
平成２２年度美濃加茂市市民満足度調査対応集 

 
 

●調査事項の結果における各課の対応について 

 市民満足度調査の回答をいただいた６６３人から寄せられた重要度・満足度の結果

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

みについて、市民満足度調査対応集として取りまとめました。 
 

 

●重要度・満足度結果及び自由意見の取り扱いについて 

 重要度・満足度調査の結果や寄せられた自由意見は、今後の市政運営への参考とす

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

用いたします。 
 
 

◆市民満足度調査対応集◆ 

 ・調査させていただいた３１項目について、市の考えや今後の取り組みを報告しま

す。 
 ・重要度、満足度調査は、３つの選択肢の中から回答していただき、回答結果を「重

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

い」は０点（無回答は計算対象外）で得点化しました。各質問事項に対する重要度

得点、満足度得点はその回答の平均点を表しています。 
 

◆ご意見を募集します◆ 

  「市民満足度調査対応集」で市の考えや今後の取り組みに対する意見を募集して

おります。 
  今後の市政運営の参考にしていきますので、たくさんのご意見をお待ちしており

ます。 
 Ｅ-mail kouhou@city.minokamo.lg.jp 



（１）「市政懇談会」の開催 
  重要度得点４．０３ 満足度得点３．１４ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 市政懇談会は、市民の皆さんからこれからのまちづくりに関する提案や地域の課題などの

ご意見をいただき、今後の市政運営の参考にするなど、市民の皆さんと協働でまちづくりを

推進することを目的に、平成２２年度から市内８地区を訪問し、実施しております。 
   調査結果からは、重要度のわりに、満足度は低く、「参加者が少ない」、「ＰＲ不足である」、

「市政にどのように反映されたのか明確でない」など、市政懇談会の手法に対するご意見を

多くいただきました。 
   その反面、「市民のために必要なことである」、「一般の市民の声が一番大切です」、「市民

目線の市長で大変すばらしい。今後も継続してほしい」など、継続を望む声も多くいただき

ました。 
   平成２２年度からスタートした第５次総合計画の核になる共通目標は、「みんながそれぞ

れの役割をもって、だれもが活躍できるまちづくり」であり、これを達成する主役は市民の

皆さんです。 
   市政懇談会は、その達成に向けたひとつの取り組みとして行っているものであり、市政懇

談会を、市民の皆さんが本当に望まれる施策を実現していくための意見をいただく機会とと

らえ、アンケートのご意見を踏まえ、開催方法を見直しながら、今後も継続して定着させた

いと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
                                  回答課：市政情報課 
 
 
 
（２）２箇所（中央・東図書館）での図書館運営   

    重要度得点４．１９ 満足度得点３．４６ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 図書館の役割として、「人間は文化的な、うるおいのある生活を営む権利を有する。公立

図書館は、住民がかかえているこれらの必要と要求に応えるために自治体が設置し運営する

【調査事項】 今年度から、市長が市内８地区を訪問し、参加された方から意見をもらい、今

後の市政運営の参考にするなど、開かれた市役所を進めるために、「市政懇談会」を行いまし

た。 

【調査事項】 市には、２箇所の図書館（中央、東図書館）があり、本やＣＤなどの貸し出し

やホールの貸し出し及び閲覧机を利用した自習などに利用されています。 



図書館」（「公立図書館の任務と目標 解説」（日本図書館協会））とあるように、市民のすべ

ての自己教育に資する場と考えます。 
   また、住民はだれでも、どこに住んでいても、図書館サービスを受ける権利を有しており、

行政は、区域内の隅々まで図書館サービスが均質に行き渡るように努めなければなりません。 
美濃加茂市立図書館は、こうした図書館の役割を認識し、市民の方々にも多く利用してい

ただくよう努力しています。 
更に、平成２３年４月から、定住自立圏協定の関連事業として、坂祝町中央公民館図書室

と図書資料のデータを統合し、利用の拡大を図っているところです。この統合により、資料

の貸出し・返却が４箇所どこでも可能になりました。更に、図書カードを、美濃加茂と坂祝

を共通にすることにより利用者の利便性を向上させました。 
なお、図書館は図書館資料を活用するところであり、そのための席は当然必要と考えます

が、席借りのみの自習は、図書館の本質機能ではございません。したがいまして、自習用の

席の設置については、図書館として必要と考える席数しか用意しておりません。 
また、市民が互いに交流し、人々が集まって話しを聞く、あるいは一冊の本を読み合い、

共に学び、文化を創り出せる場所として施設のホール、集会室、会議室等の場所を提供して

いきます。 
今後は、地域の市民の暮らしに役立ち、本を読む楽しみに応えられるように、新鮮で魅力

ある「暮らしの中に図書館を」を目指し、財政的に非常に厳しい環境ですが、図書館運営に

努めたいと考えます。 
 
                                  回答課：生涯学習課 
 
 
 
（３） スポーツによる自治会親善や地域活性化 

       重要度得点３．１４ 満足度得点２．９５ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ スポーツにより自治会親善や地域活性化、健康増進を目的に、自治会親善のスポーツ大会

を開催しておりますが、今後も市民の皆さんが楽しんで参加していただけるために、スポー

ツの種類、大会のあり方、運営方法、参加料などについて、大会運営に協力していただいて

いる美濃加茂市体育協会の各種目団体や、運営に直接携わっている美濃加茂市体育指導委員

協議会と協議を重ねながら開催していきたいと思います。 
また、より多くの方がスポーツに親しんでいただけるように、個人や自治会単位以外で参

加できる大会についても美濃加茂市体育協会の各種目団体と連携して開催していきたいと

【調査事項】 スポーツにより自治会親善や地域活性化を図るため、１チーム２，０００円の

参加料をいただき、自治会親善野球大会を開催しています。 
（ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙも同様の方法で開催しています） 



思います。 
 
                                回答課：スポーツ振興課 
 
 
 
（４） 自治会活動による、支えあいと住みよい地域づくり 

  重要度得点４．３６ 満足度得点３．５１ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 問１２「今後のくらしの中で力を入れていきたいと思うこと」の設問を見ると、トップの 

「健康であること」の次に、「老後の生活への準備」、「人間関係を大切にすること」となっ

ています。 
その一方で「社会的奉仕活動をすること」は具体的項目の選択肢の中では全体で下から２

番目の低さであり、世代別では３０歳代、４０歳代については５０歳代、６０歳代の半分ほ

ど（５％未満）と２０歳代（５．９％）よりも低い結果になっており、仕事と家庭、地域の

バランスが取れていないことが分かります。 
「人間関係」については、７０歳代の方のほぼ半数が大切であると考えており、地域での

支えを必要としています。 
これらの結果からは、「人の繋がり、地域の絆を大切にしたい」という思いが強い一方で、

「自らが奉仕すること」には関心が低いという姿が垣間見られ、これが現在の自治会活動、

地域活動にも表れ、自治会加入率の低さに繋がっているものと思われます。 
重要度調査結果としては、「自治会活動による、支えあいと住みよい地域づくり」の設問

で６３．５％の方が重要であると考えてみえる一方で、満足度調査結果としては３４．１％

の満足度に留まっています。 
地域の繋がりの重要性を認識しつつも、行動に移せないのには、自治会や地域活動の役割

の負担感などもあります。 
市としては、今回の東日本大震災を一つの教訓として、地域での防災意識の向上を図るた

め、地区ごとでの防災訓練の開催や、自治会活動を通した地域の繋がりの大切さや自治会活

動の内容などをホームページにてお知らせしていきます。 
また、自治会への入会金や会費などの金銭的負担感については、各自治会の現状を調査し、

各地区自治会長を通してご報告させていただくことで各自治会での話し合いを促し、若い世

代、母子家庭や父子家庭、高齢者なども参加しやすい環境を整えていきます。 
合わせて、自治会交付金などの財政的支援、自治会野球や自治会運動会などのイベントに

安心して参加いただくための自治会保険の加入も行っていきます。 

【調査事項】 自治会では、ゴミ集積場や防犯灯の管理、清掃活動のほか、子ども、高齢者へ

の福祉活動や運動会、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ、野球などの体育振興活動により、日常生活の中で住民が協力

して、互いに支えあい、住みよい地域づくりがされています。 



後に、問１４「美濃加茂市にずっと住み続けたいか」の質問に対しては、「ずっと」、「で

きれば」を合わせると７５％ほどの方が「住み続けたい」と答えてみえます。 
安心して末長く美濃加茂市に住んでいただくためにも、地域の助け合い、地域の繋がりを

大切にしていただきたいと思います。 
 
                                  回答課：地域振興課 
 
 
 
（５） 水田で転作している農家への補助金交付 

重要度得点３．７６ 満足度得点３．１５ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 現在、日本の食料自給率は４０％と言われていますが、主食用のお米に関して言えば食料

自給率は１００％です。これは、農地を管理する上で一番作りやすい作物でもあるからで、

そのため米の価格が下落しないように政府も政策を行っているところですが、それ以外の作

物、特に大豆や麦などは海外からほとんど輸入をしている状況です。 
これは、手間の割に収入が少なく、また、機械設備などが必要でコストがかかるため、大

豆や麦の生産を敬遠してしまうためです。 
   日本中の農家で担い手不足や高齢化が深刻化し、農業離れが進んでいくと、国内の安全で

安心な農作物自体が供給されなくなります。 
   そのため、食料自給率の向上を第一と考え、更に担い手の確保などを目的して、市ではあ

る程度の規模の経営をされ、更に市の奨励する転作を行い収穫した農家に交付金を交付して

います。 
 

                                  回答課：農政課 
 
 
 
（６） 中国語版観光パンフレットの作成と活用 

    重要度得点３．０６ 満足度得点２．７３ 

【調査事項】 水田で米以外の食料を生産し、食料自給率を向上させるために、２０，００

０㎡以上の面積で、大豆や小麦などに転作している農家に補助金を交付しています。 

【調査事項】 観光客を増やすために、市の観光地を紹介するパンフレットを日本語版と英語

版で作成しています。今年度は、中国からの観光客を見込み、中国語版の観光パンフレットを

作成し、来訪者への配布や中国人ガイド研修資料などで活用しています。 



 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 観光行政において、外国人観光客の誘客は重要な課題と考えますが、国内の経済情勢等観

光事業を取り巻く環境は大変厳しくなっております。今回の取組みは、パンフレットの整備

をすることにより中国人に美濃加茂市を少しでも身近なものに感じてもらうために始めま

したが、今後は国内からの誘客をはじめ、外国人からも魅力的であると感じられる観光地と

なるよう施策を考えていきます。 
 
                                  回答課：商工観光課 
  
 
 
（７） 防災施設整備や防災訓練費用の補助などによる自主（地域）防災組織の組

織率の向上 
     重要度得点４．５４ 満足度得点３．３９ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 東海・東南海・南海地震等の大地震が発生するおそれが日増しに高まっています。 
  そのため、災害時に地域住民が互いに助け合うことができる連帯感や地域の自主防災力を強

化することが大切になってきます。 
また、3 月１１日に発生した東日本大震災のような大災害においては、消防署などの行政

が行う救援活動（公助）には限界があります。このようなときには、住民の皆さん一人一人

が、自分の身は自分の努力によって守る（自助）とともに、地域や近隣の人々が集まって、

互いに協力しながら、防災活動に組織的に取り組むこと（共助）が必要となってきます。 
市としましては、防災意識の高揚及び防災体制の万全を期するため、自主防災組織や自治

会などが行う防災訓練や防災施設の整備に係る事業に対し補助金を交付するなどし、地域を

中心とした地域の防災活動を活発にし、自主防災組織の組織率の向上を図っていきたいと考

えています。 
また、平成 23 年度は「日ごろの備え」、「早めの避難」を市の統一テーマとし、地域の状

況に適した方法で防災訓練を行います。 
防災訓練などに参加して、防災についていろいろと地域の皆さんで考えていただき、地域

の防災力をより強化していただきたいと思います。 
 
                                  回答課：防災安全課 

【調査事項】 地域防災施設の整備や地域防災訓練の費用を補助することなどで、防災時に迅

速な初期活動が行える地域づくりの支援をして、自主（地域）防災組織の組織率の向上を図っ

ています。 



（８） 無料の耐震診断と耐震工事費用の助成 
       重要度得点４．３４ 満足度得点３．２４ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ この事業は、地震発生時における既存建物の倒壊による災害を防ぐため、建築物の耐震性

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

を耐震化するきっかけとして行います。 
皆様から、PR 不足や補助額が少ないなどの意見をいただきました。従来の広報紙やホー

ムページによる周知に加えて平成２２年度から戸別訪問による PR 活動も始めました。 
今後も多くの方に事業内容をお知らせし、この制度を活用して、耐震診断及び耐震化工事

を行い、安心・安全なまちづくりを行います。そして、耐震化工事の助成枠も申請に応じて

対応していきます。 
 
                                  回答課：都市計画課 
 
 
 
（９） 防犯灯の設置 

     重要度得点４．８３ 満足度得点３．３７ 

 
【考えや今後の取り組み】 

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

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

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

をしています。 

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

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

合や、どの自治会にも属さない場所である場合は、市が維持管理をしています。 

今後、満足度を高めていくために自治会要望に基づき、順次設置や修理を進めていきたい

と考えています。 

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

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

行っています。 

【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。

（２２年度設置基数＝３９基、防犯灯総設置数＝３，５７１基） 



また、今年度から新設する際にはＬＥＤ防犯灯を採用し、地球環境に配慮するとともに電

灯の長寿命化や省電力化により自治会の維持管理の負担軽減等を図っています。 

地域防犯対策としまして、道路に面している家の玄関灯を点けることによる犯罪防止にご

協力をお願いします。 

 
                                  回答課：防災安全課 
 
 
 
（10） 健康増進教室や筋力アップ教室などの介護予防事業 

     重要度得点４．２７ 満足度得点３．３８ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 高齢化が進展する中、介護を必要とする高齢者も増加しており医療費や介護保険給付費も

年々増加傾向にあります。そこで、少しでも介護保険利用への移行を食い止めるため、「自

分の健康は自分で守る」を基本とし、平成２２年度から長寿支援センターに介護予防係を新

設し介護予防事業を強化しております。 
主な事業は、６５歳以上の高齢者で要支援・要介護状態になるおそれのある、２次予防高

齢者の把握事業をはじめ、２次予防高齢者を対象とした、「筋力アップ教室」・「脳の健康教

室」・｢健口歯つらつ教室｣等を実施しています。 
また、２次予防高齢者に該当しない高齢者を対象に、筋力トレーニングと有酸素運動を組

み合わせた、「つくばウエルネス事業」や介護予防講座、「はつらつ教室」・「元気いきいき転

倒予防教室」・「筋力アップ教室」・｢脳の健康教室｣等を実施しています。 
健康を保つためには、普段から「自分の健康」について意識することが大切です。 
今後、市民の皆さんが健康づくりや介護予防事業に関心を持っていただくよう事業の PR

に努めると共に、楽しく日常的に取り組める健康増進・介護予防事業を展開したいと考えて

いますのでよろしくお願いします。 
 
                              回答課：長寿支援センター 

【調査事項】 高齢の方に健康で長生きしていただけるよう、健康増進教室や筋力アップ教室

などの介護予防事業を行っています。 



（11） 中学校卒業までの医療費無料化  
 重要度得点４．０７ 満足度得点３．５８ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ この事業は、将来のまちづくりの担い手を育成するための大切な投資のひとつであり、若

年層の定住を促進するうえにおいても、極めて重要な取り組みです。 
しかしながら、一部で、不要不急の受診による救急医療への影響も指摘され、この点が「重

要度」の評価を下げていると思われますので、当面は、この制度を継続しつつも、適切な受

診啓発を徹底していきたいと考えております。 
 

                                回答課：福祉課 
 
 
 
（12） ファミリーサポートセンター事業 

    重要度得点４．２６ 満足度得点３．４５ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ ファミリーサポートセンター事業は、重要度の割合が高く子育て支援に対する事業の重要

性を感じています。 
この事業は、困った時のお互い様といった助け合いの会員組織で、心豊かな子どもが育つ、

人間として心温かい環境の中で子どもが育つよう地域で子育てに携わり、昔、子どもがお世

話になったので、今度は、自分が何らかの貢献がしたいといった方たちがサポーターとなり、

この事業の原動力になっています。 
   利用については、安易な利用ではなく本当に困った時に、ご近所の人や地域の人など普段

から子どもを見守っているサポーターさんに、安心して預かっていただけるといった子育て

支援を行っています。 
   また、預かっていただいている時だけでなく、普段は地域の中の子どもを見守っていただ

いているといったご意見もあり、地域づくり、地域の絆づくりができているものと考えてお

ります。 
現在、定住自立圏構想により坂祝町に続き川辺町が加わり広域実施を進めています。 

【調査事項】 乳幼児医療費の無料化を中学校卒業までの子どもを対象に実施しています。無

料化は、手軽に医療を受けられますが、病院では救急で医療が必要な方をすぐに受診できない

こともあります。 

【調査事項】 ファミリーサポートセンター事業は、子育ての援助をしてほしい人（利用者）

と援助をしたい人（サポーター）が会員になり、託児など子育ての連携をしています。 
（利用料金 → 平日１時間６００円、土日・祝日７００円） 



これには、新たな「地域で支える」サポーターの養成を行うための研修会を計画しており、

サポーターの育成に努めて参ります。 
 

                                回答課：こども課 
 
 
 
（13） 地域福祉活動の拠点である総合福祉会館の運営 

 重要度得点４．４３ 満足度得点３．７１ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 総合福祉会館は、高齢者をはじめ、障がい者、母子寡婦、幼児、ボランティア関係者、福

祉関係団体の皆さんが一体となって利用でき、「ふれあいと生きがいのある」地域福祉活動

の拠点として平成６年に建設され、平成２２年度は８２，０００人の方にご利用いただきま

した。 
総合福祉会館は築１７年を経過し施設の老朽化も進んでいるため、快適な環境でご利用い

ただけるよう計画的に修繕に努めています。 
会館利用にあたっては、利用料は無料で一部受益者負担をいただいております。 
利用者が自分の目的に合った自由な過ごし方が出来ることが特徴となっており、健康相談

をはじめ、ふれあいホールでは健康体操やヨーガ教室、音楽の広場なども開催しており、利

用者の皆さんと楽しく交流を図っていただけます。 
交通手段の確保については、「あい愛バス」が週２回各地域を巡回しますのでご利用いた

だければと思います。 
皆様のご要望に対し、すべてにお応えすることはできませんが、優先順位をつけながら改

善すべきところは改善したいと思いますので、これからも「ふれあいと生きがいづくり」の

場として総合福祉会館をご利用いただきたいと思います。 
 
                               回答課：長寿支援センター 
 
 
 
（14） 低所得者向け住宅としての市営住宅の活用 

  重要度得点３．９２ 満足度得点３．２２ 

【調査事項】 総合福祉会館（新池町）は、高齢者をはじめ、障がい者、幼児などが集える地

域福祉活動の拠点として整備されて以来、多くの利用者に親しまれています。 

【調査事項】 市内には、１２箇所（２６６部屋）の市営住宅があり、低所得者向けの住宅と

して、所得に応じて算定した家賃で入居者に利用していただいています。 



 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 入居については、今後も市営住宅入居者選考委員会で協議し、所得等に応じて入居者を決

定していきます。 
   また、「維持管理費が高い。」「民間住宅を活用してはどうか。」などの意見をいただきまし

た。今後は、民間の賃貸住宅に低所得者が入居できる手法を民間事業者と協議して、住宅施

策の検討をしていきます。 
 

                                回答課：総務課 
 
 
 
（15） 妊婦・出産・育児に関する訪問相談や各種教室の実施 

 重要度得点４．４８ 満足度得点３．７４ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 少子化、核家族化が進展する中で、妊娠・出産・育児に不安を抱える人に対して、今後も

継続して相談や教室を開催していきます。 
 

                                回答課：健康課 
 
 
 
（16） 学童保育事業 

 重要度得点４．４１ 満足度得点３．５１ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 学童保育については、東日本大震災の影響による電力需給対策として土日操業を行う企業

があることから、平成２３年８月から平成２４年３月までの間、土曜日及び日曜日に児童を

預かる、「日曜学童保育等支援事業」を実施するとともに、この事業と並行して、現行の学

童保育の待機児童の受け入れを実施するなど、子育て環境の一層の充実を図るための施策を

進めていきます。 

【調査事項】 健やかな子どもを産み、育てるために必要な妊娠・出産・育児に関する正しい

知識を普及するために、訪問相談や各種教室を行っています。 

【調査事項】 学童保育は、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などに、保護者に代わって保育を行っています。 
（使用料金は、月曜から金曜日利用の場合、月５，０００円です） 



   また、自由意見で要望の高かった小学校４年生以上の学童保育についても、本年度、一地

区のまちづくり協議会において、地域で児童を預かろうという試みが始まり、市としても側

面的なバックアップをしながら、新しい学童保育のスタイルとして確立できないか更に研究

を進めていきたいと考えております。 
 
                                  回答課：教育総務課 
 
 
 
（17） 「フロム０歳プラン」の推進 

    重要度得点３．８４ 満足度得点３．１８ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 「フロム 0 歳プラン」の推進については、平成２１年度は、重要度得点３．７３ 満足度

得点３．０９でしたので、結果としてはそれぞれに若干上昇しました。 
年代別では、この事業に直接的に関わっておられると思われる世代の方々に限定して考え

ると、満足度は全体としては大きく上昇しています。具体的には以下のとおりです。 
・１０歳代 １３．３％（H２１年度）→３５．７％（H２２年度） 結果 ２２．４％上昇 
・２０歳代 １３．２％（H２１年度）→２１．６％（H２２年度） 結果  ８．４％上昇 
・３０歳代 ２０．４％（H２１年度）→２８．４％（H２２年度） 結果  ８．０％上昇 
・４０歳代 １２．６％（H２１年度）→１２．３％（H２２年度） 結果  ０．３％下降 
・５０歳代 １４．９％（H２１年度）→１８．０％（H２２年度） 結果  ３．１％上昇 

これは、各学校と市の取り組みが、直接的に子育てに関わっておられると思われる世代の

方々に浸透し、少しずつ定着しつつある結果だと思われます。 

しかし、子育てと直接的に関わっておられないと思われる世代の方々の満足度は、下降し

ています。６０歳代は７．３％下降、７０歳代は９．６％下降、８０歳代は９．９％下降で

す。 
自由意見では、「毎日、学校の先生方は大変よくやってくださっていて感謝、感謝です」

「子どもやその親にとって、とてもためになる事業だと思います」との意見を頂き、大変あ

りがたいと思っています。一方、「活動内容が周知されていない。」「もっとＰＲが必要で

ある」などの意見が多く、認知度が低いようです。 

以上のことから、今後もより一層、「フロム０歳プラン」として実施している行事や活動

などの周知を図るとともに、行事や活動を充実させていきたいと考えています。 

 
                                  回答課：学校教育課 

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

た、「フロム０歳プラン」を進めています。 



（18） 青少年の非行防止と健全育成のための防犯パトロール活動 
    重要度得点４．５９ 満足度得点３．６７ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 美濃加茂市では、青少年の健全な育成を図り、未然に非行化を防止する目的で、美濃加茂

市少年センターを設置し、街頭補導・啓発活動・情報収集などの活動を市長から委嘱された

補導委員により行っています。 
   補導委員は、地区の人口規模に応じ、太田、古井については６名、加茂野については４名、

それ以外の地区については３名の合計３１名で構成され、原則として毎週火曜日と金曜日に

各地区の輪番制で、美濃太田駅や不審者情報が出される場所を中心として、主に小中学校の

下校時間帯に声かけを行いながら巡回補導を行っています。 
   また、夏休み期間中や花火大会開催時などには特別に巡回補導の日数を増やして対応して

います。 
   パトロールについては、補導委員の連絡会議において、その方法等について再度、周知徹

底させていただきます。 
また、防犯の観点から補導委員の権限を強化してはどうかとの意見もありますが、地域に

おいて未然に非行防止するための自主的な活動であることを理解していただくようお願い

します。 
 
                                  回答課：生涯学習課 
 
 
 
（19） 人権施策推進指針による人権啓発活動の実施 

  重要度得点３．６４ 満足度得点３．０８ 

 
【考えや今後の取り組み】 
 ■ 平成２２年度は、ポスター掲示や市役所玄関でのパネル展示のほか、各種行事でチラシ

や啓発物品の配付を行い啓発してきました。 
また、美濃加茂市人権施策推進指針を策定しました。この指針は、人権施策の基本的な

考え方、方向性を示すものです。本市が進める各種個別政策・今後策定される関連の個別

計画については、この指針との整合性に留意しながら、取り組んでいきます。 

【調査事項】 地域で青少年の非行防止と健全育成をはかるため、３１人の補導員により、定

期的な防犯パトロール活動を行っています。 

【調査事項】 一人ひとりが日常生活の中で人権を尊重することの大切さを正しく理解して、

あらゆる人の人権に配慮した社会を築くために、「人権施策推進指針」を作り、啓発活動をし

ています。 



人権啓発については、各種行事でチラシや啓発物品の配付を行い、住民の皆さんに幅広

く理解や共感を得られるように啓発活動を行います。 
人権教育については、岐阜県の委託事業を受託し、西中学校を人権推進校に指定し、命

の大切さや相手への思いやりの精神を身につけることを目的とした、「人権の花運動」を実

施します。 
 
                                  回答課：地域振興課 
 
 
 
（20） 外国人向けの通訳の配置による多文化共生社会の推進 

 重要度得点４．０３ 満足度得点３．３４ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 国際交流員を５名配置し、来庁者の通訳業務のほか、市役所への電話や市が提供するサー

ビスの説明等の通訳、通知文など市からのお知らせ文書の翻訳、市広報(ポルトガル語版)の
作成、ポルトガル語による同報無線放送などの業務を行っており、今後も継続していきます。 
そのほかには、国籍や文化の違いに関係なく共に暮らせるよう、多文化共生推進プランの

進捗管理、外国人児童生徒への放課後学習支援、定住自立支援センター委託業務、下米田地

区での多文化共生推進座談会事業に取り組んでいきます。 
 
                                  回答課：地域振興課 
 
 
 
（21） 地元出身者の企画展の定期的な開催 

    重要度得点３．４７ 満足度得点３．２１ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ みのかも文化の森では郷土の博物館として、市民に親しみのもてる展覧会や催しを行って

おります。ひと口に文化といってもさまざまな分野があり、興味・関心のある事がらも違い

ます。 

【調査事項】 多文化共生社会をつくるためには欠かせない、正確な情報を伝えるため、市役

所に国際交流員を配置し、外国人向けに通訳による相談などを行っています。 

【調査事項】 地域への愛着や郷土の理解を深め、育んでいただくために、文化の森で地元出

身者の企画展を定期的に開催しています。 



   今回の問いの、「地元出身者の企画展の定期的な開催」ですが、坪内逍遙、津田左右吉と

いった教科書にも名前が登場する偉人から、この地域の礎をなした有力者や文化人等多様な

テーマを設定することができます。このため、定期的に企画展を行い、先人の軌跡をたどり

ながら美濃加茂の魅力的な部分をともに発見できればと考えております。これまでに坪内逍

遙、津田左右吉、佐野一彦・えんね、坂井範一、大矢峻嶺、白隠等をテーマに企画展を行っ

てまいりました。調査研究を進めると知っているようで知らない事柄に出会います。少しず

つですが研究成果を蓄積し、美濃加茂の文化力の向上に努めてまいります。 
 
                                  回答課：文化振興課 
 
 
 
（22） コンサートや講演、各種団体の活動に利用される文化会館の運営 

  重要度得点４．０２ 満足度得点３．２７ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 文化会館の運営に関し、１０代から３０代の若い世代で「重要」と答えていることはたい

へん心強い結果となりましたが、一方で４０－５０代のアンケート結果から「満足していな

い」方があることから、今後よりいっそう利用者の増加につながるよう文化会館での各種催

事に関し PR 強化に努めていきたいと考えています。 
個人の意見でも「実施する内容の PR が足りない」等があることから、市の広報をはじめ

会館だより、ホームページ、ポスター、チラシ等の周知はもちろんのこと、各種関係団体や

学校等に積極的に口コミによる PR を行ったり、人目に触れる機会の多い大型店舗等でのポ

スター掲示やチケット販売などにより窓口の拡大を図りながら、利用者増加につなげたいと

考えています。 
 
                                  回答課：文化振興課 
 
 
 
（23） あい愛バスの運行 

  重要度得点４．１５ 満足度得点２．９９ 

【調査事項】 文化会館は、８００人収容のホールをはじめ、音楽スタジオ、会議室などでコ

ンサートや講演などの実施や各種団体の活動に利用されています。 

【調査事項】 高齢者をはじめ、移動に制約のある方の交通手段として、また、買い物やレジ

ャーにご利用いただくため、２台のあい愛バス（市が運行する路線バス）が１１路線で運行し

ています。 



 
【考えや今後の取り組み】 
■ 問１５「美濃加茂市にずっと住み続けるために必要なこと」の質問に対して、「医療や福

祉」、「治安」の次に「交通の利便性がよいこと」となっており、３２．３％の方が必要と答

えてみえます。２０歳代の方々にとっては「医療や福祉」、「治安」より高く、全項目の中で

トップであり約半数（４７．１％）が必要と考えてみえます。 
交通にはご自身で運転する車での移動の利便性を高める道路整備、あい愛バスや高山本線、

太多線、長良川鉄道といった鉄道などの公共交通整備があります。 
道路網の整備については、国や県、他市町村との連携を図りながら主要幹線道路やバイパ

スの整備を進める一方で、既存の道路については、拡幅工事や歩道の設置、交差点改良、舗

装替えなどを進め、安心かつ便利な道路整備を進めています。 
また、鉄道における公共交通については、高校生の通学手段の確保として重要な位置を占

める第３セクターによる長良川鉄道の運行を沿線市町と連携して支援していきます。 
JR に対しては、岐阜県や富山県、沿線市町村と共に、高山本線強化促進や東海環状鉄道

整備促進の要望活動を続けています。 
あい愛バスについては、利用者減少により次々と撤退していった民間の定期バスに代わっ

て、コミュニティバスとして平成１２年から導入し、毎年２万３千人前後の方々に病院や総

合福祉会館への交通手段としてご利用いただいております。 
重要度調査結果としては、「あい愛バスの運行」の設問では５９．７％の方が重要である

と考えてみえ、特に三和地区では９３．８％の方が重要と答えてみえます。その一方で、満

足度調査結果としては２５．９％という低さとなっています。 
高齢化社会において活力ある老後生活を送っていただくためには、自宅に留まるのではな

く、健康福祉増進のために総合福祉会館へ出掛けて多くの方々と交流を図っていただいたり、

定期的に検診や治療を受けていただくために医療機関へ通院していただくことが必要です。 
自由意見の中でもご指摘いただいている便数や時間帯の問題、人が乗っていないという課

題については、デマンドバス（事前予約による配車）などの新たな手段も研究を進め、より

一層の充実を図り、利便性を高めるよう努力してまいります。 
 
                                  回答課：地域振興課 
 
 
 
（24） 沿線市町からの補助金による長良川鉄道の運行 

        重要度得点４．３２ 満足度得点３．６１ 

 

【調査事項】 美濃太田駅から郡上市北濃駅を結ぶ長良川鉄道（延長７２．１ｋｍ）は、高校

生の通学など主に地域住民の交通手段として、沿線の市町から補助金を受けて運行していま

す。 



【考えや今後の取り組み】 
■ 問１５「美濃加茂市にずっと住み続けるために必要なこと」の質問に対して、「医療や福

祉」、「治安」の次に「交通の利便性がよいこと」となっており、３２．３％の方が必要と答

えてみえます。２０歳代の方々にとっては「医療や福祉」、「治安」より高く、全項目の中で

トップであり約半数（４７．１％）が必要と考えてみえます。 
交通にはご自身で運転する車での移動の利便性を高める道路整備、あい愛バスや高山本線、

太多線、長良川鉄道といった鉄道などの公共交通整備があります。 
鉄道における公共交通については、JR に対しては、岐阜県や富山県、沿線市町村と共に、

高山本線強化促進や東海環状鉄道整備促進の要望活動を続けています。 
美濃加茂市が財政支援をしている長良川鉄道については、利用者の減少だけではなく、鉄

道車両の老朽化など、存続するためにはいくつもの課題があります。 
重要度調査結果としては、「沿線市町からの補助金による長良川鉄道の運行」の設問では、

あい愛バスより多い６１．５％の方が重要であると考えてみえる一方で、満足度調査結果と

しては３３．０％という低さとなっています。 
自由意見の中でいただいた「大切である」、「維持して欲しい」というご意見の一方で、「費

用対効果」、「イベントなどと抱き合わせての沿線での工夫」などのご指摘に対して、沿線市

町及び長良川鉄道と共に、企画列車の運行や沿線市町のイベントとの抱き合わせなど、より

多くの方にご乗車いただくと共に、岐阜や名古屋だけではなく、高山からも繋がる鉄道とし

ての価値を高める工夫も検討していきます。 
長良川鉄道は高校生の通学手段の確保として重要な位置を占めており、今後も沿線市町と

連携して支援していきます。 
 

                                  回答課：地域振興課 
 
 
 
（25） 優先箇所を選定して実施する道路や側溝などの新設改良 

   重要度得点４．２６ 満足度得点３．１３ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 今後、限られた予算の中で、緊急度の高い箇所を選定し順次施工していきます。 
アダプトプログラム制度を活用し、維持管理計画等を策定し、維持管理に努めます。 

 
                                回答課：土木課 

【調査事項】 市の財政状況や市民ニーズの多様化もあり、事業費が縮小傾向の中で、生活道

路や側溝などの新設や改良、維持修繕を優先箇所を選定して行い、利便性の向上や交通安全対

策の推進をしています。 



（26） 河川や水辺の整備を行う、「かわまちづくり事業」の推進 
 重要度得点３．７３ 満足度得点３．１３ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 「かわまちづくり計画」が提言され、計画書に沿って、市民の皆さんはもとより、各方面

からの観光客を誘致し、賑わいのある憩いの空間を、関係各団体等の意見を伺いながら、順

次整備していきます。 
 

                                回答課：土木課 
 
 
 
（27） クリーンパートナー制度の推進 

 重要度得点４．３０ 満足度得点３．６５ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 「まちづくりの第１歩は、自分達の街を自分達の手できれいにする」をスローガンに、今

後もボランティアの輪を広げてまいります。 
 

                                回答課：土木課 
 
 
 
（28） 旧日本ラインシュロスや牧野西会館での定期的な資源回収 

  重要度得点４．５５ 満足度得点４．０１ 

 
【考えや今後の取り組み】 
 ■ 旧日本ラインシュロスや牧野西会館で定期的に市内のボランティア団体が資源回収を

【調査事項】 木曽川の景観や文化、観光などを生かして、河川や水辺の整備を行い、ふれあ

いの場所として親しまれる良好な空間をつくる、「かわまちづくり事業」を推進しています。

【調査事項】 ボランティア団体により、身近な公共施設（道路、公園など）などをきれいに

してもらう、クリーンパートナー制度（公共施設をわが子に見立て、世話をしてもらう）を推

進しています。 

【調査事項】 リサイクル推進や環境学習などのために、資源回収を旧日本ラインシュロス駐

車場（毎週水曜日と第 1 日曜日）と牧野西会館駐車場（第 2・第 4 日曜日）で行っています。



行っています。いただいた貴重なご意見を関係団体にお伝えさせていただきますのでよろ

しくお願いします。 
 

                                回答課：環境課 
 
 
 
（2９） ごみ袋料金に対する市の負担 

  重要度得点４．６７ 満足度得点４．１９ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 市では、ごみの減量や処理量を毎月広報等にて周知や、生ごみ処理機等に補助を行いごみ

の減量を図っており、生活系可燃ごみの処理量は平成１８年度の９，４８０トンをピークに

若干減少しておりますが、まだまだ減量が必要です。 
今回の調査では、「ゴミ袋が３０円で助かっています。」、「これからも、より一層ゴミ低減

に努めたい。」、「市民負担を近隣市町平均まで引き上げるべきだ。」、「もっと処理費用が削減

できるように具体的な数字を提示したり、削減方法を知らせてほしい。」などの意見が出され

ています。 
今後も広報等により具体的な数字を示すなど、ごみの減量化やリサイクルのＰＲを行いな

がら、合わせてごみ袋の価格についても検討いたします。 
 

                                回答課：環境課 
 
 
 
（３０） 事業選択による借金残高の削減    

   重要度得点４．５６ 満足度得点３．８２ 

 
【考えや今後の取り組み】 
■ 市では、平成１７年度末時点での市債残高（約４７５億円）を「１０年間で１００億円削

減」することを、市の経営方針に掲げ健全な財政運営の推進をしています。 

今回の調査結果によると、６９．２％の皆さんから事業選択による借金残高の削減は重要

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

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

高を減らしています。 

【調査事項】 家庭から出る可燃ごみ１袋（６ｋｇ）の処理費用は、４０５円です。そのうち

皆さんの負担は、ごみ袋料金として３０円で、残り３７５円は市が負担しています。 



であると高い評価をいただきました。今後も中長期的な視点に立って、収入と支出のバラン

スを考えた財政運営を行ってまいります。 

また、事業を評価していない意見の中には、「将来よりも現代生きている人が大事では」

というご意見もいただきました。 

限られた財源をどのように使えば皆さんの幸せにつながるのかを考え、節約ばかりでなく、

事業選択によって今必要な事業や将来を考えた新たな事業を計画的に進めていきます。 

 
                                回答課：行政経営課 

 
 
 
（３１） 「定住自立圏構想」の推進 

   重要度得点４．０１ 満足度得点３．２７ 

 
【考えや今後の取り組み】 

 ■ 「定住自立圏構想」は、少子高齢化、人口の減少、経済のグローバル化、地球温暖化など、

かつて経験したことのない大きな変革・変動の時代において、生活機能が確保され、安心し

て定住できる圏域＝定住自立圏をつくりあげていく構想です。 
   これは、市町村合併とは異なり、それぞれの自治体にとって、メリットがあると考えられ

る分野について研究を重ね、お互いの納得の中で一対一の協定を結びます。つまり、周辺の

すべての町村と全く同じ基準を決めるのではなく、地域の強みをさらに高めようとするもの

です。 
   坂祝町との形成協定後、現在は、川辺町、富加町そして七宗町と協定を締結しました。今

後も他の町村と話し合いを重ね、協定を締結していくこととしています。 
   また、定住自立圏は、「共生ビジョン」に基づき事業を進めますが、「共生ビジョン」は、

原案づくりの段階から、地域の住民・事業者の方の意欲と発想を積極的に引き出し、つくっ

ています。市町村の壁や、民間と行政との垣根を取り払い、地域の構成員が一体となって、

連携と役割分担により具体的な取り組みをはじめています。 
   具体的には、休日急患診療事業や、子育てをお手伝いするファミリー･サポート･センター

広域事業、広域的な図書システムの構築、生涯学習計画の調査策定、災害情報等の携帯メー

ル配信事業、合同研修会、職員交流事業等を平成２２年から進めています。 
   皆さんからの意見にありますように、地域住民の方の意識を高めるために、定住自立圏マ

スコットキャラクター「かも丸」を選定し、着ぐるみで特産品販売の促進にも活躍していま

す。    

【調査事項】 美濃加茂市が中心になり、坂祝町・川辺町と協定を結び、それぞれの市町が役

割を分担して、ずっと暮らしたいと思える魅力ある地域づくりをするために、「定住自立圏構

想」（共同で事業を行う）を推進しています。 
（今後、富加町、七宗町とも協定を結び共同事業を行う予定です。） 



また、平成２３年度からは、共生ビジョンに基づく住民・事業者の方からの提案事業もは

じまり、新しい公共の担い手として、活躍が期待されています。 
●将来像● 
住み続けたい地域には、必ずその地域に誇りがあります。地域の誇りを持って、全国どこ

へ行っても、自信を持って「みのかも」の名前を出せる地域にしていきたいと思います。 
  ＜将来像のキャッチフレーズ＞ 
 
  ここに住むしあわせ。        エリアみのかも。 
 
 
                                  回答課：地域振興課 


