思う。

885 女性 50代 古井

市の会計や補助金に関し、年度内に予算を使い切らないと次年度減らさ
れると聞く。そのため必要でないものを購入する傾向があるとの話を聞
いたこともある。無駄だと思う。各部署で余った予算は予備費として
プールし、その部署の予算は減らさない。そして予備費としてプールさ
れたお金を有効に使うことはできないのか。かなりの額になるように思
う。

887 女性 80代 蜂屋 生まれ育った美濃加茂市がこれからも発展していくことを願う。

893 女性 40代 加茂野

国道や県道沿いの雑草が目につく。荒れ果てた監視がする道路がある街
は、活気がないイメージがして魅力を感じない。例に挙げるならば瑞浪
市は雑草が多くみられ、廃れた街のイメージ。各務原市は道路の街路樹
などきれいに整備されていて、魅力的な街に見える。美濃加茂市は瑞浪
市のイメージに近いと思う。街路樹までは望まないがもう少し雑草がな
い道路になるといいと感じる。

895 男性 40代 古井

痛みを伴う改革はどこに？前の市長が謝罪し、結局は政治とカネの問
題。税金ばかり増すのではなく、もっと世間を知るべき。手取り20万以
下の世帯がどれだけあるかを知るべき。あと外国人の生活保護は無くす
べき。日本人を大事にしろ。

899 女性 50代 古井
若者が活躍できるところがなく、都会に流出。駅周辺に何もなく(コンビ
ニもない)、不便。活性化してほしい。

902 女性 70代 加茂野

空き部屋が多い市営住宅、既成住宅などの活用、民間への委託など、新
しいことを始める前に、現在の無駄を処理することで何か変わってくる
のではないかと思う。人を集めるお祭り行事、B級何とかなど、もうそう
いう時代は終わったと思うが、一時的にしか賑わいを持たせることがで
きない。それも大事かもしれないが企業との意見交換は大事だと思う。
美濃加茂は本当に田舎なので無理なものは続かない。

904 女性 60代 加茂野 美濃加茂に入ったばかりで何も分からない。

905 男性 60代 古井
このアンケートもよいが、市民の各年代、特に若い層(中高生)にも質問
を投げかけて声を聞くのがいいと思う。
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市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

916 女性 30代 古井

・市内には魅力的で安心安全な公園が少ないと思う。子どもが遊べるよ
うな公園づくりを進めてもらえればと思う。たこ公園(古井近隣公園)に
ついて言うと、子どもや女性が多く行く場所なのに視界が開けていない
ので、不審者が来たら怖いなと思うことがよくある。古びた感じもよく
ない。リバーポートパークのようにデザイナーにアイディアをもらっ
て、開けていておしゃれな公園になってほしい。子どもや孫が遊びたく
なる公園がいい。
・粗大ごみを出しやすくしてほしい。他市では市内に住む人なら粗大ご
みを引き取ってもらえたが、美濃加茂はだめ。困っている。ゴミが増え
ていく。

917 男性 80代 古井 森山町に住んでいるが、街の店1/100に話す人が少なく寂しく思う。

918 男性 80代 古井
私は高齢です。若い人、子どものことはもう分からないが、これから老
人が多くなり、市政も大変だと思う。小さい市だからこそ言うことがあ
ると思う。頑張ってほしい。

919 女性 50代 古井
ある議員の方が、地元の集まりで個人情報を話して注目を集めようとす
る。

926 女性 40代 古井 １か月前に市議会議員選挙があったが、議員の報酬が高くて驚いた。
928 男性 50代 太田 小中学校の給食費無料化

929 男性 50代
下米田・
牧野

市議会議員の削減と、働きながら議員活動ができるような体制づくりを
する。男性が働ける企業を誘致する。

931 女性 70代 太田
温水プールをつくってほしい。わたしは関市役所の隣にある温水プール
に週３日位行って泳いでいる。自由に誰でも行く事ができ、料金は65歳
以上は１回100円。美濃加茂市にもぜひつくってほしい。

935 男性 70代 蜂屋
私は年齢76歳で、前回のアンケートの時も私の所に書類が来た。次回は
もう少し若い人に答えてもらうようお願いしたい。

936 - 80代 三和 少子化対策。現在でも高齢化しているのにこのままでは？

937 女性 70代 加茂野

子どもたちがこの街で楽しく過ごし、大学で都市へ出ても、故郷に戻り
たいと思うまちづくりが必要だと考える。そのためには働ける場所が必
要。企業を呼び込む対策を望む。市職員の姿勢として市民に寄り添う姿
が必要で、上から目線での姿はとても淋しい。

940 女性 60代 加茂野

・駅近くの駐車場を整備してほしい。北側の公園は使われているのか。
市営の安くて使いやすい駐車場がほしい。
・文化的行事、講座を太田地区に集中させずに、地域の交流センター等
に広げてほしい。
・高齢化に向けての福祉等をますます充実させていってほしい。
・車が使えなくなった高齢化社会に対応する取り組みを今から行う。

941 男性 60代 太田
来訪者が、整備が行き届いていますね、きれいな街ですね、と発するよ
うなまちづくりを希望したい。

943 男性 60代 蜂屋
高齢者市民が免許を返納できないのは、タクシーなどが安く使えないか
ら。その辺りを便利にしてほしい。

944 女性 80代
下米田・
牧野

新しい市役所ができたら、近くにお茶でも飲みながら自由に休める(憩い
の場所)がほしい。

947 男性 70代 太田
市役所に行くと、忙しい部署と暇な部署(見た目)があるように見える。
人数配分を考えたらどうかと思う。

948 男性 70代 太田
市民の誰もが健康で、ぴんぴんころりであの世へ行けるような行政を目
指してほしい。

950 女性 50代 古井
生まれてから死に至るまでに、サポートが必要なとき迅速に適切な助け
が受けられることを望む。縦割り行政ではなく、様々な手続きが簡潔に
速やかに進むことを望む。

951 女性 60代 蜂屋

自分はこれから高齢になり、ある程度の不安はあるが、なるべく自分の
健康管理に気を付けて地域とのつながりを持ちたいと思っている。子ど
も、老人、障がいのある人が安心して集えるまちづくり(例えば保育園と
老人ホームの共有)を積極的に指導していける人材の育成を願う。

953 男性 50代 加茂野
加茂野地区の市民が多くなりすぎている。家が多く建っているのはいい
が無計画だと思う。そのため道がガタガタ。道路やアスファルトの整備
を強く希望する。

954 男性 30代 蜂屋

アンケートご苦労様です。美濃加茂市は公共施設が充実していること、
道路がそれほど混雑せず、生活しやすいことから、とても住み心地よく
感じている。あいあいバスはとても良いサービスだと思う。これからも
引き続きよりよいまちづくりをお願いしたい。藤井さんが再び市長にな
れることを期待している。(鉛筆は要らない)

955 女性 70代
下米田・
牧野

いつまでも安心安全に暮らせる街であってほしい。

957 女性 10代
下米田・
牧野

とても良い市だと思う。
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市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

959 男性 80代 太田 緑豊かなまちづくりを夢見ている。

961 女性 30代 古井
市役所、警察署、消防署など重要機関が全て海抜が低い場所にあるが、
水害に遭った際の対応はできるか心配。耐震も大切だが、移設に費用を
利用した方がいいと思った。

962 女性 80代 蜂屋
ますます高齢化が進むので、数少ない若者が負担を軽減できて生きがい
を感じられるような政策を望む。

963 男性 50代
下米田・
牧野

牧野地区に大型店を進出させて利便性がある街にしてもらいたい。飲食
店も少なく、地域住人が憩える場をつくってほしい。

965 男性 70代 古井

・道路の白線がない通学路、道路の安全確保。
・通学道路に関して、子ども達の生活地域が今まで田であったところが
１つの集落になっているため、上記に関係するが、通学道路の安全性を
高める必要があると思う。

966 女性 40代 蜂屋
子どもの通学路の中には、場所によっては照明がない薄暗く、見通しが
悪い場所がある。ぜひそのような場所に街路灯などにの設置をお願いし
たい。子どもの登下校の安全確保を願いたい。

970 男性 20代
下米田・
牧野

自然豊かな美濃加茂が住みやすくて好き。この豊かさを保持し続けてい
きたいと強く願っている。スポーツ施設など誰もが健康維持のためにス
ポーツを行える環境づくりをしてほしい。

971 女性 20代
下米田・
牧野

よい美濃加茂市になると嬉しい。よろしくお願いします。期待してい
る。アンケートがネットやメールで出来るようになったらすごく良い。

972 女性 40代 古井

私は生まれてからずっと美濃加茂市市民である。自分が幼かった頃を思
い出すと寂しく思うときがある。子どもに方言を話しても分からないこ
とや、小さい頃に遊んでいた遊び(手遊びなど)をきちんと教えることが
できないなど。私も忘れてしまったので仕方ないと思うので、昔の遊び
や方言を使って話す場所があるといい。以前、福祉会館が未就学児まで
しか利用できないので、幅を広げてふれあえるようになるといいと感じ
たこともある。(美濃加茂市は住みやすい地域だと思っている)

973 女性 20代 古井

働く母親として保育サービスが不十分だと感じている。未満児で預ける
際も、どの保育園でも定員いっぱいで入園不可など困った。働く女性が
増加する中で子どもを預けることができないと働く事もできない。美濃
加茂市周辺の市、町に比べると預けられる保育サービスは少ないと思
う。女性が働く環境を増しつつ保育所や保育サービスの充実化を目指し
てほしいと思う。

974 男性 70代 加茂野 福祉の充実

976 女性 60代 古井

駅前通りが昔と比べると寂しくなってしまった。駐車場がないというこ
ともあるかと思うが、アーケードがあり、何回も行ってみたくなるお店
ができるといいと思っている。駅を出てすぐにおいしい食事が出来ると
ころがあれば、友だちとの待ち合わせに嬉しい。

979 女性 40代 古井

・美濃加茂市に来たら(住んだら)得をするという情報が広がるといい。
ぜひ正社員雇用を増やしてほしい。
・学校教育等で個人を大切に…も大事だが、働くことの大切さや協力し
合うことの醍醐味を伝えていく事が大切ではないのか。
・外国の人に日本で過ごす作法を教えていってほしい。

986 男性 20代 太田

自然豊かな公園、河川敷を有効に活用していけないかと思う。リバー
ポートパークがグッドデザイン賞を受賞しているので、周辺市町村、県
から集客できるイベントを行うなどして市全体の活力を向上させていっ
てほしい。

987 女性 20代 蜂屋
可燃ごみの袋が破けやすく扱いづらい。野焼きする人が多く、煙や悪臭
が漂っていたり、ダイオキシンが発生するため環境に悪い。

991 男性 20代 古井
浄水設備を改善してほしい(断水にならないように)。新庁舎に賛成であ
る。職場の環境がよくなることで仕事の効率や対応が向上する。

994 女性 60代 山之上 職員の研修を多くする。一部の職員は怠慢。

995 女性 50代 古井

今のままでもとても温かい温度を感じる美濃加茂で、私としてはとても
よい街だと思う。企業誘致を進め、若い人達が生き生きと働くことがで
きる場をたくさん提供してほしい。
最近増え始めた外国人市民に美濃加茂市の文化やルール等を教え、合せ
てもらえるようお願いしてほしい。また、その方々の子ども用の学校を
ぜひ用意してあげてほしい。一般の小中学校の児童、生徒、教員はもう
いっぱいいっぱい(大変)。夜のコンビニは外国人が多くて恐ろしくて買
いに行けない。

997 女性 60代 太田
現在は車でどこへでも移動しているが、車に乗れなくなった場合の交通
がもう少し便利になればと思う。

999 女性 80代 太田 教育関係に関する記入例、子どもがいないので分からない。

1002 男性 60代 古井
環境整備に関して、市の機材を借りられるように検討してほしい(草刈り
機など)。

- 21 -



市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

1009 女性 70代
下米田・
牧野

これといって産業品がなく、観光もないので、これらをつくってほし
い。

1012 男性 30代 古井

女性の活躍には男性の家庭、育児参加が不可欠。だが、勤務上難しい。
男性が子どもを迎えに来たり早退したり、時短勤務を採用したり、フ
レックスタイムの導入等、企業の男性の育児参加へ理解を推進していっ
てほしい。

1013 男性 20代 蜂屋 新庁舎が楽しみ。
1015 男性 40代 古井 美濃太田駅周辺をもう少し活気づけてほしい。

1016 女性 50代 太田
中学生、高校生の自転車マナーが大変ひどい。毎日車通勤だがひやひや
している。このままではいつか事故を起こしそう。特に東中学の近くが
ひどい。しっかり教育してほしい、迷惑。

1017 女性 - 古井

・JRが不便
・市外の人に美濃加茂の話をすると前市長の話しになる。悪いイメージ
がついてしまっている。前市長の責任は重いと思う。現市長については
全く不満はない。
・市の職員の対応が悪い(受付の方はとてもよい)。なぜ威張った態度を
するのか意味不明。

1021 女性 50代 蜂屋
老後に安心して楽しく暮らせるような大きな街ができるといいと思う。
また、子育てを楽しめて世代を分けるのではなく、世代が違っていても
仲良く接する場があるといいのではと思う。

1027 女性 40代 蜂屋 安心して長く住み続けられるようなまちづくりをお願いしたい。
1032 男性 60代 古井 職員の資質の向上。

1034 女性 20代 古井

美濃加茂市を書類等で記入する際に画数が多いため書きづらい。ひらが
なにする等工夫を加えれば、他県や県内の人にも覚えてもらいやすいと
思う。市のイベントに参加したいと思えない。無駄なイベントが多いよ
うに感じてしまう。市民が参加したくなるようなイベントだけに絞る
等、イベントの縮小をしてもらえたらいい。

1039 男性 50代 太田
中仙道や駅前商店街など、散歩したり買い物したくなるような魅力的な
ところになったらいいと思う。

1040 男性 40代
下米田・
牧野

市内で盛り上がっているイベントなど、参加している人は同じ人たちば
かり。多様な文化・芸術を体感する機会が少なく、無関心な大人が多く
住む地域と化していると思う。地域の発展にはよそ者の感覚が必ず役立
つはず。地元の人で盛り上がる事柄は広く長く(世代と時)伝わらないと
思う。

1042 男性 80代 蜂屋
新庁舎についての要望。世は車社会なので市の中心部に建設する必要は
ないので、駐車場の広い地域を選択してほしい。そのためには蜂屋、加
茂野、三和、伊深な゛どの地区にも配慮してほしい。

1046 男性 40代 古井
多治見から転入してきて３年になるが、住みやすい街だと思う。映画館
や若者向けのカフェなどがあったら活気づくと思う。

1048 女性 40代 加茂野

・住んでいる人が満足していればあまり観光に頼る必要は無いと思う。
・農業が充実している市だったので、廃田などが進んでいるのは淋し
い。
・若い農家が参加できるマルシェ、ライン下り、最近流行の川遊びアク
ティビティなど若い家族が楽しんで参加できるものがあるといい。
・家には子供がいないが、近所の子どもはのびのび育っていていいなと
思う。教育は世間的にとても関心が高いようで、岐阜では教育モデル地
区の長良などとても人気があるそう。人を増やすなら水準が高い教育で
はないか。住んで７年目だが、私自身はいい市だと満足している。

1049 男性 60代 山之上

市には「まちづくり協議会」が４地区で設立されている。市としては協
議会をどのような目的で、どのような組織、団体として育てようとして
いるのか。以前、地域自治が叫ばれて久しいと思うが、そのようなこと
を現在でも望んでいるとしたら、もう少し行政の関わりを考えるべきで
はないか。私は山ノ上の者だが、一部の気心知れた人たちにより運営が
なされていて、同好会的な組織に感じる。ハードよりもソフトを重視
し、各団体との連携を重視した運営組織に行政として誘導すべきではな
いか。

1050 男性 50代 山之上
特にはないが、山ノ上に移住しやすい環境づくりと法の見直しをしてほ
しい。

1054 女性 70代 太田 何よりも、空気がきれい、川がきれい、自然を壊さないまちづくり

1055 女性 30代 加茂野

市役所以外の公共施設の老朽化が目立つので直してほしい(他の市町村と
比べて建物が古く、今の時代の規格に合ってなくて使いづらい。他の市
町村の施設の方が魅力的である)。また、災害が起きたときの避難場所に
なっている学校の体育館が古く、老朽化が目立ち不安になる。

1058 女性 40代 加茂野 自治会の必要性の見直し。
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1060 男性 40代 加茂野
・高齢化に向けて福祉、サービスの充実。
・医療費免除の拡充。

1061 女性 40代 古井

あいあいバスをよく利用していてとても便利で感謝している。朝の早い
時間に、１本だけ停車するが、学生が多くて乗れないときがよくある。
次のバスをお待ちくださいと言われ、待っているとほとんど乗れるが、
１度だけどれだけ待っても来なくてとても困った。もう少し人数が乗れ
るバスにしてもらえるとありがたい。それか本数を増やしたりなど。も
しよければスマホに連動してバスがもう通過したかまだか分かるアプリ
がほしい。

1063 男性 10代
下米田・
牧野

街灯を増やして欲しい。大学生が市のプロジェクトに参加できる時がほ
しい。

1065 男性 70代 古井 自治会長会議を多くして、市会議員の数を半分にすること。

1067 男性 70代 古井

・市民胃がん検診にバリウム検査をしているが、下剤が合わなく２度も
相当苦しい目にあっている。胃カメラの選択ができる制度になってしほ
しい。
・前平公園のテニス施設が悪く、何度も中体へ依頼しているが改善され
ない。せめて可児のテニスコートを見学して参考にしてほしい。(コート
がつぎはぎだらけで危険が多い、清掃用ブラシが歯抜けだらけで用を足
していない)

1068 男性 30代 古井

地域の中でのつながりを増やすためにも、色々な行事に参加しやすい環
境をつくってほしい。特に若者は外に目を向けがちで、成人するとほと
んど市外へ出て行ってしまっていると思う。自分たちが美濃加茂市をよ
りよくしていくんだという気持ちを育てられるよう、何か集まってでき
るといい(例として刈谷の30歳の成人式など)。みのかものこれからを考
える会も拝見したが、もう少し人が呼べるといいと思った。

1069 男性 20代 太田
・街灯が少ない→暗いイメージ
・洗濯をしている時に畑を燃やす人が多すぎる→年寄りが

1072 男性 30代 太田
問が多くて大変だった。税金を無駄にしないようにしっかりしてほし
い。

1074 女性 60代
下米田・
牧野

可児市がalaにボランティアで市民を受けてれているように、子ども向け
の取り組み(観劇など)には、そのような関係の団体にお願いするなど協
働する形を取れるといい。

1075 女性 60代 加茂野
近くにスーパーがほしい、バス停が少ないため、車に乗れなくなったと
き困る。

1076 女性 60代 太田

保育、学童保育など、働く人や子供にとって安心できる場所、人材の確
保をしてほしい。民間委託ではなく予算をしっかりとって内容を充実し
てほしい。教育環境の充実、少人数学級。教員の自由な教育活動を認め
て支援できる体制をつくってほしい。長時間労働を減らしてほしい。

1078 女性 70代
下米田・
牧野

都市計画税を平等に納付しているから市街地ばかりでなく、他市町村と
入り組んだ地区にも目を向けてほしいと願っている。

1079 - - - 老後に安心して暮らせるまちづくり。

1080 女性 50代 加茂野
道のわきに草がたくさんあって、見た目が悪いので草刈りをしてきれい
にしてほしい。

1087 女性 30代 太田
テニスコートの整備、インドアコートの新設。子ども達の練習時間、場
所の確保のため、また、子ども達のモチベーションアップのためにもぜ
ひ行政にお願いしたい。

1093 男性 60代 蜂屋

・市役所を街につくろうとしないで、過去の災害の教訓を生かし、安全
な高台に移転を考えたらどうか。
・学校問題について、人数調整は分かっているが、学校の近くに住んで
いるにも関わらず、なぜ遠い学校に行かなければいけないのかもう一
度、学校区の区割りを考えてほしい。
・美濃加茂市の名前が長い。

1094 女性 60代 古井
おかげ様で美濃加茂市は住みやすいよいところ。以前可児市に息子家族
が住んでいたが、美濃加茂は子ども支援に対し良いところだと喜んでい
る。今後も子ども達が楽しく過ごせるよう支援をお願いしたい。

1096 女性 30代 蜂屋
市民税が他市に比べて高いのでもう少し検討してほしい。また、街灯が
少ないように思う(太田などお店が並んでいたり、住宅が密集したりして
いないところ)。
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1100 女性 80代 太田

若かった頃は外に出たくて仕方なかった。でも80歳になった現在、美濃
加茂市にいて本当に良かったと思っている。これから先の市のことにつ
いては、私など何も言えない立場だが、現在の市のあり方について本当
によくしていただいていることに感謝の気持ちでいっぱい。老人福祉の
ことより、この先のことを考えて、若い人、子ども達、もっと幼い子達
への支援(経済をはじめすべて)を優先的に行なってほしいと願うばか
り。

1101 女性 10代 -

美濃加茂で車に乗っていると、信号無視をする車が多くて危ないので改
善してもらえたらもっと住みやすくなると思う。また、ひとり暮らしの
人も安心して住める街になるといいと思う。これからも頑張って下さ
い。

1104 男性 50代 古井
・高齢者に優しい、住みやすい街
・若者が集まる街
・名古屋への直通便(電車、バス、高速道路)

1105 男性 50代 古井

外人が多い街で、夜は外出が不安なため、安心安全に生活できるような
街になると住民が増加し、企業誘致の促進につながると思う。健康活動
(体操など)の活性化で長寿の街にして、医療費の減少による税制健全化
となると思う。

1108 男性 60代 山之上
・20～30代の方々のよりよい美濃加茂市
・老人などと足かせみたいなことをやめること。
・これからの若い人々に全力を捧げるべき。

1109 男性 30代 古井

・限られた市の財源の使い方を大胆に見直す必要があると思う(例とし
て、あいあいバスの収支報告書を公開したり、公共施設の運営や管理費
など)
・自分を含め、他の市や県へ就職する若者が多い。美濃加茂市で働きた
いと思えるような企業が多くあれば、この市に住み続けたいと思う。
・老若男女、全ての市民に介護知識をつけるように市をあげて取り組
む。

1118 女性 40代 古井

時代の流れは仕方ないのかもしれないと思いつつ書かせてもらう。美濃
加茂市の古き良き昔ながらのものを守っていきたい。中山道、銭湯、立
ち売りの駅弁。駅弁は昔は陶器に詰められた釜飯だった。今はプラス
チックになり淋しさも感じる。立ち売りは全国でも珍しい。大切にしな
がら魅力がある催し、新しい事への挑戦をして、わざわざ行きたい美濃
加茂市になりたいと思う。

1119 女性 20代 伊深

・税金の無駄遣いがなくなればいいと思う。
・とても混む道があるので何か対策があると嬉しい。
・冬、仕事に向かうとき、美濃加茂は融雪剤がまかれていなくて滑る。
他の地域はまいてあり対策しているのになと思う。
・ちょうど良いあいいバスの時間がない。

1121 女性 80代 古井
下水排水溝のゴミ処理を家庭でしなくてもいいように、またはもっと楽
に出来るようにしてほしい。あいあいバスの路線が少ない。停留所を増
やしてほしい。

1122 男性 70代 古井
自治会の維持組織体制の確立の見直し。現在自治会は美濃加茂市政以前
の体制(旧太田、古井など)で構成されていて、50～300件程度あり、10年
後はさらに変動があるため区割り変更を確立が必要と考える。

1125 男性 80代 太田

里山公園も新しい目玉となる遊具もでき、土日など子ども達で賑わって
いて、大変盛況のようで結構だと思うが、里山の風呂をいつも利用して
いる我々高齢者にとって駐車場から風呂の入り口までたどり着くのが大
変で前駐車場のところに足湯がつくられ、見ていると利用する人が少な
く、あの位置に高齢者用の駐車場が必要であると考える。また、高速
ジャンクションから下りてくる北側の駐車スペースに平日はいつもせい
ぜい５台くらいの普通車とトラック２、３台程度であのようなスペース
は必要ないと思う。あの部分の半分は駐車スペースにすればより風呂に
行くのに大変助かると思う。また、風呂を上がった時の休憩室もテレビ
の１台や座布団10枚くらいはどこでも置いてある。

1130 女性 50代 加茂野
可燃ごみの袋が以前より薄くなり、すぐに破れてしまい使いづらい。も
う少し厚くしてほしい。
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1135 女性 30代 太田

・大型遊具の設置など、小さい子が遊べないので遊具を設置した公園が
あるといい。
・元昭和村の入り口前にできた遊具は小さい子どもが遊べないので、
きょだいで遊べず残念。上の子どもが遊ぶと下の子どもも遊びたいと言
うので、あそこは目に映らないよう、うまいことスルーしていかないと
いけないなと個人的に思っている。清流公園に無料で遊べる遊具の設置
をぜひ！

1138 男性 30代 蜂屋 陸上やサッカーの競技場等、スポーツ施設が市内にあるとよい。

1142 男性 60代 山之上
・障がい者雇用の推進(市も企業も)
・あいあいバスの継続と本数の増強
・技能を持つ高齢者の働く場を増やす→人口減少に向けた対応策

1145 男性 70代 太田

NASAでは健康のためすでに立って仕事をすることかぜ多い。健康のため
にも立ってデスクワークする等考えるべき。腰痛肩こりが治る。日本人
は世界一座っている時間が長い。近い将来学校でも立って勉強する時代
に突入すると思う。参考までに。

1146 女性 20代 加茂野 他の生き物と共存できるような街、福祉の分野。

1147 男性 30代 太田

美濃加茂市と聞いてもこれというものがなく、もっとほかの地域に発信
していけるものや有名な人に頼んでキャラクターをつくってもらったり
して町を盛り上げていけば、今より観光客が増えていくと思う。また、
子どもが少ないので、市が婚活パーティーなどをやって子どもの減って
いくのを対策すればよい。

1149 男性 50代 古井 歳出削減、ハコモノは要らない。医科大誘致。
1154 女性 70代 古井 明るい街、住みやすい街、人々が助けあう街。

1155 女性 40代 太田

・駅前の空き店舗の利用で外部から来た人や地元に店を開きたい人のた
めに貸し出しができる制度があればいい。
・美濃加茂のよさがもっと分かるような場所に人が来れる場所があると
いい。
・美濃加茂市がみのかも市になったら嬉しい。

1159 男性 60代 三和
行政の職員、担当者はもっと全国の先進地に研修に行って研究してほし
い。そして市民の指導者になることを望む。

1162 女性 80代 蜂屋
あいあいバス乗り場が２、３分だった。児童公園が廃止になったので杖
をついて歩くと20分以上かかり大変。しかし太田の病院に行かなければ
ならない。

1163 女性 60代 古井
子ども向けの遊び場、公園など自然を生かした場所がより充実してほし
い。病院がもっと増えてほしい。

1165 女性 30代 古井
体育館の充実。ぷらざ中体ではバスケの大会が開けない。色々なスポー
ツができる体育館にしてほしい。

1166 女性 60代 古井 子ども、高齢者が安心して暮らせる街にしてほしい。
1168 女性 60代 古井 高齢者増加のための対策

1169 女性 40代 古井
・保育園、学童保育の待機児童ゼロを目指す。
・乳幼児の予防接種の定期接種(ロタ、B型肝炎、おたふく)
・自治会への入会(ゴミ問題)

1175 女性 60代
下米田・
牧野

障がい者のディショート施設を美濃加茂市にもつくってほしい。

1176 女性 20代
下米田・
牧野

地域の防災スピーカーが雨や風などで聞こえない。ポケベルの周波数を
利用した防災ラジオがあるので、放送が聞き取りにくい地域には防災ラ
ジオを支給してはどうか。窓を開けても聞こえない放送は意味がないと
思う。

1183 女性 50代 山之上
農地転用ができないため、地域の人口減、また高齢者ばかりの地域にな
り困る。

1185 男性 70代 加茂野
日本ライン下りや日本昭和村といった観光バスのち立ち寄るところが消
えてしまって残念。

1190 女性 30代 太田

放送の広報みのかもが聞き取りづらい。スピーカーが近くにあるので仕
方ないが、17時(18時)の鐘や15時の小学生の放送で子どもが昼寝から起
こされてしまうのが少しいらっとする。飛騨川氾濫による断水はとても
困ったので、今後ああいったことがなくなると嬉しい。新庁舎が市民に
とってよいものになることを願っている。

1195 女性 30代 太田

散歩していると必ずと言っていいほどタバコを吸う人と出会う。路上喫
煙や歩きタバコ、駅周辺や病院周辺でのタバコを何とかしてほしい。見
るたびにストレスになる。タバコの吸い殻も多く、環境面でも住みやす
い街とは言えないのではないか。せめて喫煙場をつくる等の取り組みを
早急にしてほしい。
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1196 男性 70代 蜂屋

仕事の効率化を図り、人員の削減をしてほしい。事務業務など机上の仕
事を減らし、現場でのサービス拡充に勤めてほしい。現地で見える市職
員になってほしい。パソコンばかりで仕事するな。あることで市へ文句
を言ったら、自治会は市がやることに口を出すなと言われた。これが美
濃加茂市のすべてだと思う。上から目線、口ではうまい事を言って、最
後は市の指示に従えというやり方は古い。別の地に単身赴任を６年した
が、自治会都市の立場が美濃加茂市と全て逆なので驚いた。市がよほど
変わらなければ美濃加茂市の発展は望めない。ベッドタウンに徹底した
方がいいと思う。

1200 女性 70代 古井
今は若い人の行動、学校のこと、老齢の介護の身だとあまり分からな
い。でも一生懸命に広報、新聞、テレビなどで知ろうと頑張っている。
ご苦労様です。

1202 女性 50代 古井

美濃加茂市は小さな公園が各所にあるが、雑草がたくさん生えていて遊
ぶ人もいない。役所の人の市民に対する思いが欠けていのではないか。
雑草が生えて困っていても言う人ばかりではない。手入れをしていなけ
ればあのような公園になってしまう。車社会の中で若い人達は、近くの
公園へ行かないのかもしれない。でもあのままの公園ではかわいそうな
気がする。考えてほしいみんなで。

1204 女性 30代 加茂野

・住民が市内で出産したら、命をかけた母親に100万円。３歳の誕生日に
20万。
・小１入学時に10万円のお祝い金を出したら消費が落ち込みにくい。
・子育て期はパワー配分のためバリバリ働けないことが多い。やたら将
来を不安に感じ、過度に節約する家庭が多い。
・心理的に貧困と感じさせないための工夫が必要。
・財源は、若い世代の集合、納税アップ。みんなで子どもを増やす、育
てる姿勢が必要。

1206 女性 60代 古井
アンケートには一応答えたが、身近に感じられないことははっきり言っ
て分からなかった。

1211 女性 40代 古井

まちづくり、正直言ってピンとこない言葉です。正社員で働いている
と、平日にこの街がどんな風になっているかなどは全く分からない。交
通の便や家の立地は良いので、住みよいと感じるが、その他の面でそれ
を感じることはほとんどない。夜は街灯が少なくて暗いので出歩きたく
ないと思う。お金がかかることだが、子ども達が住みよくなる街になっ
てほしい。

1212 女性 30代 古井 古井近隣公園の野球場の整備、草刈りをしてほしい。

1214 男性 10代 山之上
一部の場所しかショッピングモールがない。なのでもっと色々とつくる
べきである。しかし、自然はできるだけ残して子ども達がのびのびと大
人になれるようにした方がいい。

1215 女性 70代 蜂屋 新市長になってから高齢者への対応が冷たくなった気がする。

1217 男性 20代 加茂野
市民の話を聞き、無理なく行政を行って頂き、税金を向こう何年後を見
た上で使ってもらえたらと思う。

1218 女性 50代 太田

今年の夏に断水したときに、広報が聞こえず準備が遅れた。市民すべて
に迅速に情報が伝わらなければ市の意味がない。高齢者などはメールも
しなく、その辺りをいかに全ての人に伝わるか、危機対応を市民が出来
るようにしてほしい。街灯が少ない。イベントにお金を使うより、イン
フラ整備など市民の普段の生活が安心してできるようにするため、資金
を使ってほしい。

1219 男性 60代
下米田・
牧野

自治会会長、まち協、見守り会議等、自治会長の責務が多く大変。自治
会長の他に数年の任期でそれぞれの役員をつくる等考えてほしい。

1221 女性 30代 太田

小さな子どもがいるので、未就学児が遊びやすい遊具が公園に増えると
いい。中濃大橋の小さな公園は日陰で夏は遊びやすいが、ハトのフンや
羽根であまりに汚く残念に思うので、ハト対策をしてもよいのではと思
う。

1222 女性 60代 太田 設問が理解しづらく答えづらかった。

1225 女性 70代 古井

・美濃太田駅南の商店街のシャッター通りが気にかかっている。ぜひ昔
のように活性化させてほしいと思う。せっかく税金を使って美しい街並
みにしたのにもったいない。
・太田駅北部バローより東側に大型スーパー等ができ始めている。家事
を預かる者としては安売り競争してくれるのはありがたいが、競争に負
けたスーパー、薬局等の空き店舗が見苦しい姿を見せるのではと心配し
ている。
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1226 男性 60代
下米田・
牧野

議員の給与、賞与を少しカットして、その分予防接種料の割引、健診料
の割引などにあてる。また、地元の議員も選挙の時色々な公約をする
が、いざ頼みごとをしても動かない(特にめんどうなこと)。

1227 男性 80代 古井

ゴミの減量について。今一番問題のプラスチックごみは家庭から出るご
みで一番多いと思う。他地区でやっているプラスチックごみの回収をし
たらと思うが、家庭ごみのほとんどがプラスチックなのでかなり減量で
きると思う。私には難しいアンケートだった。

1230 男性 70代 古井 強力なリーダー出現を望む。

1231 女性 30代 太田

この街に来て国外の方が多いことに驚いた。治安面は少し不安(クスリな
ど)。ですが若い市長がクリエイティブに働いていた姿に私のような30代
は何かしら動く気持ちがあった。岐阜は変わる勇気を持たない文化のよ
う。ぜひよい勢いを止めずに新しい体制でも続けてほしいと思う。

1232 女性 40代 加茂野
街灯が少なく、路地裏など死角になって危険。子どもが学校から帰ると
き、特に冬は心配。

1236 女性 20代
下米田・
牧野

無駄なアンケートを辞めてほしい。

1239 男性 60代 伊深

・教育、福祉、医療については誰もが自己負担は小さくサービスは大き
くと、欲にはきりがないため、市予算規模を常に公開して各自に状況を
理解させる→その上で理解させる。
・８地区で生活道路の整備に差がある。バランスの良い整備をする。道
路は生活の基本である。
・里山保全。山の裾野を刈り込み原風景を取り戻す。サル、イノシシ対
策にも効果がある。

1243 男性 80代 加茂野
美濃加茂市も市になってから長い年月経ったが、今では外国人とあわせ
ると人口増だが、市内に大企業をお願いしたい。

1244 男性 70代 古井
公共事業の無駄を少なくし、危険な建物、公共物を補強し、福祉を充実
する。

1246 男性 70代 伊深

美濃加茂市は緑が多く、自然環境には恵まれすぎていてよいのだが、一
歩奥へ入ると、高齢化も進み、手付かずの田畑が目立つようになってき
ていて、鳥獣被害も深刻な問題。行政にて１日でも早く手を打ってもら
いたい。また、僻地の方にも大勢の人を呼べるような施設をつくっても
らいたい。そんな場所があれば、大きな行事も可能になり、人が集ま
る。孫の代もこの場所に住んでほしいと節に願う。

1247 女性 40代 古井
幼稚園が２つしかないので子どもを入れるため何日も並んだりと大変。
子育てしやすい街だが、保育園に入りやすくなるといいなと思う。

1251 - - -
空き土地の個人の管理充実(特に草がぼうぼうの土地が多い市で個人へ申
し入れをしてほしい)。それがキレイな街美濃加茂だと思う。

1255 男性 40代 古井
・全国的にみても上下水道代が高い、下げてほしい。
・今年起こった断水にならないようにライフラインを守ってほしい。

1258 男性 50代 太田

今後高齢化に向け、多くの人の健康寿命を延ばすことで医療費を抑制す
ること。少子高齢化で税収が減少するため、企業誘致をさらに進めてい
くこと。美濃加茂市は以前より外国人の居住も多く、共生の文化があ
る。この文化を一層高めて多くの外国の方が居住し活躍できるよう、交
流の機会を多くし、お互いを理解する。

1261 女性 40代 蜂屋 たくさん市民税を納めている、よりよいまちづくりをお願いしたい。

1262 女性 40代 古井
・美濃太田駅-名古屋駅間の直通希望
・駅南側の復活
・前平球場全面改修

1264 女性 50代 蜂屋
最低賃金が安すぎる。保育士が確保できない理由を考え改善してほし
い。

1266 女性 80代 加茂野 南部にも高齢者が１日遊べる施設がほしい。

1267 男性 30代 太田
少子高齢化社会であるが、現在の若い世代はこれからの時代に不安を抱
えている。高齢者への対策も大事。しかし、長い先にも目を向けて、あ
らゆる世代が住みよい街にしてほしいと思う。

1275 女性 20代 蜂屋

子育てや教育に関するサービスを今後も向上させてほしい。保育は待機
児童ゼロを目指し、今後も取り組んでほしい。断水は市民を混乱させ
る。水確保をはじめ、ライフラインが止まることがないまちづくりに励
んでほしい。

- 27 -



市民自由意見

No. 性別 年齢 居住地区 自由意見

1289 女性 50代 古井
家庭でのごみ焼却が未だに行われている。広報などで知らせているのに
平気でして見える。罰を強化するなどしてほしい。

1290 男性 30代 古井
市主催の子どもが楽しめるイベントを行なってほしい(有料、1000円
位)。

1291 男性 50代 太田
・各書類の性別欄廃止
・マイノリティの住みやすい街

1293 女性 30代 古井
美濃加茂市にスーパーがたくさん出来ているが、今後、治安が悪くなる
ような深夜までやっているようなお店はいらない。地域に根付いたお店
を希望する。今後、美濃加茂市が住みよい街になるといいと思う。

1295 男性 40代 太田
太田駅前が淋しい。再開発で人が増えるといいが。市役所が古いので建
て直してもいいのでは。災害時でも機能するような建物にしてほしい。

1296 男性 80代 太田 少子高齢化が進む一方なので、なかみの充実が一番だと思う。

1301 男性 70代 太田
市参加行事に若い層の参加を呼び掛けるか？ひとりひとりでも参加でき
うる雰囲気づくりが必要だと思うが小生には思い浮かばない、残念。

1308 男性 70代 蜂屋 楽しい笑いの絶えない美濃加茂になって

1309 女性 50代 古井
行政がなんだか委託事業が多くなっているのがとても気になっている。
時代の流れかもしれないが、しっかりとした基盤の中でやってもらえた
らいい。

1311 女性 70代 太田

大きく育った緑木を新建物を建設する際に、全部スパッと切られてし
まってるので、大切に保存できないのだろうかと思う。税金補助で女性
起業のお店はプライドの高い品揃えでほとんどの人が買えない物ばかり
で補助金が生きないと思う(中山道界隈の店)。

1315 男性 20代 古井 飲食店や企業誘致の充実。

1318 女性 80代 太田
長良川鉄道や高山線を利用する人もいると思うので、美濃太田駅発、木
沢病院行、市役所行(太田病院)あると便利で高齢者によい。

1320 女性 60代 蜂屋

・３歳児の幼稚園入園の申し込みに前日から順番取りをして保護者が並
んでいる。年々競争のように早くから並んで、入園を確保しようとして
いるのは何とかならないのか。
・０歳、２歳の子どもがいる母親が０歳の子の産休明けと同時に２歳の
子を保育園(こども園)に預けられる回数が減って大変そう。預けられる
場所があるといいと思う。

1322 男性 60代 太田

・環境にやさしい街
・自然にやさしい街
・老人にやさしい街
・子どもにやさしい街
・若者にやさしい街

1325 男性 70代 太田

帰郷して約７年、45年ほど県外から美濃加茂を見てきたが。残念ながら
現在の美濃加茂市は一部の偏った市民の声に左右されているようだ。隣
接する関市などは岐阜都市圏に、可児市は東濃都市圏に入って協力し
合っているが、美濃加茂市は両者の間で低迷している。要するに広域的
な視野で判断する能力が衰えている。しかし市民の日常範囲は広いぞ！

1327 女性 30代 加茂野
・2025年問題
・子どもが遊ぶ公園が近くにない
・こども館(児童館と子育て支援センター)のような施設があると便利

1329 女性 30代 蜂屋

・生涯学習センターの駐車場が少なく、赤ちゃんを連れての健診はいつ
も不便だと感じている。
・年度途中で働き始めたが、小学校の長期休暇の学童申込の期限が前年
度１月だったので、申込すらできず、不便な制度だと感じる。ずっと働
いている人には便利だが、新たに働き始める人を応援するシステムに
なっていないと痛感。
・市内の防災マップがあるといい。災害時の避難場所だけでなく、危険
な場が分かったり、自宅で待機するために準備するものなど、総合的な
手引きがほしい。

1331 男性 60代 太田

今は多くの情報があふれている状況だが、その中からいい情報を見つけ
だせる目と情報を活用する勇気が必要。市議会選挙が行われ、投票する
ように色々な取り組みがされていたが、投票の結果については何も知ら
されず、どんな人がどんな仕事をやっていくのか分からないので知るこ
とができる仕組みがあればいい。
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1332 女性 60代 太田
この夏、上水道が断水になったが、これからも飛騨川の水が同じような
ことが起り得ると思っている。日頃から点検をお願いしたい。水道代も
もう少し安くならないのか。近隣の街より高いと聞いている。

1333 女性 40代 古井
ハードにお金をかけない。例えば新庁舎をつくるなど。教育などソフト
にお金の配分をかけるべき。

1334 女性 60代 古井
このままでは外国人に美濃加茂市が取られてしまう。50年後は日本人が
いなくなるかもしれない。住むだけなら出て行くべき(自治会入会しない
なら)。

1335 男性 70代 蜂屋
後半の設問については問題が大きく、私達では判断しにくいため有識者
によるプロジェクトチームをつくり、議論するといいのではないか。

1337 男性 70代 加茂野

防災訓練について。防災訓練への参加者が少ない。住民の意識が低い
か、自治会から訓練の大切さ、行動の方法など、常に市民へ伝わってい
ないのではないか。災害を身近にすら考えていないのか。浸透していな
いと思うので、もっと何らかで伝えて知識を身に付ける必要があると思
う。

1338 男性 60代 山之上 生活保護受給者の再調査。

1341 女性 70代 古井

ますます高齢者が増える中、全ての人々が幸せを感じられる生活ができ
るよう、今まで頑張ってきた高齢者が報われる街、どこでも温かい手を
差し伸べてもらえるようなそんな街になってほしい。多くの外国人の生
活水準の違いから発生するトラブル、このようなことがないように市の
受け入れ態勢を強化してほしい。

1342 女性 60代 古井 広報のアナウンスが聞き取りにくいので改善してほしい。

1346 女性 20代
下米田・
牧野

私の住む地区牧野ではお年寄りが多いのに対し、商業施設がない。隣に
住んでいるおばあさんも私達の車がなければどこにも行けない。広くた
くさん土地はあるためスーパーや薬局などが近くにほしい。また、他県
や他市町村から友達が来たときに、ここがよい観光施設で１日中遊べる
よという場所がないのでほしい。

1347 男性 60代 古井 太田駅南を活性化(地主からの土地開放)を進める。

1348 男性 50代
下米田・
牧野

キャッチフレーズの中でも、フレッシュミノカモと言ったが、将来高齢
化が進んでいく中で、高齢化対策のことだけに目が行きがちだが、本当
に必要なのはその時代に高齢化を背負っていく若い人達、そして現在の
子ども達にとって住みよい街をつくっていく準備や下地作りではない
か。

1350 女性 70代 古井

・最近の市報、カタカナ用語が多くなった。日本語での注意書きがあっ
たらいいなと思う。
・かつては家の周りに生垣があり、大木があり、緑がいっぱいだった。
今では山は破壊され、田畑がなくなり、大きな商業施設ができ家の周り
からは緑がなくなり、ますます温暖化が進むのではととても心配。草や
剪定した木が、家庭で償却処分できないことや、高齢化もあると思う。
他の市では無料で処分しているところもあるようで、当市でも一考して
もらえたらと思う。

1352 女性 60代
下米田・
牧野

一部の優良企業を除き、中小企業、介護事業で働く人々は、給料の昇給
もままならず、食費の値上がり、子どもの教育費等支出が嵩むなどなど
生活にゆとりがない。老人についても、年々年金は減らされて先の不安
もある。こうした中、あらゆる面で必要となるのは市の財源である。も
う少し企業誘致に力を入れ、皆がその恩恵をなんらかの形で受けられる
ようにしてほしい。

1353 女性 40代
下米田・
牧野

今ある産業や工業者から受け継いできたものを見直し、若者や子育て世
代が、ここで暮らしていきたいと思える新しい取り組みを考えてつなげ
ていくべきだと思う。ある地域だけでなく、美濃加茂市全体で取り組め
るようなまちづくりができると尚良くなると思う。

1355 女性 70代 古井 老人に優しいまちづくり。
1356 女性 80代 山之上 名品を展開できる様な農業の発展に力を入れてほしいと思う(85歳女性)
1358 女性 60代 加茂野 乗り合い医療バスなどがあると嬉しい。
1365 女性 30代 古井 若い世代が住みよい街になるといいと思う。

1366 男性 50代 加茂野

外国人の増加により、畑の作物が盗まれるなど治安が悪くなっている。
外国人への過剰な福祉が原因だと思う。日本人、美濃加茂市民に暮らし
やすい街にしてほしい。また、アンケートの結果を報告してほしいと思
う。

1372 男性 10代 古井
少子高齢化が進む中で財政も厳しくなっていくことが予測され、行政
サービスの低下を防ぐために、行政とNPO、NGOだけでなく、市民も参加
して行政サービスの維持をしていくべきではないか。
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1374 女性 70代 山之上

私は農業をしているが、近頃、田畑の草木を燃やすとすぐに通報され、
市から来ると聞かされ困っている。生ごみの袋にはとうてい出せるわけ
がない。数がたくさん必要なうえ、ビニール袋が破れてしまう。市報に
は田畑関係は時間帯だけ考えて燃やしていいと書かれているが、現在
困っている。市の方から何かの形で知らせてほしい。

1376 女性 80代 古井

・健康福祉に関すること、介護・高齢者福祉の軽減について。
本当に困っている人には手を差し伸べるべきだが、定年を迎えた人材を
活用し、年金生活・公共サービスに頼る生活に生きるのではなく、生産
性のある生活(60～65歳の皆は元気でそれぞれの分野で能力がある人が多
い)を支援してほしい。そのためには中年層の意識づくりと健康づくりの
推進に取り組むべきだと思う。60～65歳くらいで中断するとなかなか復
帰も難しく、介護費の軽減のためにも大切なことだと思う。ちなみに私
は84歳の女性で現役。結婚して60年ずっと仕事をして３人の子どもを育
てて、現在も消費税、所得税、市民税も納入している。
・環境に関すること
現在、本郷町二丁目に在住している。道路も拡張されて美しい街並みに
感謝していたところ、１年以上前、突然家の反対側の空地にゴミが堆積
されて環境が一変し、毎日ゴミの山を見て仕事をしている。自治会長が
個人で地主に苦言を言わないで、自治会から市役所に相談するとのこと
だった。私自身も電話したが、両者共なしのつぶて。台風の時にはペッ
トボトル、ゴミが散乱し、我が家の庭にもトタンが飛んできた。幸い事
故にはならなかったが、放火にでもあったらと思うと大変心配。警察と
一緒で事件が起きないと取り合ってもらえないのか。

1377 女性 30代 太田

子育てしやすい街として、ぜひ祖父母との同居世帯に対して何か支援を
してほしい。孫との同居は子どもにとっても家庭にとっても、きっと大
きなメリットがあると思う。多くの手で子育てをすることに対して、サ
ポートしてもらえる仕組みがあれば、まち全体の見守りをはじめ、あた
たかい市になると思っている。

1387 女性 40代 蜂屋
健全でコンパクトな行政を望む。個人的には、公務員数は今ほど必要な
いと思っている。色々合理的ではない。

1395 男性 40代 古井
企業立地をお願いしたい。市内には工業用水もあるので、有効に使える
といいと思う。

1398 女性 40代 蜂屋 だれもが住みよい街になるといい。

1400 女性 40代 加茂野
若い人が定住することが大切だと思うので、働く場所、住宅、教育の充
実、助成金、補助金などもあるといいと思う。

1401 女性 30代 古井

・幼稚園の選択肢が少ない
・田んぼを潰して商業施設をつくるのはあまり賛成しない。都市化を目
指し、便利になることよりも、美濃加茂市は田舎なのだから、田んぼの
維持が難しい家庭があるのなら、誰か代わりに育ててくれる人を探した
り、農業をもっと市民の身近なものになるように区画で貸し出したり
と、そっちの方面に向かった方がよい気がする。

1404 男性 30代 太田 子育て世帯へのサービス向上をもっとしてほしい。

1405 男性 40代 古井

・設問数が多い。
・選択肢の並び順に、市役所の皆さんの恣意的なものを感じる。
・特に新しいことや目立ったことはやらなくていいので必要なことだけ
やってほしい。
・長年の慣例で続いているような行事や助成は、この際バッサリスク
ラップしてみては？

1409 男性 30代 三和 バスの最終が23時くらいまであれば飲んで帰れるのに。

1410 男性 50代 太田
子育て世代が住みたくなるまちづくり。少子化に反した人口を考え、か
つ、老人の住み心地がよいまちづくり。

1412 男性 50代 加茂野
児野かも市は人口全体に対して8.6%が外国人。ぜひ外国人の家庭の子ど
もが学ぶ学校、また「のぞみ教室」など彼らの教育を充実させること
が、今後の美濃加茂にとってとても重要なことなのではないか。

1413 男性 20代 太田

若者が美濃加茂市に移住してくれようとしているのに、振興区域、一種
農地などごたごた言って土地を売らせなかった。美濃加茂市は人口も増
やしたいのではないのか。もう死んでいる農地をルールだからといって
宅地にせず、よそ者の移住を認めないなんてありえない。

1414 女性 50代 伊深
積極的な空き家対策。色々な自治体の成功事例を取り込み、美濃加茂向
けにアレンジしていく。
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1417 女性 50代
下米田・
牧野

・街中心部の開発は進んでいるようだが、一歩郊外に出ると、交通機関
が少なく、これから歳を重ねる上で不安がある。
・子育ての時期は高校への送迎が負担となり、仕事への影響もあった。
あいあいバスの充実を望む。
・みのかもに移り住んだ理由に自然がある。大切に生かしてほしいと思
う。市政に期待している。

1419 女性 10代 蜂屋
いろいろなお店が増えてきて住みやすい環境になっていているので、こ
れからも発展していってほしい。

1420 女性 40代 太田

リバーポートパーク、きれいになってイベントも多く、ステキな公園。
子どもが存分に遊べる遊具があると、もっと遊びに行きたくなる。清流
里山公園、健康の森は魅力的になった。美濃加茂は自然が美しいのがと
てもよいので大切にしたい。後世にも残していきたい。自然とふれあえ
るイベントがたくさんあるといい。

1421 女性 30代
下米田・
牧野

・高齢者が行動しやすい
・スケボーや自転車のパーク
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