
平成２０年度美濃加茂市市民満足度調査対応集 
 
 
●重要度・満足度結果及び自由意見の取り扱いについて 
 重要度・満足度調査の結果や寄せられた自由意見は、今後の市政運営への参考とするように担

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

す。 
 
 
●調査事項の結果における各課の対応について 
 市民満足度調査の回答をいただいた６４４人から寄せられた重要度・満足度の結果や自由意見

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

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

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

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

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



（１）敬老会事業への助成          
  重要度得点３．６３ 満足度得点３．０７ 

 

【調査事項】 高齢者の生きがいづくりのため、７５歳以上の方を対象に行う敬老会事業に、

毎年一人あたり１，４４０円を助成しています。 

【考えや今後の取り組み】 
■調査の結果からみますと重要度・満足度ともに評価が低く、今後の取り組みについては見直

しを前提に取り組む必要があります。 
少子高齢化社会の中、７５歳以上の敬老会の該当者は、以下のとおり年々増加しており、平

成１９年度以降一人当たりの助成金額も見直しをしてきました。 
平成１８年 ４，７３１人 一人当たりの補助金 １，８００円 
平成１９年 ５，１６２人     〃     １，６００円 
平成２０年 ５，３３０人     〃     １，４４０円 
平成２１年 ５，４８５人     〃     １，４４０円 

   また、このほかにも９０歳以上や８０歳夫婦、１００歳以上、８８歳祝い品も廃止をし、

１００歳誕生日の祝い金も減額をしております。 
県下の市町から回答をいただいている敬老事業調査では、７５歳の誕生日を迎える人だけ

を対象にした敬老会を実施されている自治体もあります。それらの状況や介護保険事業、他

に実施している高齢者の方への生きがい事業の状況も踏まえ、当市にもっともふさわしい敬

老会のあり方を検討し、２２年度からの敬老会事業を見直します。 
 
                                   回答課：福祉課 
 
 
（２）中学校卒業までの医療費無料化   

    重要度得点４．４６ 満足度得点４．３１ 

 

【調査事項】 少子化対策として、乳幼児の医療費を無料にしています。２０年度から対象を

小学校卒業までから中学校卒業までに広げました。 

【考えや今後の取り組み】 
■乳幼児の医療費助成対象年齢を中学生までに拡大したことが市民の皆さんにとって重要で

あり、かつ、満足していただけていることが分かり、この施策が少子化対策に必要なものであ

ると実感しました。その反面、「助成対象は小学生まででよい」などの反対意見があることも

分かりました。助成対象拡大の意見もあるようですが、今後も助成対象は中学校卒業までとす

る予定です。 
また、「医療費が助成されるということで病院に行きやすくなることから、受診件数が増え



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

る以上、医療費の抑制については、市民のみなさんにご協力いただけるよう理解を求めていき

ます。 
 
                                   回答課：福祉課 
 
 
（３）学童保育事業        

       重要度得点４．３９ 満足度得点３．７７ 

 

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

休暇中、保護者に代わって保育を行っています。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■保護者が仕事などで家庭にいない小学1～3 年生の児童に対し、放課後や土曜日、長期休暇

中、学童保育事業を行っています。 

  みなさんからの意見にあるように、「親が安心して働くことができる」など事業を評価して

いただいている反面、「親が責任をもって面倒を見るべき」など事業を評価していない意見も

あります。また、「対象学年を拡大してほしい」、「自己負担金を増やすべき」といった今後

の事業の課題についての意見もあります。 

  学童保育事業は、子どもの安全確保や保護者が安心して働ける支援の一つと考え、これから

も積極的に支援していきたいと考えています。 

  現在、古井小学校や山手小学校では定員に達しておりますが、他の学校では定員の余裕はあ

ります。定員の増加や対象学年の拡大には、保育場所の確保が必要になります。小学校では小

人数学級や算数等の少人数指導を実施していることから余裕教室は無く、現状の小学校の教室

では、新たな保育場所の確保が非常に難しい状況にあります。 

  今後も、民間活用や小学校以外の保育場所の確保も視野に入れ、社会情勢やみなさんからの

意見をお聞きしながら事業を進めていきます。 

 

                                  回答課：教育総務課 
 
 



（４）妊婦の健康診査に対する助成      
  重要度得点４．５３ 満足度得点３．９９ 

 

【調査事項】 妊婦の健康管理や健全な妊娠、出産をしてもらい、少子化対策を進めるため、

妊婦の健康診査に対する助成（１回につき平均５，１３５円）を３回から６回に増やしました。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■少子化対策のひとつの方策で、安心して妊娠、出産してもらえるように実施している「妊婦

の健康診査に対する助成」は、重要であり満足しているという市民のみなさんの考えがわかり

ました。 
  一部に、「全額自己負担にすべきである」という意見があったものの、多数の方は回数を増

やし、妊婦の負担の軽減を図るべきであるという意見でした。これまで市では、国の通知を受

けて、この妊婦健診の助成制度を拡充してきたところです。今後とも、この制度を継続して少

子化対策に取り組みます。 
  また、市内に産科、婦人科が少なく不安であるというご意見もいただきましたので、県や医

師会などと協議を進め、安心して出産ができるような体制の整備に努めてまいりたいと考えて

います。 
 
                                   回答課：健康課 
 
 
（５）ふれあい安全サポーターの配置による児童生徒の安全安心の確保 

重要度得点４．６２ 満足度得点４．００ 

 

【調査事項】 小中学校に「ふれあい安全サポーター」を配置し、見回りなどにより、不審

者の侵入防止や登下校時の交通安全・不審者対策など、児童生徒の安全安心の確保に努めて

います。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■ふれあい安全サポーターを小学校各１名、中学校各２名を配置し、不審者の進入防止や登下

校時の交通安全・不審者対策など、児童生徒の安全安心の確保に努めています。 

この事業については、市民のみなさんが重要であり満足をしていると評価されていると受け

止めています。これもふれあい安全サポーターだけでなく、地域のボランティアの方のご協力

があってのことであると感じます。 

みなさんからの意見では、「サポーターの人たちを見るだけで親としても安心感がある」な

ど事業を評価している意見、「事業費は不要」など事業を評価していない意見、また、「配置

人数が適正かどうか検証する必要がある」など今後の事業の課題などの意見をいただいていま

す。 



市内では、現在も多くの不審者情報が寄せられておりますので、ボランティアの方や市民の

みなさんなどのご協力をいただくため週２回の啓発放送、学校を単位とした見守り隊の充実な

ど子どもたちの安全確保のため、いただいたご意見を参考に事業の充実を図っていきます。 

 
                                  回答課：学校教育課 
 
 
（６）小中学校の耐震対策の実施     

    重要度得点４．７６ 満足度得点４．１２ 

 

【調査事項】 小中学校の耐震対策を順次実施しています。２０年度は、下米田小学校体育館、

山手小学校体育館および西中学校格技場の耐震補強工事を行いました。 

【考えや今後の取り組み】 
■学校施設は、児童・生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活等の場であることから、安全性

を確保することが必要不可欠であり、地震発生時の児童・生徒の人命を守るため、施設に十分

な耐震性能を持たせて学校施設を整備することが必要です。また、地域住民の避難場所として

の役割を果たすことが求められています。 
この調査結果からも耐震対策の重要性の高さを感じております。 
市民のみなさんからも、「早期に耐震化を進めていただきたい」というご意見を多数いただ

いておりますので、今後も順次小中学校の耐震化が必要な学校施設の整備を進めてまいります。 
なお、市のホームページに、各小中学校別に「耐震診断結果」を掲載しておりますので参考

にしてください。 
 
                                  回答課：教育総務課 
  
 
（７）中央公民館での生涯学習講座   

     重要度得点３．６２ 満足度得点３．３５ 

 

【調査事項】 中央公民館では、みなさんに生きがいを持って生活していただくため、いろい

ろな趣味の講座（年間４～５講座程度）を開きました。 

【考えや今後の取り組み】 
■「多くの講座を開催しているので、時間があったら参加したい」など、好意的な意見がある

一方、「参加人数が少ない」「時間帯が限られる」「受講料が高い」など生涯学習講座に対し評

価をしていない意見も多く、総じて生涯学習講座に対しての市民への周知が不足している結果

であると受け止めております。 



今後は、市民のみなさんを講師とする講座や、参加者の年代を限定した講座など従来のス

タイルにこだわらない、市民のニーズに合った新たなスタイルの講座を提供していくととも

に、広報紙に限らずホームページ等にも掲載するなど、市民のみなさんに生涯学習講座へ参

加していただくため、積極的に参加者の募集を行い事業の推進をしていきます。 
 
                                  回答課：生涯学習課 
 
 
（８）文化の森でのボランティアによる市民の文化活動支援 

       重要度得点４．０１ 満足度得点３．７２ 

 

【調査事項】 みのかも文化の森では、市民ボランティアや各種団体のみなさんと連携し、市

民の文化活動を支援しています。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■現在、みのかも文化の森では、６つの分野（展示ガイド、アート、生活体験、学習支援、伝

承料理の会、イベント）の市民ボランティアや関係するさまざまな市民団体の方々に活動いた

だいております。どの分野においても、その役割は大変重要なものであり、今回の調査におい

て、すべての年代別の約半数が「重要」と認識いただいていることは、ひとえに文化の森を支

えてくださっている人々の活躍があってのことと思います。その中で 10 歳代の 6 割以上が「重

要」と認識している理由としては、この世代が、小学校から中学校にかけて学校活用（年間約

8,000 名 開館以来延べ約 71,000 名）を通じて、各ボランティアとの交流を深められた結果で

はないかと感じています。自由意見の中にも、市民ボランティアと連携した事業を評価いただ

いており、より重要と認識いただけるような内容を今後も提供していきたいと考えます。 
一方、満足度においては、「交通の便が悪い」、「広報不足」といったご意見をいただいてお

ります。郊外に位置していることは、日常の喧騒から少し離れた空間を楽しめる一方で、なか

なか足を運ぶことができないといったデメリットもあります。そこで、今年度から、新路線と

して運行開始となったあい愛バス「文化の森公園線」のご活用を呼びかけ、また広報活動につ

いては、市広報紙以外にも、文化の森ホームページへの掲載、「ミュージアム ニュース」の

発行、各チラシやポスターなどの関係機関への配布、特に親子向けイベントについては、学校

から各児童・生徒への配布を行っておりますが、さらに充実をしていきます。 
   

 
                                  回答課：文化振興課 
 
 
 
 



（９）前平市民プールの改修工事    
     重要度得点４．０７ 満足度得点３．６５ 

 

【調査事項】 夏季の２ヶ月間、前平市民プールを開いていますが、施設が古くなったため、

平成１９・２０年度にかけて一部改修工事を行い、安全に利用できるようにしました。 

【考えや今後の取り組み】 
■前平市民プールは平成１９年・２０年に一部改修し安全性、快適性、そして景観も以前より

良くなり、広報などでもお知らせしています。 
使用期間が２ヶ月間と短期間であることや維持管理費が多額であり、利用者数も減少傾向に

ありますので、今後の市民プールのあり方については、今回の調査でいただいた意見を参考に

したり、市民や各種団体との話し合いをしたりして検討していきます。 
当面、夏のスポーツで健康・体力づくり、そしてレジャーのため、安全・快適を重視した施

設の維持管理と監視業務に努めて運営していきます。 
また、「マナーやモラルが悪い」などの意見もいただきました。外国人利用者にもポルトガ

ル語の看板、チラシの配布及びポルトガル語の場内放送を行い、利用マナー向上の啓発に努め

ておりますが、ルールを守られない方には、利用をご遠慮いただくなどの対応をします。 
 
                                回答課：スポーツ振興課 
 
 
（10）ごみ袋料金に対する市負担    

     重要度得点４．６４ 満足度得点４．３５ 

 

【調査事項】 家庭から出るごみを処理するため、毎年多くの費用がかかっています。その９

割以上を市が負担することで、ごみ袋一袋の料金を３０円にしてご家庭の負担が軽減されてい

ます。 

【考えや今後の取り組み】 
■ごみ袋料金に対する市負担については、約７割の方が満足であると回答しています。また、

この問題に対しては、多くの方から意見も寄せられました。 
その多くは、「９割以上の市負担はありがたいが、市の財政状況を考えると家庭がもう少し

負担してもいいのでは」、「受益者負担の原則からもっと負担額を増やすべき」や「もう少し

負担を多くすれば、ごみを出す側も減量に努めるのではないか」など、ごみ袋料金の見直し

に理解をいただいているご意見であると受け止めています。 
平成２０年度の実績では可燃ごみ一袋（６キロ）あたりの処理料は３９７円で、可茂地区

で 1 番高くなっており、市負担額は一袋あたり３６７円になっております。 
市の実質負担額が年間約５億５千万円にのぼり、一般会計に占める割合も３．５％を超え

ている状況であり、また、ごみの減量やリサイクルによる循環型社会への取り組みの観点か



らも、ごみ袋の料金については市民の皆様と議論を交わす必要があると考えております。 
現在市では、広報紙の連載やホームページなどでごみの減量を呼びかけ啓発に取り組んで

います。市民一人ひとりが、リサイクルの徹底とともに、生ごみの水切りや堆肥化などに努

めましょう。 
 

                                回答課：環境課 
 
 
（11）「おん祭みのかも」への補助金の支出   

 重要度得点３．７４ 満足度得点３．６０ 

 

【調査事項】 実行委員会に補助金を出して、“おん祭みのかも”（「花火大会・駅前イベント」、

「中山道まつり」）を開催しています。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■おん祭 MINOKAMO は、美濃加茂市民のための市を代表するイベントと位置づけており、

商工会議所や地域住民で組織する実行委員会により開催をしています。運営費の約半分を補助

金として支出していますが、その他は実行委員会が寄付金などを募り工面しております。 
  「補助金が多すぎる」、「マンネリ化している」とのご意見もいただきましたが、特に「花火

大会」については、毎年好評でその期待に答えるためコンペ方式により花火の打ち上げ業者を

選考するなど、経費を増やさないようにしながら、毎年印象に残る花火大会になるように努め

ています。 
  また、駅前イベントや中山道まつりについても、市を代表するイベントであることを自覚し

て運営に努めております。 
 「毎年、家族で楽しみにしている」や「太田のまちだけのイベントになっている」とのご意

見もいただいておりますので、今後は、美濃加茂市のイベントということを前面に出し、どの

地区にお住まいの方でも花火を見にこられるような方策を考え、市民総参加でのイベントとな

るよう取り組んでいきたいと考えております。 
 

                                回答課：商工観光課 
 
 
（12）みのかもブランドの構築・育成   

    重要度得点４．１０ 満足度得点３．２９ 

 

【調査事項】 自然、産業、特産などの資源を活用し、美濃加茂ブランドとして、全国に発信

できる特産品などをつくっています。 



【考えや今後の取り組み】 
 ■美濃加茂市には、特産品が少ないといわれています。そのなかでスローフード協会の食の世

界遺産に認定された堂上蜂屋柿や、山之上の梨、柿などが美濃加茂の特産品としてあげられま

す。 
  堂上蜂屋柿は、生産量も限られ、非常に高価なものとなっており、気軽に買い求めることも

できない状況です。山之上の梨や柿についても、将来の生産体制について問題があります。 
  しかし、「観光地としても特産品が必要」、「全国一の特産品をつくってほしい」など美濃加

茂ブランドの特産品に対して期待される意見を数多くいただきました。 
美濃加茂市をみると、農業分野の特産品だけではなく、豊かな自然や、優れた産業が集積し

ており、全てが美濃加茂ブランドとなる可能性があります。 
  今後の美濃加茂ブランドについては、自然を生かしたものや産業技術を生かしたもの、そし

て昔からある農業生産物を生かしたものなど、もう一度美濃加茂市の資源を見つめ直して新た

な美濃加茂ブランドの発掘や開発を行っていきます。 
 

                                回答課：商工観光課 
 
 
（13）市民参加による景観計画および景観条例の策定  

 重要度得点３．９７ 満足度得点３．３３ 

 

【調査事項】 今あるすばらしい景観を守り、育て、また、新しい景観をつくるために地区別

に懇談会を開き、市民参加による策定委員会で、ルールや行為の制限を定める景観計画および

景観条例をつくっています。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■今あるすばらしい景観を守り、育て、また、新しい景観をつくるための計画及び景観条例に

ついて、半数以上の方が重要であると回答をいただいております。 
反面、満足度に対して、低い評価をいただいておりますが、これは、現時点で計画が策定途

中であり、また、策定委員会及び各地区でのワーキングなど、市民公募等で参加されたメンバ

ーではありますが、固定されたメンバーで検討を重ねている段階であるため、成果が見えにく

い事が要因であると考えています。 
現在でも、策定委員会は、公開会議として、その議事録や資料も、ホームページ上で公開し、

その経過等を市民の皆さんに周知していますが、今後は、各地域で進めている地域の景観を考

えるワークショップなどの活動も、地域のまちづくり活動として市民のみなさんに広め、周知

していく事により、みなさんの満足度を高めて行きたいと考えています。 
また、費用については、景観講演会、景観アンケート、景観資源の調査費、策定委員会費用、

各地区のワーキング費用など、平成１９年度からの３カ年の費用ですが、 少の費用で 大の

効果が上がるよう努めます。 
                                回答課：都市計画課 



（14）西畑正理線・神明森山線の整備     
  重要度得点３．８０ 満足度得点３．５２ 

 

【調査事項】 主要地点を結ぶ西畑正理線（山手線～国道４１号線）・神明森山線（東図書館

～国道２４８号線）の整備をし、移動時間の短縮や交通安全対策を推進しています。 

【考えや今後の取り組み】 
■現在、西畑正理線（山手線～国道４１号線）と神明森山線（東図書館～国道２４８号線）

の道路拡幅整備をおこなっています。 
西畑正理線の工事は、国道４１号線と東海環状自動車道・美濃加茂ＩＣ間を結ぶ区間の整

備です。この路線は、古井地区の中心地と高速道路をつなぐアクセス道路としての役割のほ

かに、狭い道路の改良による自転車、歩行者などの安全確保、歩道のバリアフリー化、地震

時の緊急輸送道路、近隣土地の利用促進など、いくつかの役割を担う重要な道路であると位

置づけています。平成２１年度（平成２２年３月まで）に国道４１号線の交差点部を改良す

ると全線開通となります。 
また、神明森山線は、美濃加茂市立東図書館から国道２４８号バイパスまでを結び、西畑

正理線と連結する道路です。「神明森山線は、中途半端で無駄だと思う」という意見もありま

したが、この道路の沿線には、高校２校、小学校 1 校、市立図書館があり、学生や学童の利

用が大変多い道路で、朝夕の通学、通勤時間には自動車、自転車、歩行者が混在し、交通安

全上とても危険です。道路拡幅整備をすることにより両側にバリアフリー化した歩道の設置

や車道の２車線化が図られ、歩行者、自転車の安全確保や円滑な自動車の通行が可能となり

ます。平成２３年度（平成２４年３月まで）の完成をめざし整備を進めていきます。 
今後、このような基幹道路の整備を計画する場合、費用と効果を考慮し、また、地元の声

やみなさんの意見を尊重し、実施すべきかを判断していきたいと思います。 
    

                                回答課：土木課 
 
 
（15）生活道路の利便性の向上と交通安全対策  

 重要度得点４．１９ 満足度得点３．４７ 

 

【調査事項】 生活道路の新設や改良、舗装または側溝の整備を行い、地域に密着した道路の

利便性の向上や交通安全対策の推進をしています。 

【考えや今後の取り組み】 
■生活道路は、市民の日常生活に も密着した道路であり、また、災害時の避難路や緊急車両

の通行の役割も担っています。 
生活道路の新設、改良、舗装、側溝の整備等は、基本的には地元の要望の中から、公共施設



などへのアクセスとなる路線、利用度が高い路線、整備に伴う用地の確保ができる路線、施設

の老朽化を含めた通行に危険が伴う路線等を考慮し、整備を行っているところであります。 
生活道路に対しては、「本当に必要な道路なのか、疑問が残る道路もある」、「優先順位をつ

け、無駄な投資はしてほしくない」などのご意見もありますので、今後は、限られた予算の中

で、綿密に調査した上で必要性の高い路線を選択し、地元の意見をお聞きしながら整備を進め

ていきたいと考えています。 
 

                                回答課：土木課 
 
 
（16）事故発生割合の高い太田地区での歩道の段差解消や路肩の着色 

 重要度得点４．６１ 満足度得点３．７８ 

 

【調査事項】 歩行者や自転車利用者の安全な通行を確保するため、事故発生割合の高い太田

地区で、１８年度から歩道の段差解消や路肩の着色などをして交通事故の抑制に努めました。 

【考えや今後の取り組み】 
■平成１８年度から、人身事故の割合が高い太田地区の一部区域で、歩道の段差解消や拡幅と

歩道のない通学路での路肩着色等の整備を進めてきました。 
この調査結果からは、交通事故の抑制に対する重要性が高く、「車イスでも外に出かけるこ

とができ、ありがたい」、「路肩の着色はわかりやすくていい」や「事故防止は重要だし、効果

も得られていると思う」など、ある程度の満足感も得られていると思います。 
この区域では、整備を始める前と後では、人身事故が約７割少なくなったという結果がでて

おります。また、太田小学校の学童に対してアンケート調査を行った結果、通学路でヒヤリと

したことや危険と思うことが、整備前より約６割少なくなったという意識調査の結果も出まし

た。歩道の整備と歩道のない道路の路肩着色や危険交差点の着色は、交通弱者である歩行者の

安全確保に大変有効であると受け止めております。 
しかし、新規の歩道整備には、時間も費用もかかりすぐに効果が出ないことから、既存道路

で歩道のない道路の路肩着色や危険交差点の着色こそ即効性があり、費用も少なく有効な手段

であると考えています。 
平成２１年度からは、歩道のない通学路の安全確保を目的として、太田小学校区では通学路

の路肩着色と危険な交差点の着色を継続していくとともに、古井、山手、加茂野、下米田小学

校区においても、危険な通学路や学童の通行の多い通学路を重点的に、順次、整備を進めてい

きます。 
 

                                回答課：土木課 
 
 



（17）下水道の整備           
    重要度得点４．７８ 満足度得点４．０３ 

 

【調査事項】 家庭排水による汚れや悪臭から、河川や排水路を守り、快適に暮らせるように

下水道の整備を行いました。 

【考えや今後の取り組み】 
■家庭排水による汚れや悪臭から、河川や排水路を守る下水道整備事業については、重要度も

高く、満足度も比較的高い評価をいただいたと認識しています。 
 その中で、「接続率を１００％にしてほしい」、「まだ、家庭排水が流れているところもある」

などの意見もいただいております。今後は、接続されていない家庭などへの普及活動を積極的

に行い、接続率の向上を図り、河川や排水路をさらに浄化し、市民満足度の向上につなげたい

と考えております。 
  また、「下水道使用料の料金が高い」とのご意見をいただいておりますが、下水道整備には

市も借金をして多額の予算を投入しており、今もなお約２５０億円の借金の返済をしています

し、毎年６億円程度の維持管理経費を必要としています。その中で、みなさんの負担も考慮し

て設定させていただいた料金としておりますのでご理解をお願いします。 
 

                                回答課：水道工務課 
 
 
（18）５０年計画による水道管の取り替え 

    重要度得点４．７２ 満足度得点３．９６ 

 

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

れをすべて取り替えるには２００億円が必要になるため、５０年計画を立てて、必要性の高い

管から順次取り替えています。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■老朽化の進んだ水道管の計画的な取り替えについては、みなさんの生活に身近に関わる問題

であることから、非常に重要性を感じてみえますし、計画的な推進について満足をいただいた

と認識しています。 
  ご意見でも、「安全性を確保するためにも、優先順位をつけて処理してください」や「計画

的に推進してほしい」など、老朽管の計画的な更新を望まれる声がほとんどでした。今後は、

老朽管の取り替えにより水道料金が値上がりすることのないよう配慮し、安定的に安心できる

水の提供に努めていきます。 
 

                                回答課：水道工務課 



（19）市バス「ふるさと号」の活用      
  重要度得点３．９９ 満足度得点３．６５ 

 

【調査事項】 園児・児童の学習活動や施設見学、また、関係のある団体の行事などに使用す

るバス（ふるさと号）を２台所有し、活用しています。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■市バス（ふるさと号）は、2 台所有し、1 台は嘱託職員により、こちらを重点的に活用し、

他の１台は２台目が必要な時のみ運転を代行方式によって行っています。 
平成２０年度の利用状況は、1 号車 141 件、2 号車 123 件で稼働率は約 55％程度となっ

ています。 
「利用回数がまずまず多いので残してもよいと思う」、「とても役に立っている」など、必要

性を感じてみえる反面、「利用が減るようならば台数を減らしていくべき」や「常時利用しな

いのであれば、利用するときだけレンタルにすれば経費がかからないのでは」など、費用と効

果のバランスを考慮すべきであるとのご意見が多くありました。 
市バスの運営に要する年間経費は約９４０万円であり、２０年度の運行状況で民間委託にし

た場合は約１，０５０万円が必要です。民間委託では、専門事業者が運行するため、安全面や

事故対策などの面で優れている部分もあります。 
今後の市バスの運用については、現在のバスが使用できなくなるまでに、安全面や使いやす

さ、費用などを考慮し、民間への委託も視野に入れ検討していきます。 
 

                                回答課：総務課 
 
 
（20）市長と語ろう「タウンミーティング」・「お出かけトーク」の実施 

 重要度得点３．７４ 満足度得点３．１７ 

 

【調査事項】 市民のみなさんが自ら参加し、市役所とともに住みよいまちづくりを行うため、

市長が直接みなさんの声をお聴きする、「タウンミーティング（テーマを決めて行う）」と「お

出かけトーク（サークルなどの活動の場所に出向いて行う）」を実施しています。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■市長が直接みなさんの声を聴き、その意見や提言を今後の市政運営に生かす目的で行う「タ

ウンミーティング」や「お出かけトーク」は、市民のみなさんから重要ではあるが満足はして

いないという結果であると受け止めています。 
  「直接話ができるのは、市長にとっても市民にとっても非常に大切なことである」や「市長

が足を運び市民の声を多く聴く必要があると感じる」などの意見をいただき重要性を感じまし

た。 
  しかし、「いつ、どこで行われるのかわからない」や「実施していたことを知らなかったの



で、もっと積極的に、いろんな所に出かけてほしい」など、開催案内がみなさんのところへ行

き届いていないとの指摘がありました。 
  また、「結果が反映されない」や「市民の声を聴くことは重要。しかし、反映されなければ

意味がない」など、市民の声を聴きっぱなしではないかという意見もいただきました。これに

ついては、会議録を作成し、いただいた意見に対して、担当課の対応をとりまとめ、反映でき

る事業は反映し、その結果を市役所すべての職員で共有しています。ただし、市民のみなさん

へ結果をお伝えすることまではできていませんでした。 
  今後は、開催案内が広くいきわたるように検討し、いただいた意見に対する市の対応もみな

さんにホームページ等でお伝えするなど、「タウンミーティング」・「お出かけトーク」の充実

を図ります。 
  なお、「こういうアンケートをもっともっとやるべき」との意見もいただきました。アンケ

ートも結果を市政に生かしていくことが、市民によるまちづくりにつながることですので、今

回のアンケートを今後の取り組みに活用していきます。また、今後も定期的に意識調査を実施

していきたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。 
 

                                回答課：市政情報課 
 
 
（21）防犯灯の設置           

    重要度得点４．８８ 満足度得点３．５５ 

 

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

【考えや今後の取り組み】 
■犯罪防止や交通事故防止対策のための防犯灯設置については、市民のみなさんが重要であり

必要であると強く感じてみえることが調査結果から伝わってきます。 
その反面、「通学路に関わらず暗い箇所がまだまだある」、「防犯灯設置は、治安維持などか

らも重要であり、更なる充実を望む」や「山間部にもっと設置してほしい」など、重要度のわ

りに満足度は低く、施策の対応が必要であると感じております。 
例年、防犯灯の設置については、各地区の自治会から多くの設置要望をいただいており、毎

年約 70 基前後を設置しているところであります。 
  設置については、原則 80 メートル間隔として、要望のあった現場を確認し、設置の必要性

がある箇所については、できる限り早く設置できるよう努力しております。 
２１年度の防犯灯設置は、例年の自治会要望分とは別に、予算を計上して通学路などで夜間

特に暗い場所について、約９０基の防犯灯設置を行い事業の充実を図ります。 
今後も安全で安心できる住みよい生活環境を確保するため、計画的に防犯灯の整備を進めて

いきます。 
                                回答課：防災安全課 



（22）窓口業務の時間延長と休日業務     
  重要度得点４．４４ 満足度得点３．９６ 

 

【調査事項】 ３月末から４月始めの転入や転出などの手続が多い時期に、みなさんの待ち時

間の緩和や利用しやすさを考え、窓口業務の時間延長（平日）と休日（土・日）に業務を行い

ました。 

【考えや今後の取り組み】 
■例年、年度末及び年度始めは社会人の転勤や学生の卒業および入学などにより、他の時期

と比べ転入や転出など住所変更等の届出件数が極端に増加することから、市民課などの窓口

が大変込み合います。 
   平日の窓口での待ち時間の緩和や平日に休むことができない方への利便性を図るため、３

月の 終土曜日・日曜日と４月の第一土曜日・日曜日に休日窓口を開設して異動届等の受付

を行いました。 
   また、３月の 終日曜日から４月の第一土曜日までの間の平日についても、午後７時まで

窓口業務を延長いたしました。 
   調査の結果、この取り組みに対しては重要性も高く、満足もしていただけているものと感

じております。 
県内の市町村でも同様の取り組みが広がっており、平成２１年の県内市町村の年度末（３

月２９日）・年度始め（４月５日）における休日窓口の開設状況は、市の実施率は８５．７１％、

市町村全体では、５９．５２％の実施率となっており、県内の多くの市町村でこの時期に揃

って休日窓口を開設することで、県内での住所異動をされる方にとっては、休日の１日で転

出・転入の異動に伴う手続きを終えることができるなど、大変便利で有効な市民サービスで

あると考えています。 
   市職員の時間外手当の支給については、「時間外手当でなく、代休とすればよい」や「時

間外手当は支給しないでワークシェアをすればよい」との意見がありましたが、職員の休日

勤務に対しては代休扱いとしています。しかし、平日の窓口延長については、人員及び昼間

の窓口の状況から時間外対応としていますのでご理解をしていただきたいと思います。 
平成１９年・２０年・２１年の３年間、住民異動により届出が必要となる市民課、保険課、

福祉課、こども課の４課で効率的な行政サービスへの転換を進めるため、試行実施しました

ので、この間の利用状況や経費等の調査・分析を行い、その結果を踏まえ、２２年の年度末・

年始から実施します。 
 

                                回答課：市民課 
 
 
 
 
 



（23）男女共同参画事業の推進        
  重要度得点３．５０ 満足度得点３．２１ 

 

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

の実現を目指し、男女共同参画事業を推進しています。２０年度は、懇話会による「みのかも

男女共同参画基本計画」の進捗状況の審査と市への提言などの活動をしました。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■男女共同参画事業の推進に対して、「重要である」と感じている市民が３割程度にとどまっ

ているということは、市民のみなさんに、男女共同参画についての理解が深まっていないと受

け止めています。 
また、「内容を知らない」「何をやっているかわからない」など、事業を知らないとの声があ

るということは、PR 不足であったと実感しています。今後は、男女共同参画事業に関する情

報を、広報紙やホームページをはじめ、さまざまな手法を検討し、周知していかなければなら

ないと考えます。 
この計画は、平成２１年度に 終年度を迎えます。策定から７年が経過し、少子高齢化の急

速な進行による人口構造の変化、経済状況の急速な悪化など、私たちを取り巻く環境は大きく

変化してきています。このような社会情勢や２１年度までの基本計画を検証するとともに、市

民や企業を対象にアンケート調査を実施し、また、市民のみなさんとの座談会を開催し、いた

だいた意見をもとに策定します。 
なお、市役所の取り組みはもちろんのこと、市内事業者などへも基本計画の取り組みを示し、

「第２次みのかも男女共同参画基本計画」が各方面で具体的に推進されるよう事業を展開して

いきます。 
 
                                回答課：多文化共生課 

 
 
（24）あい愛バスの運行     

        重要度得点３．７８ 満足度得点３．１６ 

 

【調査事項】 ２台のあい愛バス（市が運行する路線バス）が、みなさんの足として、曜日ご

とに路線（現在１０路線）を変えて運行しています。 

【考えや今後の取り組み】 
■平成１２年の運行開始以来、高齢者をはじめとする移動に制約のある方の交通手段としてご

利用をいただいてきました。利用者の声、運行状況を見ながら時刻やルートの見直しを行い、

平成１９年以降は利用者数が伸びています。 
重要度・満足度評価では、特に伊深地区や三和地区にお住まいの方の重要性が高く、あい愛

バスが必要とされていることがわかりました。しかし、自由意見では、「利用したくても不便



です」、「路線の見直し、運行時間の見直しも検討してほしい」や「収入に対して費用がかかり

すぎる」などのご意見もいただいております。今後もさらに見直しを重ね、利便性の向上とコ

スト削減などに努め、総合交通体系の構築をしていきたいと考えています。 
                                回答課：地域振興課 

 
 
（25）多文化共生推進座談会の開催     

   重要度得点３．７１ 満足度得点３．２１ 

 

【調査事項】 定住外国人と地域住民が参加して、お互いを理解して生活できる関係を築くた

め、古井地区で「多文化共生推進座談会」を開きました。今後は、定住外国人が多い地区に広

げていきます。 

【考えや今後の取り組み】 
■経済情勢の悪化に伴い、市内で暮らす外国人登録者にも様々な変化が見られます。ここ十数

年の間にみられたような急激な外国人登録者数の増加は、考え難いところですが、グローバル

化や少子高齢化という、世界的な流れの中で、多文化共生社会の形成は当市にとっても、とて

も重要な課題であると捉えています。 
 この調査では４４．３％の方が「重要」であると回答をされており、「重要ではない」とい

う回答が７．８％という結果でした。 
 それに対し、「満足」は２３．３％、「どちらともいえない」が５４．５％であり、取り組み

に対する満足感は低いことを認識しました。 
また、自由意見では「美濃加茂市にとっては重要」、「定住外国人の方に日本の文化やルール

を伝えていくことは重要」や「やらざるを得なくなっていると思うし、互いの文化の違いを学

び、特に外国人の方には日本に住むのなら日本のルールも学んでいただきたい」というご意見

もありました。今後は、より一層日本の文化やルールを理解していただき、また、お互いが協

力し合い、同じ地域の住民として交流を深められる関係を築けるよう、事業の推進に努めてま

いります。 
 
                                回答課：多文化共生課 

 
 
（26）広報紙やホームページで予算・決算・財政見通しを公表 

 重要度得点４．２８ 満足度得点３．７７ 

 

【調査事項】 みなさんの「幸せ」を実現するために予算をつくりその執行をしています。そ

のおおよその内容（予算・決算・財政見通し）を、「広報紙」や「市ホームページ」でお知ら

せしています。 



【考えや今後の取り組み】 
■調査の結果、６０％以上のみなさんから公表は重要であると評価いただいたように、みなさ

んから納めていただいた税金や使用料などの使い道や金額（予算・決算）をお知らせするとと

もに、今の美濃加茂市の家計（財政状況）がどうなっているのか、将来どうなっていくのか（中

期財政見通し）ということをみなさんに知っていただくことは、重要なことだと考えます。 
『財政』というと「むずかしい」、「数字の羅列ばかり・・・」というイメージが強く敬遠さ

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

置き換えたり、図・グラフなどを有効に活用したりするなど、親しみやすい情報の提供に努め

てまいります。 
 

                                回答課：財政経営課 
 
 
（27）市ホームページで市長の考え・うごき・交際費を公表 

 重要度得点４．１１ 満足度得点３．６５ 

 

【調査事項】 市ホームページ中、「市長のページ」で、市長の考えや市長のうごきなどお知

らせしています。また、市長の交際費も公表しています。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■市長に関する情報を、市ホームページを使って公表していますが、自由意見では、「パソコ

ンを持っていない人は見られない」や「広報紙にも掲載してほしい」などのご意見もいただき

ました。ホームページを普段から見る環境にない人へは、広報紙に掲載するなど「紙」媒体で

の公表なども検討していかなくてはならないと認識しました。 
 交際費の取扱いについては、交際費を「対外的に活動する地方公共団体の長が、その行政

執行のために必要な外部との交際上要する経費」として、『支出基準』を設け、必要 小

限にとどめていることを理解してもらえるよう努力していきます。 

 また、「市民が意見をしやすいようにしてほしい」という意見もいただきました。既に、

『市長のページ』から、市政への意見などを寄せられるようなっておりますが、更に市民

の方から意見をいただける環境づくりに配慮する必要があります。 

市長と語ろう「タウンミーティング」や「お出かけトーク」も実施しておりますが、例え

ば各地区などへ出向き多くの方の意見を伺えるようにするなど、手法を見直し充実を図っ

ていきます。また、参加した会合やイベントなどで市民の方との対話の機会を設けるなど

も、今後検討していきます。

 
                                回答課：秘書課 

 
 



（28）市ホームページで監査結果を公表    
  重要度得点４．５２ 満足度得点３．８３ 

【考えや今後の取り組み】 

【調査事項】 監査委員により、市のお金の使い方や行った事業に対する検査を受け、その結

果を、市のホームページで公開しています。 

■今回の調査結果では、情報公開の一つとして「監査結果の公開」をホームページ上で行って

いることについて重要と回答された方が７割を超え、必要性を感じました。 
  「ホームページだと一部の人しか見ないので、広報紙で報告したほうがいいと思う」や「ホ

ームページだけでなく、広報紙でお知らせしてもらえれば」とのご意見もありましたので、今

後の監査結果の公開については、紙面での公開方法も検討していきます。 
 
                                回答課：監査委員事務局 
 
 
（29）事業選択による借金残高の削減    

   重要度得点４．６８ 満足度得点３．７１ 

 

【調査事項】 市では、道路整備や下水道事業などの事業のため、起債の借り入れ（借金）を

して推進してきました。今後は、将来世代の負担を軽減するため、事業を選択することにより、

借金の返済を進め、借金残高を減らしていきます。 

【考えや今後の取り組み】 
 ■この調査の結果では、事業の選択による借金残高の削減について８０％以上の方から重要で

あると評価を受けております。また、自由意見でも、「借金を次世代に残さないように」、「額

が額なだけに時間がかかるとは思いますが、無駄をはぶき少しずつでも返していってくださ

い」など、多くのみなさんに評価していただけているものと認識しております。 
これは、市の経営方針として、「平成１７年度から平成２７年度までの１０年間で１００億

円の借金削減」を掲げ取組んでおります。 
今後、歳入では、団塊世代の退職や納税人口比率の低下による税収減、歳出では、高齢化が

進むことによる社会保障費などの増加や老朽化する公共施設の維持管理費の増加などで市の

財政は、ますます厳しくなるものと考えます。 
 そうした中、財政の弾力性を維持しつつ、将来世代への負担を軽減することは、市の大きな

使命であり、今回のアンケート調査において、多くの皆様から取組みに対しご理解をいただき、

心強く感じております。 
「借金を減らすことは良いことですが、市民が必要としている事業は行ってください」との

意見もありましたが、必要とされる大規模事業では、借金（市債）の借入れも必要不可欠です

が、借り入れにあたっては、できる限り有利な条件での借り入れに心がけます。 
なお、ご意見をいただきました、人件費の削減については、計画的な職員の削減、組織・業



務の改善を行い、道路改良工事については、緊急度・重要度を見極め、必要性・効率性を踏ま

えた無駄の排除を徹底します。その他の事務事業においても全職員が一丸となって健全な財政

運営に取組みますので、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

                                回答課：財政経営課 


