
（１）「すぐメールみのかも」の開始            タイプ Ⅳ 

  重要度得点４．０７ 満足度得点３．３８  

 

【考えや今後の取り組み】 

 

すぐメールみのかもは、市民の皆さまが安全で安心な生活を過ごすことができるように、緊急

災害情報、防犯・防災情報、子育て情報、健康情報など、暮らしに直接結びつく情報を、お手持

ちの携帯電話やパソコンにメールで配信するサービスとしてスタートしました。 

皆さまからは、「災害時に非常に有効」、「早い情報で非常に満足している」といったご意見をいた

だく一方で、「利用者が少ない」「知らなかった」など、PR 不足のご指摘や、「携帯、パソコンが

苦手で使えない」といったご意見もたくさんいただきました。 

現在、美濃加茂市では、災害等がおこった際には、防災無線、すぐメールみのかも、携帯会社

による緊急速報メール（エリアメール）、ホームページ、twitter による情報発信に加え、携帯端

末やパソコンをお持ちでない方にも、テレビ（CCNet）、ラジオ(FM らら)を通じて緊急情報をお

伝えできる体制を取っております。 

「すぐメールみのかも」も災害時における情報発信の重要な手段のひとつとして考えており、

今後、ご利用いただいていない方々への PR に力を入れていくことが必要だと考えております。 

また、携帯電話の操作が苦手な方につきましては、市の職員が登録のお手伝いをいたします。

受信する情報の分野を選択することも可能ですので、ぜひ登録をお願いしたいと思います。 

 

回答課：市政情報課 

 

 

（２）生涯学習センター（旧中央公民館）の活用        タイプ Ⅲ 

    重要度得点３．７４ 満足度得点３．１９ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

旧中央公民館は、市民の自発的な生涯学習活動による地域の交流や連携、市民協働によるまち

【調査項目】 生涯学習センター（旧中央公民館）は、生涯学習を推進する拠点として、各種

講座や活動及び会議などに活用されています。 

【調査項目】 平成２３年４月１日から、緊急災害情報、防犯・防災情報、子育て情報など、

くらしに直接結びつく情報を携帯端末やパソコンへメールで配信する、「すぐメールみのかも」

を始めました。 



づくりを推進する拠点とするため、平成２３年度から、生涯学習センターに移行しました。移行

後は、これまでの行政側が企画する講座に加え、市民が自らの生涯学習の成果を活かし、企画か

ら運営までを行う市民企画講座や、地域の課題を発見し、その課題を解決するために自身の知識

や技術、経験を役立て、社会的生活の充実を図る「地域づくり型生涯学習」を実施しています。 

一方、利用者の固定化や施設維持管理経費削減という課題も指摘されており、この状況を改善

し、より多くの皆さまに利用していただけるよう、行政コストに基づいた使用料金体系の整備に

努めます。 

今後も、行政だけではなく、各種団体、さらには、周辺の自治体とも連携を図りつつ、また、

民間企業などのノウハウを活用した講座や、従来の手法に捉われない新たな講座を開設する等、

これまで以上に、市民ニーズに適応した、学習機会の充実を図ります。 

 

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        タイプ Ⅲ 

       重要度得点３．５４ 満足度得点２．９１ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

スポーツの市民大会を開催することで、スポーツ振興はもとより、市民の皆さんの健康保持や

親睦、さらには地域活性化が図られることを目的としております。 

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、スポーツの種類や大会のあり方な

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美濃加茂市

スポーツ推進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、定住自立圏協定締結町村とも連携を図り、より多くの方がスポーツに参加・親しんでい

ただけるように大会内容や周知方法についても検討していきたいと考えております。 

 

回答課：スポーツ振興課 

 

 

 

 

 

【調査項目】 各種スポーツの市民大会を開催し、スポーツの振興、市民の健康保持や住民間

の親睦を図っています。（種目：ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、水泳、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、陸上、卓球、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、野球、

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ） 



（４） 前平野球場の利用                  タイプ Ⅲ 

  重要度得点３．７０ 満足度得点３．１４ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

前平野球場は、軟式野球のみではなく、ソフトボールやグラウンドゴルフ、駅伝大会のゴール、

その他各種レクリエーション大会などに使用されています。 

 大会ごとに主催が違いますので、参加条件や周知方法が大会によって異なりますが、より多く

の方にご参加いただけるように大会情報を収集し、発信方法も広報だけではなくホームページや

情報誌など周知媒体を広げられるように検討していきたいと思います。 

 硬式野球については練習試合等での使用は可能としておりますが、全国高校野球大会岐阜県予

選大会等の大きな大会は、芝以外にも広さやフェンスの高さなど複数の条件に適合しておりませ

んので開催することはできません。また、芝グラウンドにすると毎年の維持管理費用もさること

ながら養生のための使用制限を設けることになり、現在でも利用希望者が多いために調整・抽選

で十分な利用ができない中、更に市民の皆さんの利用機会を減少させると推測できるため、慎重

に検討していきたいと思います。 

 このため前平球場は老朽化に伴う修繕を行いながら美濃加茂市のメインスタジアムとして多目

的に活用していきたいと考えています。また、使用料につきましては建設当初の価格で据え置い

て参りましたものを年間維持経費、利用者負担割合等を参考に見直したいと考えております。 

 

回答課：スポーツ振興課 

 

 

（５） 市民活動サポートセンターによる市民活動の活性化   タイプ Ⅲ 

重要度得点４．１０ 満足度得点３．３３ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

【調査事項】 市を代表する前平野球場は、土のグラウンド（芝を張る必要がないグラウンド）

のため高校野球など硬式野球はできませんが、スポーツ振興などの目的で、各種軟式野球大会

やレクリエーション等に利用されています。 

【調査項目】 市民活動サポートセンターでは、ボランティア活動をする個人や団体と依頼

者間の調整を行ったり、ボランティア養成講座を開いたりして、市民活動の活性化を図り、

まちづくり活動への参加を促進する事業を行っています。 



ボランティア活動の活性化は、地域の活性化につながり、まちづくりの重要な要素のひとつで

あると考えています。今後も、こうした活動を支援し、自立した市民活動団体やＮＰＯ法人の育

成を推進します。また、団体のネットワークづくりを目的とした講座の開設等、市民のまちづく

り活動へ参加を促進する事業を展開し、新たな市民活動ニーズの掘り起こしに努めます。 

一方、「市民活動サポートセンター」の認知不足が指摘されています。センターがどのような機

関であり、また、どのような活動をしているのかを十分周知できるよう、さらに、積極的な広報

活動を行います。 

 

回答課：生涯学習課 

 

 

（６） 自治会活動による住みよい地域づくり         タイプ Ⅲ 

    重要度得点４．４３ 満足度得点３．３９ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

東日本大震災をはじめ、大雨による被害などにより、市民の皆様の重要度が４．４３と非常に

高くなっています。しかし、満足度としては及第点レベルの３．３９になっている点が課題と捉

えています。 

自治会活動は、地域が自主的に取り組む活動になりますが、活動促進のための自治会交付金な

どの交付や自治連合会における加入促進と合せて、地域課題解決に向けた「まちづくり協議会」

を促進し、自治会との連携により住みよい地域づくりを目指します。 

 

回答課：地域振興課 

 

 

（７） 企業誘致や雇用対策などの産業振興          タイプ Ⅰ 

     重要度得点４．１５ 満足度得点３．２２ 

【調査項目】 自治会は１８５あり、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、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。 

【調査項目】 企業が市内に工場を新設、増設などをした場合の税金（固定資産税）や、その

企業が市内従業員を１０人以上（中小企業は５人以上）雇用している場合に奨励金を払い、企

業誘致や雇用対策など産業振興を行っています。＊そのほかにも交付対象には、要件がありま

す。 



 

【考えや今後の取り組み】 

 

企業誘致を進める目的は、市内における雇用の拡大を最優先課題としています。雇用が発生す

ることによって、経済的な活性化、人口の増加等の効果が望めます。 

当市の奨励金制度は、事業所設置奨励金と雇用促進奨励金とがあり、事業所設置奨励金は固定

資産税相当分を払い戻す制度であり、雇用促進奨励金は正社員の採用に対して奨励金を交付しま

す。 

現在、蜂屋町中蜂屋に「豊富な水資源」「安定した地盤」「便利な交通アクセス」を特色とした

企業団地を造成して雇用の創出を目的として企業誘致に取り組んでおります。 

企業にとって進出しやすい環境を形成することで市内の活性化につなげたいと考えております。 

 

回答課：商工観光課 

 

 

（８） 商店街実施イベントへの補助金交付          タイプ Ⅲ 

       重要度得点３．４４ 満足度得点２．５１ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

中心市街地での活気を取り戻してもらうことを目的に補助金制度を設けましたが、充分生かさ

れていないと痛感しております。 

市の政策として補助金の交付だけに頼らず、抜本的な活性化のための政策が必要と考えており

ます。 

時代の潮流により中心市街地のあり方が変化しておりますので、商業者と連携を取り消費者が

求めているものを研究し活性化に繋げます。 

 

回答課：商工観光課 

 

 

 

 

 

【調査項目】 中心市街地や駅前通りのにぎわいや活気を取り戻し、魅力あふれるまちなかに

する目的で、商店街が行うイベントなどに対して補助金を交付しています。 



（９） “おん祭みのかも”への助成             タイプ Ⅳ 

     重要度得点４．０６ 満足度得点３．５５ 

 

【考えや今後の取り組み】 

おん祭みのかもは市を代表するお祭りとなりました。特に花火大会は楽しみにしてくれている

方がたくさんみえて感謝いたします。 

ご意見にありますように花火大会も中山道まつりも「マンネリ化」の傾向があります。楽しみ

にしてもらえている方には新鮮さが感じられ、またあまりお越しになられたことがない方にも魅

力あるイベントを考えることで「おん祭みのかも」が地域の自慢できるイベントに成長できるよ

う努力をいたします。 

 

回答課：商工観光課 

 

（10） 防災訓練、防災器具庫整備などに対する補助金交付   タイプ Ⅱ 

     重要度得点４．５８ 満足度得点３．４６ 

 

【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恐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、自警隊や災害協力隊などの地域を中心とした自主防災組織の防災活動を活発にし、地域

防災力を強化する必要があります。 

市としましては、防災意識の高揚及び防災体制の充実を促進するため、自主防災組織や自治会

が行う防災訓練、防災器具庫の整備や防災設備の設置に係る事業に対し補助金を交付しています。 

今後も地域を中心とした地域の防災活動を活発にし、地域の防災力の強化を図っていきたいと

考えておりますので、自主防災事業補助金を活用していただき、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 

【調査項目】 主催する実行委員会に市から補助金を出して、“おん祭みのかも”（「夏の花火

大会」、「秋の中山道まつり」）を開催しています。 

【調査項目】 地域の防災力強化や自主防災組織の意識の高揚を図るため、自主防災組織、自

治会、自警隊が行う防災訓練、防災器具庫の整備や防災設備の設置などに補助金を交付してい

ます。 



（11）  地域の実情にあった防災訓練の実施          タイプ Ⅰ 

 重要度得点４．５５ 満足度得点３．３２ 

【考えや今後の取り組み】 

 

平成７年に発生した阪神・淡路大震災の経験などから多くの教訓を得て、防災力の向上に努め

強化を図ってきましたが、東日本大震災により、今まで以上に災害についての備え・防災体制の

確立が必要となりました。 

また、近年、局地的で短時間の集中豪雨による豪雨災害や台風による大水害など、各地で想定

以上の被害が発生しています。    

このような中、市においても、今まで隔年で実施していた防災訓練をより効果的にするため、

平成２３年度から防災訓練を毎年実施することとし、市内８箇所で防災訓練を実施しました。訓

練の計画段階から地域で検討してもらい、地域の実情にあった防災訓練を計画・実施することで、

約２，８００人の参加を得ることができました。 

東日本大震災では、日常的に訓練を実施していた地域やコミュニティーの密な地域の避難がう

まくいった事例が多くあります。防災訓練を通じて、自治会、自主防災組織、消防団、各種団体

が連携をより強化し、地域を中心とした地域防災活動を活発にするとともに地域の自主防災力を

強化していきたいと考えます。 

平成２４年度の防災訓練の日を１０月２８日とし、市内全域で防災訓練を実施することにより、

全市民の連帯感と市民一人ひとりの防災・減災の意識を高めていきたいと考えます。 

 

回答課：防災安全課 

 

 

（12） 防犯活動の物品購入に係る費用一部助成        タイプ Ⅰ 

    重要度得点４．３４ 満足度得点３．３１ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

「安全で安心できるまち」の実現をめざすため、平成２２年度に「みのかも防犯まちづくり推

【調査項目】 地域の防災力を高めることを目的に、市民・地域が主体となって地域の防災訓

練を計画し、地域の実情にあった防災訓練を市内８箇所で実施しました。 

【調査項目】 ２３年度から、市民・事業者・市が協働して犯罪を防止するため、自主的に防

犯活動を実施する団体に対して、防犯活動の物品購入に係る費用の一部を助成しています。 



進計画」が策定されました。 

その計画を市民、事業者等及び市が協働して防犯活動を推進するため、自治会や自主防犯組織

等の各団体で必要な活動物品や啓発物品に対して、購入費用の１／２以内かつ、１団体について

１会計年度に５万円を限度として補助を行なっております。 

 今後は、防犯活動の紹介や補助可能な啓発物品のホームページ掲載、各自治会や市内で活動し

ている団体との連携強化など、市民の皆さんにこの助成をもっと活用していただけるようＰＲに

努め周知を図るとともに、「みのかも防犯まちづくり推進計画」で掲げた６つのプロジェクト事業

により、防犯活動を推進してまいります。 

 

回答課：防災安全課 

 

 

（13） 防犯灯の維持管理費の一部補助            タイプ Ⅰ 

 重要度得点４．６８ 満足度得点３．６１ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

防犯灯については、前年度１年間の電気料の３分の２を自治会へ補助金として交付しています。 

平成２３年度からは、新たに設置する防犯灯をＬＥＤ型にすることにより、自治会の負担軽減を

図っています。 

また、今年度から、市で設置した防犯灯だけでなく、自治会で設置され、防犯灯電気料補助金

交付規則に該当する防犯灯の電気料も同様に補助することとしました。 

夜間の犯罪等を未然に防止するためには、防犯灯の設置は有効な手段のひとつであり、地域の

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

今後も防犯灯電気料の補助を継続していきますので、自治会での防犯灯の維持管理に、ご理解

とご協力をお願いします。 

 

回答課：防災安全課 

 

 

 

 

 

【調査項目】 防犯灯は、自治会の要望により市が設置し、維持管理は自治会で行っています。

その維持管理費の一部（電気料の 2/3）を市が自治会に補助しています。 



（14） 介護予防支援事業の実施               タイプ Ⅱ 

  重要度得点４．５５ 満足度得点３．５１ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

長寿支援センター（地域包括支援センター）は、高齢者のみなさんが、住み慣れた地域で安心

して生活していただくために、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に支援をす

る機関です。 

総合相談支援では、高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必

要なサービスにつないだり、介護予防等に関する情報の提供をします。 

高齢者等が地域生活に困難を抱えた場合には、地域の福祉関係者等と連携をとり、高齢者が地

域で尊厳のある生活を維持できるよう、専門的・継続的な視点から支援を行います。 

介護保険申請の結果、要支援と認定された方には、介護予防プランを作成し、状態に合わせた

介護予防の支援をします。 

こうした、高齢者の皆さんに直接支援するほかに、地域のケアマネジャーが円滑に仕事ができ

るよう支援や指導を行うとともに、より暮らしやすい地域にするため、医療機関を含め、様々な

関係機関とのネットワーク作りにも力を入れています。 

専門的な知識が必要とされることも多く、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専

門職がこれらの支援をしています。 

介護等相談したいことが身近におこった時、困ることなく長寿支援センター（地域包括支援セ

ンター）をご利用いただけるように、PR 活動に努め、事業費も十分考慮しながら、高齢者のみな

さんが地域で自立して生活いただけるよう今後とも意見をお伺いしながら介護予防支援事業を実

施してまいります。 

 

回答課：長寿支援センター 

 

 

（15） ７５歳以上の方の健診費用無料化           タイプ Ⅱ 

 

 重要度得点４．３２ 満足度得点３．６２ 

【調査項目】 高齢の方に住み慣れた地域で安心して生活していただくため、専門職員による

「高齢者の総合相談」をはじめ、介護予防プラン作成など介護予防支援事業を実施しています。 

【調査項目】 病気の予防、早期発見、治療につなげるために実施しているがんなどの健診の

一部負担金を、７５歳以上の方について無料にしています。 



 

【考えや今後の取り組み】 

 

平成２２年度 美濃加茂市における死因別の割合を見てみますと、三大生活習慣病と言われる

「がん」「脳卒中」「心臓病」の他いろいろな要因はありますが、がんが原因で亡くなった人は全

体の２５％を占めています。がん死亡者の年代では７５歳以上が約５２％を占めており早期発見、

早期治療が鍵で、いかに受診率を上げるかが大きな課題となっています。 

市では多くの人にがん検診を受診していただくため、４０歳～６０歳の特定年齢の人には、大

腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診を、２０歳～４０歳の特定年齢の人には子宮頸がん検診を無

料で受けていただけるよう個別に案内していますが、受診率はいずれも２０％を下回る状況とな

っています。 

がん検診等の受診率の向上は全国的な課題でありますが、「健診費用無料化がなぜ受診率向上に

結びつかないのか」その原因をさぐることが先決と考えており、無料化の年齢拡大については今

後の検討課題と考えています。 

「自分の健康は自分で守る」を合言葉に、せっかくの検診機会を無駄にしないよう積極的に受

診していただきますよう、ご協力をお願いします。 

 

回答課：健康課 

 

 

（16） 中学校卒業までの子どもの医療費無料化        タイプ Ⅱ 

 重要度得点４．２１ 満足度得点３．６４ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

この事業は、すでに始まっている少子高齢化の時代を見据え、子育て世代に美濃加茂市に住ん

でもらい、将来のまちづくりの担い手である子どもたちを、安心して産み育ててもらう重要な取

り組みのひとつです。 

現在の社会情勢の中で、経済的支援となるこの制度は、重要度を増しています。初期の適正な

受診で大事に至らずに済むこともあることを考慮しつつ、不要不急の受診がないよう啓発に努め

ていきます。 

回答課：福祉課 

 

【調査項目】 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診療できない

事態も起きています。 

 



 

（17） 低所得者向け住宅としての市営住宅の活用       タイプ Ⅲ 

    重要度得点３．６７ 満足度得点３．０６ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

入居に際しては、市営住宅入居者選考委員会で協議しておりますが、国の法律や市の条例に定

められた基準により、住宅困窮度の高い方から入居できるよう決定しております。入居後も毎年

収入申告をしていただき、税務調査を行った上で家賃を決定しております。 

また、入居後に基準を上回る所得となった方は、退去していただくなどの措置を講じておりま

す。 

維持管理費に関しては、住宅の老朽化が進んでいますが、入居者の方の生活上必要最低限の修繕

を行っております。 

民間賃貸住宅の空室の活用などは、既存住宅の維持管理も含めて効果的な方法を検討して参り

ます。 

 

回答課：総務課 

 

（18） 保育園での一時保育の実施              タイプ Ⅱ 

    重要度得点４．５５ 満足度得点３．５６ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

現在、一時保育については、太田第一保育園及び山之上保育園の２ヶ所において、定員各８名

で実施しています。 

利用者の方のご希望にお応えしていると思っていますが、今後利用者が増加し、頻繁に定員を

超えるような状況になる場合は、他の保育園の定員を調整しながら、受入れを検討していきたい

と思います。 

回答課：こども課 

【調査項目】 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。 

【調査項目】 保護者が就労や疾病などのため、家庭で保育できないお子さんを週３日程度、

一時的に保育園でお預かりしています。（対象児童：生後８ヶ月から小学校就学前児童） 

（実施場所：太田第一、山之上、明応保育園（定員各６名） 



（19） 学童保育の実施                   タイプ Ⅱ 

  重要度得点４．５７ 満足度得点３．６０ 

【考えや今後の取り組み】 

 

 今年度は、試験的に夏休み期間中のみ小学４年生の児童の受け入れを実施しました。 

来年度以降については、定員に余裕がある教室から順次、４年生児童の通年での受け入れ体制

を整えるとともに、夏休み期間中については、５年生以上の児童の受入れも検討したいと考えて

います。 

 

回答課：教育総務課 

 

 

（20） 「フロム０歳プラン」の推進             タイプ Ⅲ 

 重要度得点３．８２ 満足度得点３．１１ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 0 歳から 18 歳までの積み上げと幼保小中高連携を重視する「ロングスパン教育」，学習の場や

他者との関わりの機会を広げる「面による教育」，学力向上のための「授業改革」を 3 本柱として，

自己に厳しく，人にやさしく，たくましい子どもの育成をめざしている「フロム 0 歳プラン」で

す。 

保育園や幼稚園，学校において実践される教育活動が基本的な活動ですので，保護者以外の市

民の皆様には具体的な内容が伝わりにくいかもしれません。そこで，教育委員会ではリーフレッ

トを作成し，いろいろな場で広報するよう心がけています。また，学校だよりや園だより，ホー

ムページ等には 3 本柱を具現する子どもたちの姿が紹介されています。市民運動会などの市民行

事において活躍する中学生ボランティアも，このプランの一環です。保護者以外の方も自由に授

業参観ができるほほえみ参観日（各学校が毎月 1 回実施）等を利用して学校の様子を見ていただ

くと，このプランの一端をご理解いただけるかと思います。また，少年の主張美濃加茂大会，み

のかもの子どもをたくましく育てるつどい，子育て講演会などの行事はこのプランの一環として

実施しています。 

このプランにより次のような効果があると考えています。まず，子どもの育ちを保育園や小中

【調査項目】 学童保育は、保護者が仕事などで家庭にいない小学１～３年生の児童を対象に、

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。 

（保育料は、月曜から金曜日利用の場合、月５，０００円です。） 

【調査項目】 市では、０歳から１８歳までのロングスパンで、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。 



学校で分断するのでなく，教師や保育士，地域の人々が子どもの発達課題を共通理解し，情報交

換等によってより多くの人が関わり，地域の子として連続的に育てることの教育効果は大きいと

とらえています。また，子ども達の学習の場を学校や家庭以外に広げ，幅広い知識や経験を持つ

指導者から専門的な知識や技術，社会性，道徳心を学ぶことができます。そして，興味関心を高

め，理解を深める授業の改善と家庭学習の積み上げにより，一人一人の学力を高めます。 

 10 月 27 日には美濃加茂市において岐阜県 PTA 研究大会が開催されます。これを機に，母親代

表による話し合いや家庭教育学級の推進等により，母親の交流を深めていこうと考えています。

また，毎年実施している F-0（フロム 0 歳プラン）公表会を，今年は 11 月 2 日に伊深小学校にお

いて行います。ぜひ、ご参観いただき，フロム 0 歳プランについて少しでもご理解いただけたら

と願っています。 

 

回答課：学校教育課 

 

 

（21） 文化の森での小中学生や幼児の学習          タイプ Ⅳ 

    重要度得点３．９９ 満足度得点３．５６ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

文化の森で行っている学習活動について、好意的な評価をいただいたと感じています。特に小

中学生をもつご家庭からの重要度・満足度は高く、これまでの活動の成果だと考えられます。 

自由意見で学習内容について言及しているのは、事業を評価している 11 件のうち 2 件、評価して

いない 11 件のうち 1 件でした。「活動を楽しみにしています」「勉強になった」「面白くなかった」

の意見があり、文化の森の学習活用に子どもたちは期待を寄せていることが確認できました。そ

の他は、文化の森全体への意見として述べられていました。これは学習活用をする小中学生が家

族にいない、もしくは家族との会話の中で文化の森が登場しない等、学習活用についてご存じな

い、もしくはご理解されていなかったからかもしれません。 

学習活動の今後の課題は、学校教育とも連携しながら、更に充実した内容を検討、実施し、文

化の森の学習活用について、もっと市民の皆様に周知していくよう努めたいと考えております。

文化の森全体の課題は、運営上の案内や公開について、迅速に行い、自然体験等の事業も多く取

り入れていきます。 

 

回答課：文化振興課 

【調査項目】 文化の森では、小中学生や幼児を対象に文化の森の特長を生かした、博物館な

らではの学習を、学校などとともに計画して行っています。 



（22） 外国人児童・生徒への学習支援            タイプ Ⅲ 

  重要度得点３．９３ 満足度得点３．２９ 

【考えや今後の取り組み】 

 

日本が批准した国際人権規約や子供の権利条約に明記されているように、国籍や民族の違いに

関わらず、日本で暮らすすべての子どもは教育を受ける権利を擁しています。日本人児童生徒と

違い、学習言語がわからず、また、にほんの教育制度に不慣れな外国人児童生徒を支援すること

により、日本人児童生徒と同じように就学することが出来、学力向上につながるようにと考えま

す。 

本事業は、市の予算と放課後学習支援教室に通う外国人児童・生徒の保護者の受益者負担で運営

されています。地域の日本人ボランティアや同教室から高校に進学した外国人生徒も後輩たちの

指導にあたっています。 

今後は、こうした課題を広く市民の皆様とも周知･共有しながら、多文化共生事業に対する理解

がより一層得られますよう努めてまいります。 

 

回答課：地域振興課 

 

 

（23） 「定住外国人自立支援センター」による各種事業の実施 タイプ Ⅲ 

  重要度得点３．６８ 満足度得点３．１８ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

「外国人の就労より、日本人の就労を」などといった厳しいご意見をいただきました。しかし、

「雇用のミスマッチ」という言葉があるように、外国人が就労している業種には、労働条件が厳

しいなどの理由により、残念ながら日本人は就労をしないという現実があります。一方、少子高

齢化が進む日本では、今後もこうした外国人住民は増えつつあると思われます。 

最近では家を購入され、地域で暮らす生活者として増えつつあり、美濃加茂市に生活する外国

人住民に、継続的に日本での社会生活を支援することにより、自治会加入や社会参加の促進につ

【調査事項目】 小中学校に通学している外国人児童・生徒の就学意欲を維持するため、放課

後に日本語学習や家庭学習を支援しています。（外国人児童・生徒１人が支援教室に１回参加

するにつき、およそ２３０円を市が負担しています。） 

【調査項目】 在住外国人の生活基盤の支援や社会参加を促進するため、「定住外国人自立支

援センター」を２１年７月に整備し、外国人の生活相談や就労支援、就業促進など各種事業を

行っています。＊所在地：加茂川町１丁目１－１ 



ながると考えます。 

一方、定住外国人自立支援センターは、経済危機影響下における外国人住民の就労や生活支援

を目的として、平成２１年７月から２３年度末までは、国の緊急経済対策事業として実施してい

ました。 

平成２４年度からは、この地域に住む外国人が地域の一構成員となれるよう、地域定住化促進

と日本語能力向上を目的として再スタートしました。毎日行っていた母国語による相談日を対応

言語に応じて週２日とし、みのかも定住自立圏の協定を結ぶ町との連携により、予算も５分の１

程度としました。 

今後は、センターが持つ外国人自助組織や各種団体とのネットワークを活用し、外国人の自治

会加入や社会参加を推進する事業も検討してまいります。 

 

回答課：地域振興課 

 

 

 

（24） 文化会館の活用                   タイプ Ⅲ 

        重要度得点４．０５ 満足度得点３．２４ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

文化会館施設に関して、５５．３％と半数以上の方が「重要」と答えていただいた一方で、満

足度に関しては、２６．９％と低い結果となっています。これは、自由意見の中で、「物足りない」

とか「他市と比べると見劣りしてしまう」といった意見にも現れています。 

また、収容人数が 800 人と他の自治体と比べると少ないといった意見もありましたが、現状の

施設（800 人収容のホール施設）をいかに活用していくかが今後の課題となっており、このアン

ケート結果からも、文化会館の活用に関しての反省点であると同時にこの課題を解決すべき点で

あると思っています。 

今後事業展開を進める上で、自由意見の中でも「入場者がとても少ない時があるため、PR して

ほしい」とか、自主事業開催時に行っている文化会館のアンケート結果にも「大変満足したが、

もっと PR してほしい」といった意見が多く寄せられています。 

これまで、近隣の自治体へもポスターやチラシをはじめ、チケット販売等も協力をお願いし、

PR に努めていますが、文化会館が発信する情報を住民の一人でも多くの方に知っていただくこと

を第一に考え、今後は地域情報誌をはじめケーブルテレビやコミュニティ FM を積極的に活用し

【調査項目】 文化会館は、音楽などを身近に感じてもらえるよう、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。 



PR に努めていきます。また、文化会館施設を利用しない方にも、少しでも「文化・芸術」にふれ

ていただくことを願って、「まちかどライブ演奏」など身近に音楽等にふれていただく機会を設け

て、文化会館の活用につなげていきたいと思います。 

 

回答課：文化振興課 

 

 

（25） あい愛バスの運行                  タイプ Ⅲ 

   重要度得点４．０５ 満足度得点２．９２ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

美濃太田－八百津線を除き、民間の営業バス路線が撤退する中で、高齢者を中心とした市民の

皆様の公共交通利便性を高めるために事業を行っています。 

高齢化社会を迎えるにあたって、重要度は４．０５と非常に高く、事業の継続が求められてい

ることがよく分かります。その一方で満足度は２．９２と低く、ニーズと合っていない現状が数

字となって現れています。 

新たな対策として５月から古井循環線をタクシー車両による予約運行に切り替え、一日あたり

の便数を６便に増発すると共に、以前から要望の高かったアピタ、東図書館及び文化会館など６

か所のバス停を増やしました。 

また、以前民間バス路線が運行していた伊深町から富加町への路線を「日本昭和村―富加線」

として運行させるなど、富加町へ週に４日乗入れるなどの取組を始めました。 

 

回答課：地域振興課 

 

 

（26） 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 タイプ Ⅰ 

 重要度得点４．３２ 満足度得点３．０９ 

【調査項目】 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、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。 

【調査項目】 市税収入の減少や社会補償（医療や介護など生活を安定させるための給付）の

増加、市民ニーズの多様化もあり、生活道路や側溝などの新設や改良、維持補修費は、限られ

た予算の範囲で優先箇所を選定して推進しています。 



 

【考えや今後の取り組み】 

 

今後、限られた予算の中で、自治会等からの要望・市民の皆さんからの要望にもとづいて、緊

急度の高い箇所から、順次施工していきます。 

又、橋梁、舗装等の長寿命化修繕計画を策定し、既設施設の計画的な修繕維持管理を進めていき

ます。 

 

回答課：土木課 

 

（27） 「かわまちづくり事業」の推進            タイプ Ⅲ 

 重要度得点３．６３ 満足度得点３．０９ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

「かわまちづくり基本計画」に基づき、市民の皆さんはもとより、各方面からの観光客を誘致し、

賑わいのある美濃加茂市もとりもどせるよう、関係各団体等の意見を伺いながら、市民の皆さん

と一緒になって、遂行していきます。 

 

回答課：土木課 

 

 

（28） ごみ袋料金に対する市の負担             タイプ Ⅱ 

  重要度得点４．６５ 満足度得点４．０９ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

現状は市民の皆様にごみの減量等にご協力いただいていることにより、現在の負担額（３０円

【調査項目】 木曽川の景観や観光資源を生かして、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。 

【調査項目】 家庭から出る可燃ごみ１袋（６ｋｇ）の処理費用は、４１７円です。そのうち

みなさんの負担は、ごみ袋料金として３０円で、残りの３８７円は市が負担しています。 

（ごみ袋１枚の金額：可児市＝３０円、関市＝６０円、富加町＝５０円、川辺町＝７５円、 

 八百津町＝１００円、東白川村＝１５５円） 

 



／１枚）でごみ処理を行えております。多くの方にごみ処理負担額（ごみ袋の値段）を上げても

よいのでは、とのご意見をいただいてはおりますが、今後も近隣市町村や処分場の施設の状況を

勘案しつつ、さらなるごみ減量及び循環型社会の形成につながる方策のひとつとして、より多く

の皆様にご理解いただける適正なごみ料金について検討を続けてまいります。 

 

回答課：環境課 

 

 

（2９）生ごみ処理機などの購入補助              タイプ Ⅱ 

  重要度得点４．１８ 満足度得点３．５３ 

【考えや今後の取り組み】 

 

市では、家庭から出される生ごみ等を家庭において処理しごみの減量化を図っています。 

現在、補助制度の紹介をホームページや広報紙等で行っておりますが、今後は使用方法も掲載し

て行くと伴にエコハウス等にも補助制度の紹介をして行きます。 

将来的には、水切りバケツや生ごみ処理機の使用体験ができるような方法も考えて行けたらと

思っております。 

 

回答課：環境課 

 

 

（３０） 事前点検による安価で良質な公共工事の実施     タイプ Ⅱ 

   重要度得点４．３２ 満足度得点３．５１ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

安価で良質な公共工事を実施するため、引き続き事前点検を行っていきます。 

平成２３年度までの事前点検では、平成８年度における標準的な工法での建設コストを基準に

していましたが、基準年が古いことから実情に合わない点も出始めましたので、平成２４年度か

【調査事項】 家庭から出されるごみの減量化や環境への負荷を抑えるため、生ごみ処理機、

生ごみ堆肥化容器や水きりバケツなどの購入者に補助をしています。（購入費の２分の１。上

限あり） 

【調査項目】 市が発注する工事について、安価で良質な公共工事を行うため、平成８年度に

おける標準的な工法での建設コストに対して、１０％以上の縮減を目標に、工事実施前に点検

を行っています。 



らは、基準年を平成２３年度に改めて事前点検を実施していきます。 

 

回答課：都市計画課 

 

 

（３１） 事業選択による借金残高の削減           タイプ Ⅱ 

   重要度得点４．５３ 満足度得点３．４８ 

 

【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を推進しています。 

このような状況の中、平成２３年度末時点での市債残高は約４１８億円となり、６年間で約５７

億円削減しました。 

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うことで将来世

代の負担を軽減していきますが、限られた財源をどのように使えば皆さんの幸せにつながるのか

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

に進めていきます。 

 

回答課：行政経営課 

 

 

（３２） 「定住自立圏構想」の推進             タイプ Ⅱ 

   重要度得点４．２０ 満足度得点３．４３ 

 

【考えや今後の取り組み】 

 

みのかも定住自立圏共生ビジョンに取りかかり３年目になりましたが、８市町村が連携推進を

はじめることは平成２４年度が１年目になります。不透明かつ不安定な日本社会全体の行方の中

【調査項目】 市では道路整備や下水道整備などの事業を借金をして推進してきました。現在

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

高を減らしています。 

【調査項目】 美濃加茂市が中心になり、加茂郡の７町村と協定を結び、それぞれの市町村が

役割を分担して、ずっと暮らしたいと思える魅力的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。 



で、どのような価値観を持って行動することが魅力的な圏域にすることにつながるか、定住自立

圏の関係者が、改めて圏域の弱みと強みを把握できる地域力分析ブック【平成２３年度版】を作

成しました。これを基に再度計画を見直し、効果的な事業を進めてまいります。また、住民の方々

にも関わってもらえるよう周知を図ってまいります。 

 

回答課：地域振興課 

 

 


