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（１）「ＦＭらら」の開局        （市政情報課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 市での取り組み等の情報がいち早くわかる。紙面から得にくい

方々にも伝わりやすい。 

女性 20歳代 太田 普段は聞かないが、災害時にはよいかもしれない。 

女性 40歳代 蜂屋 ラジオ放送を聴いたことがないのでわからないが、仕事等で忙

しくてテレビ放送が観られない人たちが、ラジオ放送を聴いて

市政に興味を持ったり情報を得られたりしてよいと思うから。 

女性 20歳代 太田 番組は聞いたことがないが、気軽にまちの情報が聞けるのは、

よいことだと思う。 

男性 60歳代 太田 地元の企業の歴史や経営者の考え方（哲学）が聞けて、地元の

企業を身近に感じることができ、応援しようと思うことができ

てよいと思います。 

女性 30歳代 太田 聞いたことがないので。地域の情報が聞けるのはよいこと。今

度聞いてみようと思います。 

男性 50歳代 下米田・牧野 時間的に情報番組はなかなか聴けないが、なつかしい曲が多く

流れるので癒される。 

女性 10歳代 太田 ラジオ放送のことを知らなかった。ラジオを聴くことで行われ

るイベントの情報を知ることができるのは便利だと思う。 

女性 40歳代 加茂野 市の施策やお知らせなど情報発信は大切だと思います。ただ、

このようなことが行われていると知らなかった。 

女性 40歳代 古井 存在を知りませんでした。活用している市民の人がいればよい

と思います。 

女性 50歳代 下米田・牧野 地域の活性化に役立つと思います。 

女性 50歳代 蜂屋 毎日通勤の車の中で聞いています。 

男性 50歳代 古井 初めて知った。市からの情報を市報等のみからではなくラジ

オなど違った方向から得られるのはよいこと。一度聞いてみ

たい。 

女性 20歳代 古井 初めて知りましたが、ラジオは聞く人もいると思うので、地域

情報の提供ツールとして意味のあるものだと思います。 

女性 40歳代 加茂野 災害時には有効に利用できると思います。 

男性 30歳代 蜂屋 ＦＭららの存在を知りませんでしたが、地域の情報が聞けるの

でよいと思います。 

女性 20歳代 古井 地元放送局があると、震災などなにかあったときに一番頼りに

なる。 

女性 70歳代 古井 情報を少しでも知りたいため。 



- 2 - 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 20歳代 古井 市の施策についてＰＲする１つのツールとしてとても有効な手

段だと感じています。 

女性 60歳代 古井 家の中にこもりがちなので、イベントなどがわかれば行ってみ

たい。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 加茂野 必要ないと思う。 

男性 40歳代 加茂野 金曜日午前８時 20分からだと、一部の市民しか聞けないのでは。 

女性 40歳代 加茂野 広く知れ渡っていないと思う。 

女性 70歳代 伊深 一体どれくらいの人が聴くのだろう。役に立つのは災害の時で

すか。それでも放送局が壊れたら意味がない。 

男性 30歳代 古井 市民がＦＭららを聴取している割合、並びに朝８時 20分にそも

そもどれだけの人が聴く機会があるかを考えれば不要。 

女性 20歳代 太田 重要であっても、市民が知らなければ価値なし。 

男性 60歳代 加茂野 必要性が感じられない。 

男性 60歳代 加茂野 テレビ、インターネットの利用の多い中、ＦＭをどの程度聞く

のでしょうか。 

男性 40歳代 加茂野 マイナーであまりにも限定されたメディアを通じて広報しても効

果は極めて低い。ＦＭ開局のおつきあい的協力としか思えない。こ

れこそ税金の無駄遣い。ＮＨＫの夕方の番組をもっと使うべし。 

男性 60歳代 古井 100万円も使って、何の意味があるのかわからない。 

男性 50歳代 太田 聞いたことがあるが、内容が面白くない。 

男性 60歳代 古井 市報や、民間誌の情報の方が充実しており、視聴者の少ないＦ

Ｍ等はほとんど効果無し。予算の無駄づかい。 

女性 30歳代 古井 働いているので聞く時間がない。100万は掛け過ぎでは。利用率

あるのですか。 

女性 50歳代 三和 ＦＭを聴く人の割合がそれ程たくさんあるのでしょうか。だと

しても私は他局を聴きます。 

女性 40歳代 古井 実際に聞いたことがないので、私にとっても聞いていない方に

とっても重要性を感じない。 

女性 40歳代 古井 災害時のほかは利用しない。 

男性 50歳代 古井 週一回の朝、平日にエリアで聞く人は何人いるでしょうか。 

女性 50歳代 下米田・牧野 仕事中に聞いたことはありますが、同じような内容でもっと聞

こうと思えなかった。 

女性 20歳代 下米田・牧野 周囲の人たちにも聞いてみたが、知名度が低いです。 

女性 40歳代 下米田・牧野 まったく知らなかったです。ＦＭでお知らせする必要はないと

思います。週に１回で 100万円は高いと思います。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 60歳代 蜂屋 その時間に聞くという行動にしばられる。 

男性 70歳代 古井 日頃聴くことがないし、聴いていなくても特に問題ないので、

効果のある人がいるのかどうかである。 

男性 60歳代 加茂野 必要なし。 

女性 60歳代 古井 無駄。委託費がもったいない。１回も聞いたことも見たことも

ない。 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 50歳代 古井 緊急・災害情報を流す放送局だということをもっと周知すべき。 

男性 30歳代 太田 万が一の災害時のためのラジオ局であることを、もっと市民が

周知するようにしてほしい。行政ももっと、その努力をするべ

き。 

女性 30歳代 太田 あまり聞いたことがないので。しかし、主人は対外活動は大事

だと言って「やや重要だ」と訴えています。ただ、時間枠をも

っと増やした方がよいのでは。 

女性 30歳代 太田 時間を早朝にする等、子ども（小・中・高）が聞ける時間帯だ

とよい。 

女性 40歳代 太田 平日の午前８時 20分、誰もが聞ける時間ではない。 

女性 50歳代 太田 知名度がいまひとつではないかと思います。情報を伝えること

は重要だと思います。 

女性 50歳代 三和 もっといろいろなイベント会場へ出向いてほしい。 

女性 30歳代 加茂野 この時間、小さな子どもをもつ母親としては、ゆっくりラジオ

を聞ける時間ではありません。登園だったり、朝の仕事だった

りで。時間の変更はないですか。 

男性 40歳代 下米田・牧野 土日の放送ではだめだろうか。 

男性 30歳代 古井 放送回数を増やしてほしい。夕方 17時以降（通勤時間帯）にも

放送してほしい。車通勤の人にも聴けるように。 

無回答 60歳代 古井 あまり知られていないのでもっとＰＲをしなければいけないと思

う。 

男性 40歳代 蜂屋 毎週ではなく毎日 10～15分くらい、美濃加茂の情報を発信して

もらえるとよいと思う。もっと行なってもよいのでは。 

女性 30歳代 太田 ＦＭらら初めて知りました。もっと知らせることが必要。 

男性 50歳代 太田 公共施設の憩いスペース等にもっと気軽に流す場を設置してほ

しい。 

男性 30歳代 太田 地域密着していて、イベント会場を楽しませていてくれる。

時々、車の中で聴いているとちょっと選曲が古く感じられるの

が残念。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 60歳代 太田 一部の人しか知らないのでは。もっと宣伝した方がよい。 

女性 30歳代 下米田・牧野 平日より、日曜日の方が視聴率がある（自身、聴いてみたい）。 

男性 20歳代 蜂屋 放送範囲を拡大してほしい。東白川村まで。 

男性 60歳代 古井 災害時には利便性あり。市民へのＰＲが不足（何チャンネルか、

わからない）。 

男性 20歳代 加茂野 聞いたことがないのでわかりませんが、「ＦＭらら」という局の

存在をもっとＰＲした方がよいと思います。 

男性 70歳代 古井 放送時間帯について一考を要する。 

男性 30歳代 古井 可児の情報が多いから、もっと美濃加茂の情報がほしい。 

男性 70歳代 下米田・牧野 知らなかった。宣伝不足では。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

無回答 30歳代 太田 仕事をしており、一度も聞いたことがない。携帯の、すぐメー

ルみのかもで十分と考える。 

女性 20歳代 古井 聞いたことがない。 

女性 30歳代 古井 仕事のためラジオを聞けない。 

男性 60歳代 加茂野 聞いたことがない。 

女性 50歳代 古井 初めて知りました。仕事（会社）ですので、重要度、満足度と

もにわかりません。 

女性 40歳代 下米田・牧野 聞いたことがありません。 

男性 40歳代 古井 知らない。 

男性 40歳代 山之上 放送時間が仕事のため、聞くことができない。 

男性 70歳代 山之上 ＦＭラジオを聞いていない。 

女性 60歳代 太田 初めて知りました。 

女性 40歳代 加茂野 存在すら知らなかった。 

男性 40歳代 蜂屋 そのラジオ放送を聞いたことがないから。その時間は仕事なの

で聞けない。 

女性 40歳代 古井 聞いていない。 

男性 60歳代 無回答 何人の人が聞いているのか。 

女性 20歳代 加茂野 ラジオを利用しないためわからない。 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 

女性 50歳代 古井 ＦＭららを知らない。 

男性 30歳代 下米田・牧野 認知度が低いのではないか。 

男性 30歳代 太田 ラジオを聞く習慣がない。 

男性 70歳代 古井 ラジオを持っていないから。情報はパソコン、テレビ、新聞が主です。 

男性 50歳代 加茂野 仕事上見ることもできず、また番組自体があることを認知して

いないので、評価不可。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 20歳代 蜂屋 知らなかった。普段仕事のため聞くことができない。 

女性 60歳代 下米田・牧野 聞いたことがない。 

男性 40歳代 蜂屋 「ＦＭらら」のこと、今知りました。 

女性 40歳代 加茂野 その番組の存在すら知らないから。 

男性 20歳代 加茂野 開局されたことがわからず、聞いたことがないため。 

男性 30歳代 蜂屋 ４点満点での評価とありますが、１～５まで項目がありますの

で５段階での回答とさせていただきます。以下同様。 

女性 70歳代 三和 聞いたことがない。 

男性 60歳代 太田 放送時間が、一般サラリーマンの聞くことのできる時間帯では

ない。 

女性 30歳代 古井 聞いたことがない。 

男性 60歳代 古井 聞いたことがない。 

女性 40歳代 古井 ラジオを聞くときない。 

女性 50歳代 太田 重要だとは思いますが、満足度については聞いたことがないの

で「わからない」にしました。 

男性 50歳代 太田 仕事中のため、聞くことができないため。 

男性 50歳代 古井 放送時間は仕事のため、聞いたことがない。 

女性 80 歳代以上 古井 知りませんでした。 

男性 70歳代 太田 ラジオを家庭で聞く機会なし。 

女性 30歳代 蜂屋 ＦＭらら開局も知らなかった。もっと広告をすべきである。聞

いたことがないので満足度はわからない。 

女性 30歳代 加茂野 聞いたことないです。 

女性 60歳代 古井 はじめて知りました。 

男性 40歳代 古井 開局したことすら知らないから。 

女性 60歳代 太田 知らなかった。 

男性 50歳代 加茂野 全然知らなかった。そのような時間に放送を聞く人はいるのか。 

男性 40歳代 太田 放送されていることさえ知らなかった。 

男性 30歳代 蜂屋 知らなかった。 

男性 30歳代 古井 ラジオを聴かないから。 

男性 70歳代 太田 聴かないので評価できない。 

女性 30歳代 蜂屋 一度も聞いたことがない。一回チャンネルを合わせたがなぜか

聞けなかった。 

女性 30歳代 加茂野 この用紙を見て初めて知った。 

女性 70歳代 古井 ラジオを聞く人が少ないと思う。私も聞いたことはありません。 

女性 20歳代 加茂野 ラジオを聞く習慣がないので知らなかった。 

男性 30歳代 古井 聞いたことがない。 

女性 70歳代 古井 自分では聞かない。 

男性 60歳代 山之上 聞いたことがない。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 太田 実際やっていることを知らなかったこと。日常仕事の都合で利

用することがほとんどないかと。自分はテレビの d データでた

まに情報を見ています。 

男性 70歳代 蜂屋 生放送を聞いたことがない。 

女性 70歳代 加茂野 知らなかった。 

女性 70歳代 古井 ラジオはありません。 

女性 30歳代 蜂屋 ラジオを聞いたことがない。興味もない。 

男性 60歳代 加茂野 独自で必要な事項は調べる。 

男性 70歳代 古井 放送を聞いたことがないため。 

女性 60歳代 下米田・牧野 今回の情報で初めて知りました。朝ラジオをつけていないので

聞きません。ラジオは通勤時間の車の中で聞くだけ。 

男性 30歳代 古井 聞いたことがない。聞こうと思えない。知らなかった。 

男性 70歳代 古井 放送を知らなかった。 

女性 40歳代 下米田・牧野 ラジオを聞かない。 

男性 40歳代 蜂屋 開局したことも知らず、利用したこともないので。 

男性 70歳代 古井 聴いたことが無いので満足度不明。 

女性 70歳代 蜂屋 ラジオ放送がやっていることを知りませんでした。 

女性 60歳代 蜂屋 放送を聞いたことがないので。 

女性 40歳代 加茂野 残念ながら、聴いたことがありません。 

女性 60歳代 古井 仕事をしているので聞いたことがない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 知らなかった。ラジオは聴かないのでわかりません。 

男性 50歳代 太田 聞いたことがない。 

男性 10歳代 古井 知らなかった。 

男性 20歳代 三和 ラジオを聞かないから。 

女性 50歳代 加茂野 「ＦＭらら」は先日、車のラジオで聞いたが、時間帯が合わな

いので聞いたことがない。 

女性 50歳代 古井 すみません。あることを知りませんでした。 

男性 50歳代 古井 このような放送を行なっていることを知らなかった。 

無回答 無回答 無回答 聞いたことがないので。 

男性 70歳代 蜂屋 情報番組「HOT エリアみのかも」が毎週金曜日午前８時 20 分か

ら放送されている。初めて知りました。 

男性 60歳代 伊深 あることすら知らなかった。 

無回答 無回答 無回答 災害時の速報や状況を耳の不自由な人のために、と話していた

放送を聞いたから。 

女性 30歳代 蜂屋 聞いたことがない。ラジオを聞く習慣がない。 

男性 30歳代 古井 この項目にて初めて知ったから。 

女性 40歳代 加茂野 平日は仕事をしているので聞くこともなく、知らなかった。 

男性 30歳代 古井 私自身は聞く機会がない。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 60歳代 山之上 ごめんなさい、聞いたことがないのでわかりません。 

男性 60歳代 古井 ラジオＦＭが開局したことを知らなかった。聞く機会がない。 

女性 70歳代 加茂野 開局したことも知りませんでした。見たこともありません。 

女性 40歳代 太田 ラジオ放送は必要と思うが、実際聞いていないので内容がわか

らない。 

女性 60歳代 加茂野 聞いたことがないので。 

女性 60歳代 古井 ラジオを聴かないので。 

女性 50歳代 加茂野 ラジオを聞くことがない。 

女性 60歳代 蜂屋 ラジオを聞くことがない。 

女性 20歳代 加茂野 知らなかった。 

男性 30歳代 古井 ほとんど聞かない。防災情報などのためには必要。 

男性 40歳代 加茂野 平日仕事のためラジオを聞いていない。 

男性 50歳代 太田 聞いていない。 

男性 30歳代 下米田・牧野 聞く時間がない。 

男性 50歳代 下米田・牧野 仕事中なので聞けない。 

女性 50歳代 古井 まだ「らら」ラジオを聞いたことがありません。 

男性 20歳代 蜂屋 ラジオを聴く機会があまりない。 

女性 40歳代 太田 聞いたことがありません。今週聞いてみます。 

女性 80 歳代以上 古井 一度も聞いたことがない。ラジオはほとんど聞かない。 

男性 70歳代 下米田・牧野 聞いたことがないのでわからない。 

女性 40歳代 太田 「ＦＭらら」を聴くことがないです。 

女性 50歳代 古井 個人としては知らなかったが、楽しみにしている人にとっては

必要なのかも。 

女性 50歳代 太田 ラジオを聞く機会が平日はない。 

男性 30歳代 太田 知らない人が多いのでは。 

女性 50歳代 下米田・牧野 ごめんなさい、聞いていません。 

男性 50歳代 蜂屋 やっていることすら知りませんでした。 

男性 60歳代 蜂屋 聞いたことがない。 

女性 60歳代 下米田・牧野 聞いていない。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

女性 70歳代 古井 聞いていません。 

男性 30歳代 古井 一度も聞いたことがないから。 

男性 60歳代 太田 全然みたことがない。 

男性 40歳代 蜂屋 災害時の情報取得の手段としては有効だと思う。実際には聞い

ていないので評価できない。 

女性 60歳代 加茂野 ラジオ放送局の開局を知りませんでした。 

男性 70歳代 山之上 聴いていないので。 

女性 30歳代 蜂屋 このラジオを聞いたことがないため。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 60歳代 太田 聞いたことがない。 

男性 無回答 古井 聞いたことがない。なくても困らない。 

女性 10歳代 下米田・牧野 ラジオを聞かないため。 

無回答 無回答 無回答 一度も聞いたことがありません。 

男性 50歳代 古井 聞いたことがない。 

男性 40歳代 古井 見たことがない。 

男性 60歳代 蜂屋 開局を知りませんでした。 

男性 60歳代 太田 知らなかった。 
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（２）「ＨＯＴエリアみのかも」の放送       （市政情報課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 夫も子どもも自分の小中学校の行事がケーブルテレビで放送さ

れると見て、家族の会話がより弾むし、夫も、仕事で忙しくて

学校の行事に参加できなくてもテレビでダイジェストで放送さ

れると、観られてよいと言っているから。 

女性 40歳代 加茂野 時々拝見します。身近な話題が扱われていてよいと思います。 

男性 20歳代 加茂野 拝見したことがある。地元へ密着した放送であった。 

女性 70歳代 古井 知らない分野がわかるからよい。 

女性 30歳代 蜂屋 子どもの行事などを放送してくれるので楽しみ。 

女性 30歳代 加茂野 保育園、小学校の放映があって楽しみです。 

女性 50歳代 三和 大切で身近な話題がテレビの画面で見られるのはよいことだと

思います。 

女性 70歳代 古井 よく見ています。わかりやすい内容で満足しています。 

男性 30歳代 古井 ほとんど見ていない。防災情報などのためには必要。 

男性 20歳代 蜂屋 みのかもチャンネルもほとんど見ないが、ケーブルテレビ加入

率が予想以上に高く、市民が情報を知るよい手段だと思う。 

女性 20歳代 古井 地域活性化に繋がるので今後とも継続していただきたい。もっ

と人が集まる所で生放送をしたらおもしろいかも。美濃太田駅

など。 

女性 40歳代 山之上 家でもケーブルテレビでよく見ています。 

女性 40歳代 太田 ケーブルテレビに加入していないため自宅で見られませんが、

加入している家庭から、うちの子どもが出ていたよと聞くと、

ちょっとうれしいかも。加入するタイミングを逃したわが家で

す。 

男性 70歳代 古井 自分は見たことがないが、人から、噂の話を聞くので、情報と

して多少効果がありそうと思う。 

男性 20歳代 古井 市の施策についてＰＲする１つのツールとしてとても有効な手

段だと感じています。 

男性 30歳代 古井 映像でわかりやすいから。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 古井 ケーブルテレビは、地域のことが放送されてとてもよいですが、

資金面のせいか企画や内容がいまいちな気がします。 

女性 40歳代 蜂屋 構成上、やや面白みに欠ける。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 加茂野 委託費が高い。 

女性 20歳代 蜂屋 ケーブルテレビは利用していない。利用する人のみが負担する

べき。 

男性 40歳代 加茂野 960万円もかかっているのに、ケーブルテレビ加入率 17.57パー

セントと一部の人しか見られない。市報ではだめなのですか。 

女性 70歳代 伊深 加入していなければ無意味。 

男性 60歳代 無回答 加入率が 17.57パーセントはだめ。 

男性 40歳代 太田 ケーブルテレビ以外は関係ないのでは。 

男性 60歳代 太田 別の媒体（広報他）で周知できているのをわざわざ 960 万円か

けてやる必要がない。 

男性 30歳代 蜂屋 無料の雑誌（kanisan club 等）の方が時間を合わせる必要がな

く利用しやすいので、そちらの方が効果があるのでは。 

女性 40歳代 加茂野 情報発信は大切だと思うが、ＦＭららも含めて市民に認知され

ているか疑問。効果はあるのでしょうか。加入率は低くないの

でしょうか。 

女性 40歳代 太田 ケーブルテレビに入るには費用が高く、誰もが見られるわけで

はない。 

女性 20歳代 太田 そもそも、美濃加茂市民の何割がケーブルテレビを見ているの

か。 

男性 40歳代 古井 ケーブルテレビの推進に出遅れ感が強いため。加入率はなかな

か上がらないと思う。 

男性 50歳代 加茂野 加入率が低い中で、それをどれだけの人が視聴しているのか。 

男性 10歳代 蜂屋 加入率が低い。 

男性 60歳代 加茂野 個人負担金（加入金等）が必要なものを推進すべきでない。 

女性 20歳代 古井 ケーブルテレビ加入者が少ないこともあり、あまり浸透してい

ないと思います。 

男性 40歳代 加茂野 一部の限定されたユーザーにしか配信できないサービスに税金

を投資しすぎ。行政として本来しなければならない事業に特化

すべき。ホームページ、携帯メールで十分。 

女性 60歳代 太田 テレビの不具合がある時、電気屋さんを呼べないので不都合で

す。 

女性 70歳代 古井 加入者が少ないため必要ない。 

女性 40歳代 蜂屋 ケーブルに加入していないと見られない。 

女性 20歳代 加茂野 ケーブルテレビより、クーポン付のチラシや冊子等の方が関わ

りやすいので。 

女性 50歳代 太田 地元のニュースが見られるのはうれしいことですが、加入率が

悪いので。 

女性 40歳代 加茂野 加入率が低いため。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 70歳代 古井 我が家は加入していますが、全然見ません。このようなので、

約１千万円もの大金無駄では。 

女性 40歳代 下米田・牧野 ケーブルテレビは見る人が限られているのでは。 

男性 40歳代 蜂屋 ケーブルテレビ加入率も低く、今後加入率が上がるとは思えな

い。この加入率で、行政情報を発信するのは効率的でない。 

男性 60歳代 古井 税金を使うのなら、全市民対象でなければならない。 

男性 70歳代 古井 17．57パーセントでは無駄。ケーブルは加入していない。 

男性 50歳代 太田 知名度が不足。 

男性 60歳代 古井 市報や、民間誌情報の方が充実しており、視聴者の少ないＦＭ

等はほとんど効果無し。予算の無駄づかい。 

男性 30歳代 古井 一日に同じ内容を何回も放送するのは、ケーブルテレビ局側が

他に放送するものがないからなのか。全体的に内容が薄い。 

無回答 60歳代 古井 受信料金が高く年金では無理であると思います。 

女性 30歳代 古井 ＢＳに入っているので必要ない。お金を払ってまで新規工事は

しません。 

男性 70歳代 山之上 放送予定のお知らせが終了後も流れている。 

女性 40歳代 古井 ケーブルテレビ加入率が低いにもかかわらず 1,000 万円近くの

費用がかかっているのは納得いきません。 

女性 50歳代 加茂野 ケーブルテレビは加入していない。ケーブルの加入代、維持費

もばかにならないでしょう。年金生活になったらと思うと、二

の足を踏みます。 

女性 40歳代 古井 災害時のほかは利用しない。960万円ももったいない。 

男性 50歳代 古井 ケーブルテレビに加入していないので、見ることができない。

960万円も費用をかける意義があるとは思えない。 

男性 50歳代 古井 加入率を見れば、必要とは思えないです。 

男性 50歳代 蜂屋 ケーブル加入率の 17．57パーセントの市民だけの評価となる。 

男性 50歳代 太田 なかなか市内で見る機会が少ない。 

男性 30歳代 古井 見たことがない。加入率が低いのに 960万円はどうか。 

女性 60歳代 太田 加入率が低いので、役立っているかわからない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 ケーブルテレビ加入していますが、必要ないと思います（たま

に見ることがありますが、また見たいという内容でないため）。

あの内容で、960万円は高いと思います。 

女性 50歳代 加茂野 ケーブルテレビを売り込んでいる時、こちらの方にはまだ発信

されていなくて、時期を逃している。 

男性 80 歳代以上 太田 入会後、毎回の使用料が高い。 

男性 50歳代 下米田・牧野 960万は高い。ケーブル未加入。 

男性 20歳代 蜂屋 ケーブルテレビ加入率が低い。 

女性 50歳代 太田 山間部の人以外は必要性を感じない。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 太田 加入率が低い。 

男性 60歳代 加茂野 加入者数が少なすぎる。 

女性 60歳代 古井 主人の年金で生活しています。ケーブルテレビ加入までは無理

です。 

男性 20歳代 加茂野 加入率 17パーセントのケーブルテレビに１千万のお金を掛ける

のも考えなければいけないと思います。 

男性 60歳代 古井 17パーセントの市民のためですか。83パーセントの市民は。 

男性 70歳代 古井 ケーブルテレビに加入していない。加入費が高く、あまりケー

ブルテレビに魅力がない。 

男性 50歳代 古井 加入率が少ないのに委託金を払ってまで放送する必要があるの

か。 

男性 無回答 古井 加入率も低い。見ていても見ていなくても何も大差がない。 

女性 60歳代 古井 たまに見たことがあるが、それ程必要とは思えない。テレビと

ラジオ両方はいらない。 

女性 60歳代 古井 ケーブルテレビを利用している人が少ない。 

男性 50歳代 古井 加入していない。加入率が低いので効果は薄いのでは。 

男性 70歳代 下米田・牧野 イベントが少ないのか、最初から最後まで長々と放映されてい

る。 

男性 60歳代 下米田・牧野 加入率が低い。委託費が高過ぎる。 

女性 10歳代 太田 知っていたが、ケーブルテレビに加入している人が少ないから、

あまり見られていない。それに 960万円も使うのはどうなのか。 

 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 古井 ケーブルネットワークの役割の一つに、地元行政の認知は必要

である。ただし、一週間 20万円の内容を果たしているかは疑問

がある。重要であるが、費用対効果が見込めないのであれば、

やめるべき。 

女性 30歳代 下米田・牧野 無料にしてほしい。 

女性 50歳代 太田 ケーブルテレビの普及を更に進め、災害時等の情報ももっと流

してほしいです（広報の放送が聞き取りにくいので）。 

女性 30歳代 蜂屋 ケーブルチャンネルがあることも知らなかった。もっと広告す

べきである。 

男性 50歳代 太田 市民がもっと加入したくなるものに。 

女性 30歳代 太田 放送内容など、ＰＲ必要。見ていない人にはわからない。 

女性 20歳代 下米田・牧野 ケーブルテレビ加入率が低いため、他の方法で行政情報を発信

してみては。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 太田 もっと利用しやすい金額を願います。 

女性 30歳代 下米田・牧野 ショッピングセンターなどの巨大テレビなどで定期的に上映

し、浸透させてほしい。 

男性 20歳代 蜂屋 白川町や八百津町のように毎日替わって放送してほしい。 

女性 50歳代 下米田・牧野 夜の９時台もお願いします。 

男性 60歳代 古井 毎週見ているが、取材も広く内容もよい。加入率が低い。ＰＲ

不足で市もＰＲをすべき。「ＨＯＴエリアみのかも」を楽しみに

している。 

男性 60歳代 加茂野 ケーブルテレビを利用していない。加入率を増すために何か必

要だと思う。 

女性 60歳代 下米田・牧野 ケーブルテレビに加入していない。テレビは余暇で楽しんでい

るので目に入る楽しそうと思える映像が注意を引く（岐阜放送

で流れる下呂または高山の情報は気持ちが動く）。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

無回答 30歳代 太田 仕事をしており、一度も聞いたことがない。携帯の、すぐメー

ルみのかもで十分と考える。 

女性 20歳代 古井 見たことがない。 

女性 30歳代 古井 ケーブルテレビに加入していない。 

男性 60歳代 加茂野 聞いたことがない。 

男性 50歳代 古井 未加入。 

女性 50歳代 古井 ケーブルテレビの必要性がないので、見たことがありません。 

女性 40歳代 下米田・牧野 見たことがありません。 

男性 40歳代 古井 加入していない。 

男性 70歳代 山之上 ケーブルテレビの契約をしていない。 

女性 60歳代 太田 加入していないので、わかりません。 

女性 40歳代 加茂野 ケーブルネットに加入していないから。 

女性 40歳代 古井 見ていない。 

女性 20歳代 太田 番組は見たことがない。 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 

女性 50歳代 古井 ケーブルテレビは必要なのか。 

男性 30歳代 太田 ケーブルテレビに加入していない。 

男性 70歳代 古井 ケーブルテレビに未加入のため。 

男性 30歳代 太田 今のままでよい。 

女性 30歳代 太田 加入していない。 

男性 50歳代 加茂野 ケーブルテレビを利用しておらず、評価不可。 

女性 60歳代 加茂野 ケーブルテレビに加入していません。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 20歳代 蜂屋 知らなかった。ケーブルテレビ未加入。 

女性 60歳代 下米田・牧野 ケーブルテレビに加入しているが、あまり見ない。 

男性 40歳代 蜂屋 ケーブルテレビ未加入者にて配信内容がわかっていないため、

重要度等は判断しかねます。 

女性 30歳代 太田 ケーブルテレビ未加入のため。 

男性 60歳代 蜂屋 ケーブルテレビに加入していないので、わかりません。 

男性 60歳代 太田 未加入です。 

男性 50歳代 下米田・牧野 この地域ではケーブルの敷設があまりにも遅かったので待ちき

れず、結局いまだに利用していない。 

男性 60歳代 太田 ケーブルテレビ未加入。 

女性 40歳代 古井 存在を知りませんでした。活用している市民の人がいればよい

と思います。 

男性 50歳代 太田 ケーブルテレビに加入していないため。 

女性 80 歳代以上 古井 知りませんでした。 

男性 70歳代 太田 今後ケーブルテレビにする予定。 

女性 30歳代 加茂野 見たことないです。 

女性 60歳代 古井 ケーブルに加入していない。 

男性 40歳代 太田 ラジオ同様知らなかった。 

男性 30歳代 蜂屋 あまり見ない。 

男性 30歳代 古井 加入していないため。 

男性 50歳代 古井 加入していないので見ていないが、いろいろな行事で活動して

いることは知っている。 

男性 70歳代 太田 加入していない。 

男性 60歳代 古井 ケーブルテレビに加入していないからわからない。 

女性 30歳代 加茂野 ケーブルテレビに入っていない。 

女性 20歳代 加茂野 ケーブルテレビをつなげていない。 

男性 30歳代 古井 視聴したことがない。 

女性 80 歳代以上 太田 わからない。 

男性 60歳代 山之上 見たことがない。 

女性 50歳代 三和 番組がいまいちわからない。どのようなものが放送されるのか。 

男性 70歳代 蜂屋 ケーブルテレビに加入していません。 

男性 70歳代 古井 ケーブルテレビに加入していないため。 

男性 30歳代 古井 見たことがない。 

女性 70歳代 蜂屋 ケーブルテレビに加入していないのでわかりません。 

女性 60歳代 蜂屋 ケーブルテレビを利用していますが、見ることがないので。 

女性 60歳代 古井 日中テレビを見る暇がない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 つい最近加入したばかりなのでまだよく見ていないし、わから

ないが、地元密着は必要かと。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 蜂屋 ケーブルテレビに加入していないので。 

男性 20歳代 三和 美濃加茂チャンネルを見ないから。 

女性 50歳代 古井 知りませんでした。ケーブルテレビはありません。 

男性 60歳代 下米田・牧野 見ていないのでわからない。 

無回答 無回答 無回答 聞いたことがないので。 

男性 70歳代 蜂屋 ケーブルテレビに加入していません。 

男性 60歳代 伊深 ケーブルテレビ加入宅しか見られず。重要なものは書で確認す

るのが主体。 

無回答 無回答 無回答 加入していないから。 

女性 70歳代 古井 ケーブルテレビに加入していない。 

女性 50歳代 下米田・牧野 ケーブルテレビに入っていないからわかりません。 

女性 30歳代 蜂屋 子どもの行事など、ケーブル未加入なので市役所で見ている。 

女性 40歳代 加茂野 ケーブルテレビは利用していない。 

女性 50歳代 古井 加入していないので見られない。 

男性 30歳代 古井 加入していないため。 

男性 60歳代 古井 ごくたまに見る位。 

女性 70歳代 加茂野 ケーブルテレビ、見たことないです。 

女性 60歳代 加茂野 ケーブルテレビに加入していないので。 

女性 60歳代 古井 加入していないので。 

女性 60歳代 蜂屋 加入していない。 

女性 20歳代 加茂野 ケーブルテレビでない人は見られない。 

男性 60歳代 蜂屋 ケーブルテレビに未加入。まだ自前のテレビアンテナで十分見

られる。「ＨＯＴエリアみのかも」を見るために加入できない。 

男性 40歳代 加茂野 ケーブルテレビに加入していない。 

男性 50歳代 太田 見ていない。 

女性 70歳代 古井 ケーブルテレビに加入していないから。 

女性 40歳代 太田 ケーブルテレビが見られません。 

女性 80 歳代以上 古井 ケーブルテレビではないのでわからない。 

男性 70歳代 下米田・牧野 見たことがないのでわからない。 

女性 70歳代 古井 あまり関心がないため。 

男性 60歳代 蜂屋 見ていない。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

女性 70歳代 古井 ケーブルテレビに加入していません。 

男性 30歳代 古井 知らないから。 

男性 60歳代 太田 全然聞いたことがない。 

男性 40歳代 蜂屋 災害時の情報取得の手段としては有効だと思う。実際には見て

いないので評価できない。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 60歳代 加茂野 ケーブルテレビの契約をしていないので、見ていません。 

男性 70歳代 山之上 ケーブルテレビ未加入。テレビはあまり見ない。 

男性 60歳代 太田 見たことがない。 

女性 10歳代 下米田・牧野 見ないため。 

無回答 無回答 無回答 見ていない。 

男性 30歳代 古井 ケーブルテレビに加入していない。 

男性 40歳代 古井 今後もケーブルテレビに加入する考えはない。 

女性 50歳代 古井 ＨＯＴエリアみのかもの件は初めて知りましたので。 

女性 70歳代 古井 ＦＭらら開局は知っていましたが「ＨＯＴエリアみのかも」は

まだ聞いたことがありません。これから聞きたいと思います。 

男性 70歳代 伊深 伊深地区はテレビ愛知が放送されません。できればテレビ愛知

が放送されるように要望します。 
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（３）生涯学習センターの利用        （生涯学習課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 必要に応じたスペース、システムも選べ利用しやすい。 

女性 40歳代 加茂野 以前、ヨガやティラピスに参加して楽しかった。 

女性 70歳代 伊深 市民が参加して、興味のある趣味が楽しめたり勉強できたりし

たら、それはよいことであると思う。 

女性 40歳代 蜂屋 カラダ革命クラブや各種講座や健康講演会で利用させていただ

いていますが、何歳になっても、いろいろな分野の学習をして、

人生を豊かにして人間として成長、成熟していくことはとても

大切なことだと思うから。「学びのとびら」はさまざまな分野を

勉強するきっかけになり、よいと思います。 

男性 30歳代 太田 利用したことはないが、施設として必要。 

女性 30歳代 太田 いろいろなことが学べるのはとてもよい。 

男性 20歳代 加茂野 美濃加茂市の発展のために、大変よいことだと思う。 

女性 70歳代 古井 健康の話講座など利用しています。 

男性 30歳代 蜂屋 年間維持管理費が高額であると感じますが、学習という点で市

がフォローしていく姿はすばらしいと感じます。 

女性 40歳代 古井 コミュニケーションの場に役立って、一人一人が元気の素に感

じることがあればよいと思います。 

女性 50歳代 蜂屋 講座があることを知っていても忙しくて参加できませんが、今

後参加したい。 

女性 30歳代 加茂野 小さい子がいるので、いろいろな教室があってよい。 

男性 30歳代 太田 負担額を考慮しても、今後続けていくメリットはあると思いま

す。 

男性 70歳代 蜂屋 パソコンを学習したことがあり、チャンスがあったら受けたい。 

女性 60歳代 下米田・牧野 私個人が利用していないから。将来的に利用してもよいと思っ

ている。 

男性 60歳代 古井 今後は、市民を前向きにさせる大事な項目。 

女性 60歳代 古井 今は利用する暇がないが、近い未来暇ができるようになるので

外に出て、いろいろな人に会うチャンス。 

女性 30歳代 古井 利用者がいるのなら、よいことだと思う。 

女性 40歳代 古井 一部の利用者にとってはよい事業かもしれません。 

女性 50歳代 古井 高齢者の地域参加に必要。多くの人に参加してもらいたい。 

男性 70歳代 蜂屋 大変大切なことと思いますが、私は利用したことがありません。 

女性 50歳代 下米田・牧野 このような施設はたくさんあってほしいです。今は利用してい

ませんが、将来利用していきたいです。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 下米田・牧野 自分が利用したことがないため、満足度は３ですが、利用者数

を見ると大切な活動に思えます。 

男性 30歳代 古井 利用したことはないが、目的があり年間使用されているのなら

妥当だと思います。 

女性 50歳代 古井 利用したことがないのですが、市民の皆さんのためには、よい

ことだと思う。 

女性 60歳代 太田 特に高齢者の方の生きがいが増えてよい。 

男性 30歳代 古井 利用者一人当たりの負担額を考えると有意義と感じる。 

女性 60歳代 蜂屋 利用しています。ありがとうございます。 

女性 60歳代 蜂屋 市民参加のよいチャンス。安いのもよいことだと思います。 

女性 20歳代 古井 仕事で使っています。助かっています。 

女性 40歳代 太田 いろいろな講座やイベントで利用しています。 

女性 40歳代 太田 フェアがある時位しか行きませんが、フェアの時に無料で体験

するコーナーが多く、子どもが楽しく経験する場があるのはう

れしいです。 

男性 40歳代 蜂屋 学習する場はあった方がよいと思うから。 

女性 60歳代 加茂野 これからも利用して、脳を活性化したい。 

男性 40歳代 古井 自分は利用していないが必要なものだと思う。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 蜂屋 会社員で平日も仕事のため参加できる講座が少ない。利用した

いが、時間帯が合わない。 

男性 30歳代 古井 生涯学習センターの役割を果たすものは必要であるが、市民の

利用率が低いのは明らかであり、特定の人が複数回利用するだ

けのものは必要でない。 

男性 30歳代 太田 市外からの参加者が見込めるようなイベントに対しては、無料

で貸し出すべき。お金を出して借りる時も、センターのスタッ

フは業務的で、顧客満足に対して意識がない。 

男性 60歳代 加茂野 参加料が必要なこと。 

男性 60歳代 古井 生涯学習というよりは趣味クラブになっている感あり。それは

それでよいとも思うが、維持管理費が掛かり過ぎでは。 

女性 50歳代 三和 北部の私たちにとっては、そこまで行くことがまず一番の問題

点ですが。 

女性 40歳代 古井 利用してみたいが、魅力的な講座に欠ける。働いているので、

日時が合わない。 

男性 50歳代 古井 現代の多様な情報入手法がある中で必要でしょうか（箱物の典

型）。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 60歳代 古井 それぞれ希望の講座がなく、望むことは専門の先生につく方が

よいと思う。 

男性 20歳代 古井 特定の方にしか使用されていないように感じます。 

男性 無回答 古井 関わる人にとっては重要。市としての活動として必要と思われ

るが、関わる人の数が少なすぎて無駄な経費の分が多い。 

女性 60歳代 古井 利用する人は限られていると思う。利用したくてもできない人

もいると思う。できない人からすると不公平だと思う。 

男性 30歳代 古井 利用するときもあるが、あまり利用できない。 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 蜂屋 サンサンルームを利用しています。おもちゃがたくさんあり、

すべり台やボールプールなど、子どもが楽しんで遊んでいます。

先生（スタッフ）の数を増やしたり、イベント（絵本、シアタ

ーなど）増やしていただけると、もっと利用できると思います。 

女性 50歳代 古井 夜や土日に講座をしてほしい。 

女性 20歳代 加茂野 夜の時間帯ももっと入れてほしい。 

女性 30歳代 太田 学習の内容の幅（種類）を増やしてほしい。 

女性 30歳代 古井 利用したことはないが、よいと思う。周知活動が必要だと思う。 

女性 30歳代 蜂屋 魅力がある講座がない。働いているので、利用する暇がない。

夜や休日の講座がたくさんあるとよい。 

女性 20歳代 太田 働いているので、昼間の講座ばかりで受講できません。 

女性 70歳代 蜂屋 高齢者が多くなってきているので、いろいろな講座は必要と思

います。気軽に出かけることのできるよう、お願いします。 

女性 70歳代 古井 ＰＲ不足では。 

男性 60歳代 山之上 利用者をさらに増し、負担軽減に。 

女性 70歳代 蜂屋 交通の便が悪いので連絡所等利用できたらよいなと思います。 

男性 50歳代 太田 情報等伝達不足。 

男性 50歳代 太田 自治体を通じて参加しやすいものに。 

男性 50歳代 太田 利用者用の駐車スペースが少なすぎる。 

男性 30歳代 古井 利用料が高い。土日にできる講座が必要。平日昼間は無理。 

男性 20歳代 蜂屋 所在場所が遠いです。駅北にほしい。 

男性 20歳代 蜂屋 さまざまな年代を対象とした社会教育施設となっていってほし

いと思います。 

男性 70歳代 古井 高齢化社会を迎え、ニーズをよく把握し実施されたい。 

女性 70歳代 古井 維持費節減はできないのでしょうか。 

男性 60歳代 古井 高齢化に向けての施策（重要）。事業がマンネリ化（現在）。市

民から事業を要望させてはどうか。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 70歳代 下米田・牧野 センターの使用料を前のように補助してほしい。国民年金だけ

の老人には、センターでの運動が健康保持の唯一の場所だから。 

女性 80 歳代以上 古井 大変有意義なことですが、足がないので。 

女性 30歳代 太田 講座が開かれる時間帯が昼間が多いため、興味があっても参加

できない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 今年度やりたいと思う講座が少ないし、介護を行っているとな

かなか難しい。 

男性 50歳代 下米田・牧野 時間的に利用しづらい。 

女性 10歳代 太田 生涯学習はとても大切なことであると思う。生涯学習センター

で具体的にどのようなことを行っているのか知りたい。 

女性 20歳代 古井 積極的に活用し、利用者が増えると、なおよいと思います。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 50歳代 古井 協働まちづくりとはどのようなものか。身近に感じない。 

男性 40歳代 加茂野 一度も利用したことがない。 

女性 40歳代 古井 行ったことがない。 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 

男性 70歳代 古井 テレビの教育番組や読書を主体。 

男性 60歳代 太田 利用しようと思ったことがない。 

男性 50歳代 加茂野 理念には賛同できるが、具体的な事業がわからず、評価不可。 

女性 40歳代 加茂野 参加できる時間がなかなか持てないから。 

男性 60歳代 太田 利用させていただいております。 

男性 60歳代 太田 今後利用したい。 

女性 40歳代 加茂野 利用していないのでわかりません。 

男性 50歳代 太田 利用したことがありません。 

男性 70歳代 太田 参加する機会がない。 

女性 30歳代 加茂野 何をしているのか知りません。 

男性 50歳代 加茂野 利用したことがない。 

男性 40歳代 太田 参加したことがないのでわからない。 

男性 30歳代 蜂屋 どこにあるか知らない。 

男性 70歳代 太田 参加しないのでコメントしない。 

男性 30歳代 古井 利用したことがない。 

女性 80 歳代以上 太田 外に出ない。わからない。 

女性 70歳代 古井 利用したことがありません。 

女性 30歳代 蜂屋 利用したことがないのでわからない。 

男性 30歳代 古井 どこにあるのかわからない。 

男性 70歳代 古井 利用者が多いとは思うが。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 加茂野 利用したことがないので、満足度についてはわかりません。今

後、機会があれば利用してみたいです。 

男性 20歳代 三和 センターに行かない。 

女性 50歳代 加茂野 生涯学習を利用していないのでわかりません。 

男性 50歳代 古井 生涯学習センターの存在を知らなかった。 

女性 60歳代 加茂野 生涯学習センターを利用しているので。 

女性 20歳代 加茂野 内容を知らない。 

女性 80 歳代以上 古井 年をとっていて参加できない。施設に入所中。 

女性 70歳代 古井 自分にできそうなものに参加したいから。 

男性 60歳代 蜂屋 講座の内容を広報で見ていない。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

男性 20歳代 加茂野 子どものためにはよい施設だと思うが、活動内容等告知がない

のでわからない。 

男性 70歳代 古井 高齢者として利用しています。交流の場として活用しています。 

無回答 無回答 無回答 現在までは利用していない。 

男性 50歳代 古井 老後の充実に必要だが、今のところ利用したことがない。 

男性 30歳代 古井 まだ利用したことがないです。 

女性 40歳代 下米田・牧野 利用者数は多いので、重要に丸をつけようと思いましたが、１

人で複数の講座という人も多いかもしれないので、わからない、

にしました。のべ人数でなく、純粋に利用した人数の方がよい

と思います。 
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（４）市民スポーツ大会の運営      （スポーツ振興課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 健康の維持、増進、人生の楽しみとしてスポーツも、学習、勉

強と同じくらい大切だと思います。より多くの人がスポーツを

楽しめるということは、よいことだと思います。 

男性 30歳代 太田 参加したことはないが、専門係員の増加が評価できる。 

女性 70歳代 古井 地域の人々とコミュニケーションができるのでよい。 

女性 10歳代 太田 市民スポーツ大会に出たことはあまりないが、競技ごとに移管

する団体を変えることで、よりよくなるのであればよいと思う。 

女性 40歳代 古井 市の活性につながるのはよいと思います。 

女性 20歳代 古井 専門団体が運営することでより盛り上がるのであれば、よい試

みだと思います。 

男性 70歳代 蜂屋 高齢者で参加したことがない。スポーツの推進は大いに行って

ほしい。 

女性 20歳代 下米田・牧野 美濃加茂市のスポーツに力を入れている様子は、参加している

のでよくわかります。陸上大会を美濃加茂高校でやれるのもよ

いと思います。 

男性 30歳代 太田 楽しくなるならよいと思います。 

女性 60歳代 太田 それぞれが手法を考えるので活性化するのでは。 

女性 60歳代 加茂野 市民スポーツ大会は市民にとって大事な行事だと思うので。 

女性 20歳代 古井 専門の人がいることで、いざケガ人が出たときに、対応が早く

て助かります。詳しく知っているので頼りにしやすい。 

女性 60歳代 古井 スポーツにはもう興味のない年齢。でもよいことには間違いな

いと思う。 

女性 10歳代 古井 スポーツをすることによって、団結し１つになることができる。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 加茂野 市民スポーツ大会というと、上手な人が出るというイメージが

ある。 

男性 30歳代 古井 移管しなければ手際が悪いこと自体が問題では。 

女性 40歳代 加茂野 スポーツ大会自体と自治会活動との関わりがわからないが、自

治会活動の一環として強制的な参加となるような場合は、本来

の趣旨に反すると思うのでやめてほしい。 

女性 40歳代 太田 何年か駅伝大会を見てきましたが、閉会式までに時間がかかり

すぎる。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 80 歳代以上 古井 老人夫婦二人生活では出席は無理。 

男性 30歳代 蜂屋 体育員への情報の配布が遅すぎる。実際苦労した。 

男性 50歳代 古井 市の大会は参加費を取って各団体に進行させている。団体に完

全移行し、参加費の何割かを払っているのか。大会全体よくな

っているとは思わない。 

女性 30歳代 蜂屋 スポーツ大会など、やりたくない。 

男性 30歳代 古井 体育協会のみの判断で進められており、一般の意見が盛り込ま

れていない。 

女性 50歳代 太田 参加する人が限定されている、もしくは、強制的に参加させら

れているような気がします。 

男性 70歳代 古井 市民運動会等、体育指導員威張りすぎ。 

女性 40歳代 古井 私のまわりでは、スポーツ大会そのもののやり方より、やる必

要があるのか疑問。 

無回答 無回答 無回答 自治会単位の参加が多く、参加人数が集まらず不参加のため満

足度評価は３です。 

男性 60歳代 蜂屋 いつまでも市が主体で行うべきではない。どんどん各種目団体

へ移管すべき。 

女性 60歳代 山之上 年齢的にあまり必要でない。 

男性 30歳代 太田 参加人数が減少。 

男性 50歳代 蜂屋 無理やりに参加させられるから（本人の了承もなく）。 

 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 蜂屋 テニスなど、機会があれば参加してみたいです。子どもが小さ

いので、託児所などがあれば、20代 30代の参加も増えるのでは

と思います。 

男性 20歳代 加茂野 大規模に市をあげてのまちごとの運動会がやってみたい。 

男性 30歳代 蜂屋 安全、品質のためにも、移管することに賛成です。 

女性 20歳代 太田 市民の負担軽減（進行における）。 

女性 60歳代 下米田・牧野 各種目団体の総括窓口が必要だと思う。 

女性 30歳代 加茂野 スポーツ大会、参加しています。ルールや審判の講習があると

さらにうれしいです。 

男性 40歳代 下米田・牧野 各地区でのスポーツを増やしたらよいのでは。 

男性 60歳代 古井 参加者が限られている。老若男女問わず、参加できるものはな

いのか。 

女性 60歳代 古井 参加したことがないのでわからないが、その道のプロに参加し

てもらった方が内容や効率もよくなる。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

無回答 60歳代 古井 年寄りがゆったりとできるものを取り入れて、長続きするもの

を、お金をかけずにできるように。 

男性 20歳代 蜂屋 規模の大きい屋内運動場を蜂屋につくってほしい。 

男性 70歳代 古井 移管の方向はよいが、参加する人が固定化し、広く一般に及ば

なくなる心配あり、市としてもっと関心を示すよう実施された

い。 

男性 70歳代 太田 他のスポーツ選手（名手）指導を青少年に行うとよいと思う。 

男性 無回答 古井 現在は多様化しており、カルチャーや施設も多くありよいと思

うが、利用する人はよいが利用しない人にとってはどうか。 
    

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 加茂野 何を言っているのかよくわからない。 

女性 50歳代 古井 どのように参加してよいかわからない。 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 

男性 70歳代 古井 参加したことがなく、わからない。 

男性 60歳代 太田 具体的にわかっていない（私の勉強不足）。 

男性 50歳代 加茂野 大会への参加しやすさが見えておらず、評価不可。 

女性 60歳代 下米田・牧野 専門家にまかせましょう。 

男性 40歳代 蜂屋 参加できておらず。 

女性 30歳代 太田 まず、可児市と仲良くやってほしい。 

女性 30歳代 蜂屋 知らなかった。 

男性 30歳代 古井 参加する機会がないため。 

男性 70歳代 太田 参加しないのでコメントしない。 

女性 20歳代 加茂野 参加していない。 

女性 40歳代 加茂野 スポーツはしない。興味がないためわからない。 

女性 80 歳代以上 太田 わからない。 

女性 70歳代 蜂屋 関心がなかったのでわかりません。 

男性 50歳代 太田 情報不足。 

女性 40歳代 下米田・牧野 スポーツに興味がないので。 

男性 20歳代 三和 スポーツをやらない。 

男性 50歳代 古井 スポーツ大会に参加することがないので、点数評価できない。 

男性 50歳代 太田 参加の機会がないためわからない。 

女性 80 歳代以上 太田 スポーツいろいろやっていました。今やめています。 

男性 30歳代 古井 参加したことがないため。 

女性 50歳代 古井 申し訳ありませんが、参加したことがないので。 

男性 30歳代 古井 移管について知らない。 

女性 70歳代 古井 年齢の関係上、スポーツにあまり関心がない。すみません。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 加茂野 知らない。 

男性 50歳代 太田 参加していない。 

女性 40歳代 太田 あまり機会がないので、実感がありませんでした。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

男性 30歳代 古井 一度も参加したことがない。 

男性 40歳代 蜂屋 問題点がわからない。 

女性 60歳代 加茂野 体育向上によいと思います。満足度は、スポーツをしていない

のでわかりません。 

女性 60歳代 古井 参加したことがないからわからない。参加したいと思わない。 

無回答 無回答 無回答 関心がない。 

男性 50歳代 古井 実際に参加している人数はどれくらいいるのかわからない。 
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（５）前平野球場の利用      （スポーツ振興課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 加茂野 子どもが野球をしていたので、とても利用させてもらった。 

女性 40歳代 蜂屋 広いグラウンドを整備して、誰もが野球やレクリエーション、

スポーツを楽しめることは、大切なことだと思うから。 

女性 20歳代 太田 前平公園は広いので、いろいろ利用するのはよいことだと思

う。 

男性 20歳代 加茂野 自分自身も利用し、大変満足。 

女性 70歳代 古井 子どもや大人、老人まで使用できてよい。 

男性 30歳代 蜂屋 市で行うべき内容だと思います。これからも利用していってく

ださい。みんな賛成すると思います。 

女性 40歳代 加茂野 どんどん利用してもらったらよいと思います。 

女性 40歳代 古井 市の活性につながるのはよいと思います。 

女性 60歳代 古井 公園を散歩していて人のスポーツを見ることは楽しい。 

女性 20歳代 古井 前平野球場、公園、プールは、美濃加茂市を代表する行楽スポ

ットなので、もっと活用し利用者が増えるとよい。 

男性 40歳代 加茂野 一部の競技に偏重した使用方法ではなく、多様な使用に改善さ

れているのは評価できる。小学校のグラウンドも野球偏重を改

めるよう市として積極的に推進されたい。 

男性 30歳代 太田 少年野球など昔よく利用していたので、今の子どもたちにも使

用してほしい希望も含めて維持してほしいです。 

男性 70歳代 古井 安心して行ける自然豊かな環境が気に入っています。 

女性 40歳代 古井 いろいろなスポーツや参加者がいるのはよいことです。 

男性 70歳代 蜂屋 皆が利用できる施設です。高校野球も開かれるとよいですね。 

無回答 無回答 無回答 スポ少の駅伝に参加した際、完走後の子どもたちの笑顔や他校

の親さんとのふれあいがあり、親子ともに楽しませていただい

たから。 

男性 30歳代 古井 利用はしていないが、必要な場所だと思う。 

女性 60歳代 太田 多くの人に利用してもらうことがよい。 

女性 60歳代 蜂屋 若いころは利用していました。たくさんの人に利用してもらえ

るとよいと思います。 

男性 60歳代 加茂野 広いグラウンドだから大いに利用されたい。 

女性 60歳代 加茂野 スポーツ振興は市民にとって大切なことなので。 

女性 60歳代 古井 スポーツにはもう興味のない年齢。でもよいことには間違いな

いと思う。 

男性 40歳代 蜂屋 公園等もあり、必要なことだと思う。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 20歳代 加茂野 大きな施設があることには満足。ないよりはあった方がよいし、

ある程度の規模ならそれなりの維持費も仕方ない。 

女性 60歳代 古井 割と利用しやすいと思う。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 蜂屋 利用しない。必要ない。 

男性 50歳代 古井 立地上すべて中途半端な施設。 

女性 40歳代 蜂屋 野球以外聞いたことがない。 

女性 60歳代 古井 利用者の割に経費がかかっている。 

男性 50歳代 太田 決まった人間しか使用していない、できない。 

男性 70歳代 古井 野球場など現在求められている規格になっているのか。 

男性 60歳代 蜂屋 他に、駐車場や適当な広場（施設）がないだけで、仕方がない

から前平野球場を使っている。市は、他の種目の充実度に比べ、

野球場が多すぎる。総合、と言っても、野球場とテニスだけ。 

男性 50歳代 下米田・牧野 遠い。 

女性 50歳代 下米田・牧野 高校野球の大会に使われていないのでは。 

女性 60歳代 古井 スポーツなどできない者には税金の無駄づかい。 

男性 70歳代 古井 高齢者も参加できるものがあるのか。 

男性 50歳代 古井 利用者数が少ないのでは。 

 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 野球場及び公園等も大変貴重と感じます。ただ、駐車場がもう

少しあれば、と思います。 

男性 40歳代 加茂野 前平公園には何度か行って芝生の上で思い切り体を動かして楽

しめてよかった。駐車場が一杯になってしまう時があるのと、

トイレが汚れていたり、バーベキューをしている人たち（お酒

を飲んでいる人）が気になった。 

女性 30歳代 蜂屋 草野球で主人が利用しています。子どもを連れて、時々応援に

行きますが、観覧席（ベンチ）のペンキがはがれてきていて、

少々汚いのが残念です。塗り直しや清掃をしていただきたいで

す。公園の遊具等の補修も同じくです。 

女性 70歳代 伊深 せっかくつくったものだから、有効利用すべき。 

男性 40歳代 蜂屋 前平公園のプールは、小学生以下の利用ができなかったので、

改善されてほしい。 

男性 60歳代 無回答 前平公園に市を代表する競技場をつくってほしい。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 古井 市民が「健康であることが大事である」と意識し、誰もが運動

する場所を提供するためにも、より多くのお金と人と時間を割

くべき。 

男性 30歳代 加茂野 外野を芝にして、高校野球大会でも使えるようにしてほしい。

項目№１や№２より、よっぽど重要と思います（前平公園の整

備）。 

男性 60歳代 太田 駐車スペースをもう少し確保していただけると、利便性が向上

して皆さんに喜んでいただけると思います。 

男性 40歳代 加茂野 高校野球ができるように改築する必要がある。観客席の件等。 

女性 30歳代 太田 どんどん活用して、スポーツ振興に役立ててほしい。そして施

設に投資し、もっともっとよい循環をさせてほしい。 

男性 60歳代 蜂屋 スポーツ振興に限らず、大きなイベント（野外コンサートなど）

にも利用してもよいのでは。 

女性 10歳代 太田 広くて使いやすい。観客が見ることができる場所がもう少し多

くあると嬉しい。 

男性 60歳代 太田 多目的グラウンド、広場を整備した方がよい。 

男性 50歳代 太田 ドッグランをつくってほしい。 

女性 20歳代 太田 使用頻度を高める工夫をすべき。 

女性 70歳代 蜂屋 もっと他のことはできないでしょうか。スポーツ以外。 

男性 70歳代 蜂屋 駐車場が足りない。トイレも水洗化するべき。 

女性 60歳代 下米田・牧野 野球以外で使用してもらい、使用料が入ればよいと思う。 

男性 70歳代 古井 もっと大きい施設の新設が必要（近隣市町村のほとんどがあり

ます）。 

男性 60歳代 古井 野球場を関市民球場並に。陸上競技場、サッカー場の新設。 

男性 70歳代 古井 子どもと遊べる芝生広場等の整備。サッカー場の整備（芝グラ

ウンド）。全体にグレードアップが必要。全体の満足度はわから

ない。 

男性 40歳代 下米田・牧野 各地区ごとに前平野球場を開放したら、各地区自治会の交流が

多くなると思う。 

女性 70歳代 蜂屋 利用すればするだけ経費がかかるのか次第です。 

男性 60歳代 古井 利用者（団体）が限定されている。利用料を値上げし、市民の

税負担（間接）を軽減すべき。 

女性 40歳代 加茂野 トイレがもう少しきれいだとよいですね。 

男性 30歳代 古井 施設の老朽化の改善。 

男性 20歳代 古井 前平球場を大きくし、せめて高校野球の大会ができるようにし

てほしい。 

女性 30歳代 古井 せっかくある設備は有効利用すべき。 

男性 40歳代 蜂屋 もっと利用されてもよいと思う。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 50歳代 三和 野球場は芝生のきちんとした野球場にして、集客できる重要な

大会に利用できる所にしてほしいと思います（関市民に取られ

てしまっています）。 

男性 50歳代 古井 野球場の整備よりも、市内の各公園の整備をもっと行ってもら

いたい。 

男性 50歳代 太田 前平においてスポーツ以外の催しものを行ってほしい（Ｂ級グ

ルメ祭りなど）。 

女性 20歳代 下米田・牧野 駅伝のゴールになる等、グラウンドがあるお陰で助かっていま

す。しかし遊具のサビが気になります。幼い子が遊ぶものなの

で、種類の見直しも重要。 

男性 30歳代 古井 前平野球場に限ったことではないが、メンテナンスが悪い。利

用してはじめてよくなる（整地等）と思うので、もっと利用率

を高める工夫を。 

男性 20歳代 蜂屋 公式、高校野球選抜ができるようにしてほしい。 

男性 20歳代 蜂屋 さらに利用者を増やしていけるよう、企画を立てていってほし

いと思います。 

女性 20歳代 古井 便利ですが、入りづらいのと、落書きなどゴミや汚れが目立つ

ので、足が遠のきます。 

女性 40歳代 太田 よく利用する公園の一つですが、野球等されていると、駐車場

にとめられないこともあり、困ります。 

男性 30歳代 太田 トイレの老朽化。 

男性 70歳代 古井 市には、外野が芝の球場が１つもなく、正規の球場として整備

を期待する。軟式野球の参加状況は、県でナンバー１だと思い

ます。 

男性 60歳代 古井 各種スポーツも大いに利用すべき。 

男性 70歳代 古井 古くなったので整備が必要。可児市は運動公園が多いから。 

無回答 無回答 無回答 イベント等による市の活性化を望む。 

男性 70歳代 太田 高齢者の健康増進に温水プールが有効。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 

男性 70歳代 古井 最近は参加していない。 

男性 40歳代 太田 不参加のため。 

女性 40歳代 加茂野 利用していないので不明。 

女性 80 歳代以上 古井 体育のできる体ではなく行けない。 

女性 30歳代 蜂屋 どのように利用されているのか知りません。もっとわかりやす

く。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 加茂野 利用したことないです。 

女性 20歳代 加茂野 参加していない。 

女性 40歳代 加茂野 スポーツはしない。興味がないためわからない。 

女性 60歳代 三和 自分が参加経験がない。 

女性 80 歳代以上 太田 行っていない。 

女性 50歳代 三和 何の大会があるのかわからない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 スポーツに興味がないので。 

男性 20歳代 三和 スポーツをやらない。 

女性 30歳代 蜂屋 野球場は利用しない。 

女性 60歳代 蜂屋 関係者がいない。 

女性 20歳代 加茂野 使ったことがない。 

男性 30歳代 古井 最近利用していない。 

女性 40歳代 太田 野球場を利用する機会がありません。 

女性 60歳代 山之上 年齢的にあまり必要でない。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

男性 30歳代 古井 使用したことがない。 

男性 無回答 古井 このようなものでしょう。 

男性 30歳代 古井 利用する機会がない。 

男性 70歳代 下米田・牧野 利用したことがないので。 
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（６）ブランド開発         （産業振興課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 加茂野 市民である私も知らない（チョコレートは）。蜂屋柿は、とても

美味しく誇れる一品です。 

女性 70歳代 伊深 よいこと。 

男性 60歳代 太田 市民参加型、よいと思います。 

女性 30歳代 太田 取り組みは絶対必要だと思う。長年かけてつくり上げていくつ

もりで、続けていくべきだと思う。 

男性 60歳代 蜂屋 ブランド開発は大切だと思います。「○○は美濃加茂市」と言わ

れるものを。 

男性 30歳代 蜂屋 美濃加茂市＝チョコレートがあまりイメージできません。でも

コストはそんなにかかっていないようなので、今後もトライし

てみたらよいのではないかなと感じます。 

女性 10歳代 太田 蜂屋柿は他の市や県だと意外と知られていない。美濃加茂市の

特産品を多く広く知ってもらいたい。そのためのブランド開発

ならよいと思う。 

女性 40歳代 古井 ＰＲ大切ですね。 

女性 80 歳代以上 古井 美濃加茂の特産品の蜂屋柿が、茶道家の贈答品に選ばれてよい

なと思います。 

男性 40歳代 加茂野 堂上蜂屋柿こそ美濃加茂市の宝。もっと生産し、ＰＲし、日本

のブランドとしてほしい。 

女性 20歳代 加茂野 おいしいです。 

男性 30歳代 古井 市のＰＲは重要だと考えます。 

女性 70歳代 太田 よいことだと思います。 

女性 80 歳代以上 太田 よいことです。がんばってください。 

女性 70歳代 古井 特産物をお土産品にするなんて、素敵ですね。私も若かったら、

参加したいのですが。おおいにがんばって、「みのかもブランド」

をつくってください。 

男性 20歳代 古井 まちづくり活性化のため、ブランドの立ち上げは重要だと思わ

れます。 

男性 20歳代 加茂野 ブランド品をつくることはよいことだと思います。 

女性 10歳代 古井 チョコは皆大好きだから、食べてみたいです。 

男性 30歳代 古井 お土産品は重要だと思う。 
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【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 太田 クランキーチョコなど、美濃加茂と関係ないと思う。 

女性 30歳代 蜂屋 蜂屋柿は、ドモホルンリンクルに入っていますね。びっくりし

ましたし、地元のＰＲになると思いました。市に住んでおきな

がら、一度も食べたことがないので、おいしさをＰＲすること

ができないです。クランチチョコレート、ありきたりです。デ

ィズニーランドのアレを思い出します。パッケージでディズニ

ーの勝ちです。 

男性 30歳代 古井 左記の効果はありましたか。そもそも美濃加茂市を美濃加茂市

内でＰＲすることに意味はなく、東京駅や大阪駅に広告を出さ

なければ意味はない。また、美濃加茂市に人を呼び込めるだけ

の観光資源はない。 

女性 50歳代 古井 なぜクランチチョコレートなのか。 

女性 60歳代 加茂野 なぜチョコレートなのでしょう。 

男性 50歳代 下米田・牧野 よほどの「本物」を桁外れのＰＲをしないとブランド化はむず

かしいと思う。 

女性 30歳代 蜂屋 知らなかった。お菓子はありがちである。 

女性 30歳代 蜂屋 美濃加茂市独自のものではない。 

男性 60歳代 蜂屋 若い人で技術の伝承がみられない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 補助金について不満。必要なし。 

女性 40歳代 下米田・牧野 市民ですら高嶺のものなので、考えたこともなかった。 

男性 30歳代 古井 市民だが知らなかった。市民が知らないものが、全国に知れる

わけがない。 

女性 60歳代 加茂野 補助金がなくてもよいのでは。 

女性 50歳代 太田 チョコレートですか。中高年は手土産を持っていくのも土産を

買うにもチョコは買わない。若い人向きですか。 

男性 40歳代 蜂屋 ＰＲには必要だと思うが、地元にすら周知されていないと思う。 

男性 40歳代 古井 お金を使い過ぎではないか。お金を使う名目にしていませんか。

補助金なしで取り組むべき。 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 50歳代 太田 もっと美濃加茂市らしいものの方がよいのでは（チョコレート

ではない方がよいのでは）。 

女性 40歳代 太田 試食で食べました。普通においしいです。美濃加茂といえばこ

れが名産と言えるものが少ないので、ブランド開発をどんどん

した方がよいです。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 古井 美濃加茂市のＰＲに繋がるのは嬉しいですが、誰でも食べられ

るものをつくったので、ちょっと食べにくくてもよいので、美

濃加茂市らしいものをつくると、ありふれたものではなくなる

と思います。チョコレートはどこにでもある。枝豆などはどう

か。 

男性 40歳代 下米田・牧野 クランチチョコレートと美濃加茂の結びつきがよくわからな

い。どこにでもあるお土産品の気がする。つくってしまってか

らではなにも言えないが、必ず人の目に止まるような場所に置

くべきだと思う。 

男性 20歳代 蜂屋 市の知名度を上げる必要がない。市民参加ではなく、企業参加

型で商品を売れるようにしていけばよい。 

男性 60歳代 蜂屋 市民にもっとＰＲするべきだ。 

女性 50歳代 下米田・牧野 美濃加茂特産ではなく、箱だけがそうでは不満です。中身をも

っと考えて。 

男性 70歳代 古井 考えとしては賛成であるが、蜂屋柿は、蜂屋町以外にも多く広

めて、市内各所の庭でも育てるようにされたい。そして、もっ

と安く手にできるよう工夫が大事と思う。 

男性 60歳代 古井 蜂屋地区以外にも、最近、素人の干柿づくりが盛んになってい

る。身近な蜂屋柿になるとよい。プロ（干柿名人）による干柿

づくり研修事業はどうか。 

男性 70歳代 古井 イベントを企画され実行されていることを知らなかった。市民

にＰＲしてください。 

男性 無回答 古井 鳴かず飛ばずのチョコは無駄。蜂屋柿のほうがブランドとして

高名で実績がある。これをもっと売り込む方法として、一般菓

子に置き換えられたらよい。 

女性 20歳代 古井 ブランドにしなくても、そのまま昔のままでよい。 

女性 40歳代 古井 蜂屋柿フィナンシェは美味しくお土産で喜ばれています。クラ

ンチチョコは中身がどこにでもあるチョコのような気がしま

す。 

男性 50歳代 古井 蜂屋柿は生産体制の充実を。チョコレートは市民もまだ知らな

い。もっと予算と知恵を出してください。 

女性 20歳代 古井 つくるのなら、もっとおいしいものをつくってほしい。 

女性 40歳代 古井 蜂屋柿のフィナンシェはとてもお土産に喜ばれています。しか

し、クランチの方は普通すぎるし、チョコと抹茶で見た目もあ

まりよくない。もっとＰＲできるものを他にもつくってほしい。 

男性 30歳代 古井 特産品を開発生産して、雇用に繋げてほしい。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 60歳代 加茂野 知りません。 

女性 40歳代 蜂屋 特売品の開発は大切だと思いますが、中山道クランチチョコレ

ートは、まだ食べたことがないし、美濃加茂市のアピールに役

立っているかどうかわからないので。 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 

男性 30歳代 加茂野 知りませんでした。 

女性 70歳代 古井 知らない。 

女性 30歳代 古井 クランチチョコを見たことがない。 

男性 50歳代 太田 クランチチョコを知りません。 

男性 50歳代 古井 情報が伝わってこないため。 

男性 30歳代 蜂屋 知らなかった。 

女性 40歳代 加茂野 どこで購入できるのか知りたいです。 

男性 20歳代 三和 チョコの開発を知らなかったです。 

女性 20歳代 加茂野 知らなかった。 

女性 40歳代 山之上 イベントに参加しました。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

男性 70歳代 下米田・牧野 興味がない。 

男性 60歳代 加茂野 知りません。 
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（７）企業誘致          （都市計画課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 工業団地の保有は大事と思われます。 

女性 20歳代 蜂屋 美濃加茂市が活性化するのでよい。 

女性 40歳代 加茂野 まちを豊かにする意味ではとても重要。雇用の面でも大いに評

価します。 

女性 30歳代 蜂屋 若者の就職率アップのためにも、ぜひ取り組んでください。地

元出身の若者優先で、雇用していただけるのですか。 

女性 70歳代 伊深 ソニーが去った後、就業率も含め大企業の誘致はすばらしいし、

市の活性化につながる。 

女性 50歳代 古井 もっと誘致して美濃加茂を発展させてほしい。 

女性 40歳代 蜂屋 やはり優良企業の誘致が決まり、雇用が促進され、経済効果も

大きく、より市が活性化していくことにつながっていくと思う

から。 

女性 20歳代 太田 ソニーの工場が無くなってしまい、活気が失われたように思う

のでやや満足。 

男性 70歳代 古井 市民の職場確保の点で評価できる。 

男性 30歳代 太田 周辺市町村よりも誘致がうまくいっていると思います。 

男性 60歳代 太田 市が負担した事業費が妥当かどうかはわかりませんが（もう少

し少ないとよいと思う）、将来の市の体力が健康であるためには

重要で必要なことと思います。 

女性 30歳代 太田 雇用も増えてとてもよい。 

女性 40歳代 加茂野 雇用の増加につながるとよい。交通の便がよく、地盤もよい。

更に活断層から離れているのでＢＣＰの観点より誘致をもっと

積極的に。 

女性 30歳代 太田 すばらしくがんばってくださっていると思います。さらにＰＲ

活動、よろしくお願いします。 

女性 70歳代 古井 よいことです。 

男性 30歳代 蜂屋 市の発展のためにも推進していくべき内容だと思います。でも、

環境面で心配が残ります。 

女性 10歳代 太田 工業で美濃加茂市が発展すればよいなと思う。 

男性 60歳代 太田 市の発展のため、よい。 

女性 40歳代 加茂野 地域の活性化、雇用の促進のためがんばってください。 

女性 40歳代 古井 事業費は高く、それに見合う結果は必要です。企業誘致は必要

なことだと思います。 

女性 80 歳代以上 古井 企業誘致は若い人には働くところが近くにできよいと思います。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 加茂野 大手企業が入ってよいと思う。 

女性 20歳代 古井 経済活性化、雇用創出、税収の増加などの観点から、優良企業

の誘致は非常に重要。ソニーが撤退しましたが、新たにミツカ

ン等の工場ができるというニュースは、市民にとって嬉しいも

のでした。 

男性 40歳代 加茂野 美濃加茂市の立地条件は、全国でもトップクラス。税収確保、

雇用確保の観点から積極的に推進されたい。まだまだよい場所

があるはず。他市との競争、負けるな美濃加茂。 

女性 20歳代 加茂野 就職先に考えたい。 

女性 60歳代 太田 大手企業が誘致されれば、税収になるから。 

女性 20歳代 加茂野 騒音や治安の悪化等がなければ、とてもよいことだと思う。 

女性 70歳代 古井 企業誘致、成功祈っています。 

女性 80 歳代以上 太田 よいことです。 

男性 30歳代 太田 市民税にも影響することだから、市の活性化にも貢献してほし

いので進めてほしい。 

女性 60歳代 下米田・牧野 皆様の努力によるものと思う。今後に期待。 

女性 30歳代 加茂野 ソニーのこともあり、企業が入ってくれれば、いろいろな事業

（飲食業など）もうるおうのでは。 

男性 20歳代 下米田・牧野 数十年先まで安定した多くの雇用を生み出してくれるような優

良企業が根付くことに期待（可児のＫＹＢ、大王製紙のような）。 

男性 30歳代 古井 市の歳入を考えると、企業誘致は最優先課題。全力でお願いし

ます。 

男性 20歳代 古井 工場を増やして、たくさんの人が働けるようにするとよい。 

女性 30歳代 古井 雇用面で働き口が増えるのはよいことだと思う。 

男性 20歳代 三和 ハローワークに仕事があり、求人があるのはよいと思います。 

女性 50歳代 加茂野 雇用があればよいことだと思う。 

男性 50歳代 古井 正規雇用が見込まれる企業が進出してくれることが望まれま

す。 

男性 60歳代 伊深 全区画誘致完了し、税収アップになれば幸いです。 

女性 50歳代 下米田・牧野 将来の雇用のためにもがんばってください。 

女性 40歳代 加茂野 雇用も増えるとよい（元ソニー勤務の方とか）。 

女性 50歳代 古井 よいことだと思います。 

女性 60歳代 太田 正社員は少ないかもしれないが、雇用がどんどん増えた方がよ

い。 

女性 70歳代 古井 優良企業誘致大賛成です。 

女性 60歳代 加茂野 美濃加茂市に企業を誘致することは大切なことなので。 

女性 50歳代 加茂野 今後の美濃加茂市のために、ぜひ進めてもらいたい。 

女性 60歳代 蜂屋 地元に就職口があることは大変よい。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 太田 働く場所が増えるのはうれしいです。子育てしながら働きやす

い就労時間等の条件が加わるとさらにうれしいです。 

女性 70歳代 古井 工場誘致は大事なことと思う。働くところを多くつくるべき。 

女性 50歳代 下米田・牧野 税収が増えてくれればうれしい。 

男性 60歳代 加茂野 企業誘致は必要。 

男性 40歳代 蜂屋 ソニーなどの撤退から税収が落ちるのをくいとめる意味でも重

要。 

女性 60歳代 加茂野 働く場所を誘致することは大切だと思います。優良企業の誘致

をこれからも目指してほしい。 

男性 60歳代 古井 市の将来の基盤で大いに進めるべき。今日の市も、今までの企

業誘致の功績から発展してきている。 

男性 20歳代 加茂野 市民の雇用につながってこそ意味がある。でも大企業を誘致で

きたことには満足です。 

男性 無回答 古井 活気づくためのよい方法であり、進んで行うとよい。 

男性 30歳代 古井 有名企業は注目されるから。 

男性 50歳代 古井 順調ですばらしい。引き続きがんばってください。 

男性 70歳代 下米田・牧野 とてもよいことだと思います。 

男性 30歳代 古井 他企業にも、誘致を今後も進めてほしい。現在休職中の身でも

あるため。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 蜂屋 結局工場なので法人税は増えるかもしれないが、工員ならば派

遣でよいので雇用の安定には繋がっていない。 

男性 50歳代 古井 前平近辺の交通渋滞がもっと深刻になると思う。 

男性 70歳代 古井 どの程度のメリットがあるか地元雇用不明。 

女性 40歳代 古井 半田市の知人が、ミツカン工場の近辺が「臭い」と言っていま

した。においが心配です。 

男性 70歳代 蜂屋 工場誘致でどれ程市は財政的によいのかわからない。富士通な

どの例で結果どうだったのか。 

男性 30歳代 古井 企業誘致の費用的効果が広報できていないのでは。 

女性 40歳代 太田 山や緑がなくなり、とても残念に思います。 

女性 60歳代 古井 誘致も結果論（ソニー）だと思う。 

女性 20歳代 古井 道がすごく混むから、工業団地は止めてほしい。 
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【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 50歳代 加茂野 各地に工業団地の誘致が行われているが、エネルギーを製造す

る業種の誘致を行い、地元のエネルギー提供へ優先していただ

き、企業に対しては税制面で優遇を行う。 

男性 20歳代 蜂屋 お金がかかっているので、早く企業を決めていただき、意味の

あるものにしていただきたい。 

男性 60歳代 蜂屋 投入資金の大きさから考えても誘致は実現されなければならな

い。 

男性 50歳代 下米田・牧野 周辺にはテレビで取り上げられるいたれりつくせりの自治体が

あり、やり手の担当者が必要なのでは。 

男性 40歳代 古井 地元の雇用を期待できるような企業誘致を進めていただきた

い。 

男性 30歳代 蜂屋 増やすのがよいが、その分土地や家の税金を減らしてほしい。 

男性 70歳代 太田 交通の便、災害に強い土地をもっとアピールすべし。 

女性 30歳代 蜂屋 よいと思うが、近くに住んでいるので、空気汚染、におい等に

配慮してほしい。 

男性 60歳代 古井 簡単に撤退しないような法人を選んでほしい。 

男性 70歳代 蜂屋 朝夕の通勤特に道路が混雑するので、道路を改良してほしい。 

男性 40歳代 下米田・牧野 地元就職できる企業を決めてほしい。工場撤退にならないよう

な企業。 

女性 70歳代 蜂屋 早急に誘致してほしいです。 

男性 50歳代 太田 もっと地元採用の企業誘致を。 

女性 60歳代 蜂屋 環境にやさしい企業がよいと思います。市民と交流できるよう

なことがあれば。モンテールのような。ミツカンも見学できた

らよいと思います。 

男性 60歳代 古井 投資効果をきちんと市民に説明すべき。誘致企業の進出で、市

民の雇用及び事業費収入等により効果がどれ程あるのか、負担

事業費が何年で回収できるのか等。 

女性 60歳代 古井 市の発展を考えれば理解できるが、環境破壊が心配。昭和村が

つくられていた時もずいぶん動物が追い出されて、道路で車に

はねられていた。 

無回答 60歳代 古井 美濃加茂市内の人をどの程度採用するのか。全員または 80パー

セント以上ならよいが優先的に採用していただきたい。 

男性 50歳代 太田 市民が職につけるように。 

女性 40歳代 古井 どんどん優良企業に来ていただき、雇用を増やしてください。 

男性 50歳代 太田 堅実な企業（特に食品関係）をさらに誘致してほしい。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 60歳代 加茂野 日本人をたくさん使ってほしい。失業者が日本人に多いから。 

男性 60歳代 蜂屋 今のところ成功のようだが、日立やソニー、富士通の例のごと

く、長期でみれば、いつ企業が倒産や撤退があるかもわからな

いから、常に世界を見ていかなければならない。 

男性 30歳代 古井 市内の被雇用者を増やすこと。 

男性 20歳代 蜂屋 転職を考えているので早々に募集要項等をお知らせしてほし

い。 

男性 20歳代 蜂屋 失業者の雇用や新卒者の地元就職にも、より力を入れていって

ほしいと思います。 

女性 20歳代 古井 美濃加茂市の環境が守られることが大前提です。全国でも住み

やすいまちランキングで常に上位にあるのは、おいしい空気と

治安のよさにあると思います。 

女性 60歳代 加茂野 大手の企業にどんどん来てもらって税金を落としてもらって、

一般の人からの税金を少なくしてほしいと思います。 

男性 70歳代 古井 誘致企業について、１つの方向性（例えば、精密機械、食品関

係、電機関係など）をもって、○○関係の工業団地と言えるよ

うな工夫が大事と思う。 

男性 20歳代 古井 今後も食品等の企業誘致が有効ではないかと思います。例えば、

長期持続していけるもの、もやし加工工場等。 

女性 70歳代 古井 早期完売を。 

男性 70歳代 山之上 事業費をたくさん使ったので、早く埋まるとよいですね。 

男性 70歳代 古井 市の負担金は回収できるものか。また、優良企業の誘致により

雇用が増加することに期待する。 

女性 30歳代 加茂野 雇用も推進してほしいです。 

男性 40歳代 加茂野 ほんとうに「優良企業」であってほしい。 

男性 40歳代 古井 元ソニー従業員を助けてあげてください（特に外国人）。 

女性 50歳代 三和 やはり関市などと比べると企業が少なく、もっともっと増やし

ていって、働く場所をつくってほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 古井 市内に働く場所がなければ、市民も行政も幸せにはなれない。 

女性 60歳代 古井 空き地のままでは心が痛む。 

女性 70歳代 蜂屋 車が増えたので、信号機を増やしていただきたい。 

女性 80 歳代以上 太田 わかりません。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

男性 40歳代 古井 重要なことと思いますが、事業費が適切かどうか判断できませ

ん。 
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（８）こころの体温計の利用          （健康課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 加茂野 最近、心身症の方の話（多いという）を聞きます。周知されて

いるのか疑問ですが、大事なことと思う。 

女性 40歳代 蜂屋 20 人に１人がうつ病、５人に１人が一生のうちでうつ病にかか

る時期があり、年間３万人が自殺する現在の日本において、メ

ンタル面でのサポートは重要課題だと思うから。心身ともに健

康であれば、多少の無理も効いて、困難を乗り越えて行けると

思うから。 

女性 30歳代 太田 実際にアクセスがあってよいのでは。 

女性 60歳代 下米田・牧野 相談できてよい。 

女性 30歳代 太田 利用したことはないけれど、とても大事な取り組みだと思う。 

男性 60歳代 太田 今後利用数が増加すると思う。 

女性 70歳代 古井 よいことです。 

女性 10歳代 太田 利用したことはないが、負担額が少なく手軽にメンタルチェッ

クができるなら、利用してみたいと感じた。 

女性 20歳代 加茂野 利用したい。 

男性 30歳代 古井 主婦など、健康診断を受けられない人にとって、手軽に相談で

きるのはよい。 

女性 80 歳代以上 太田 よいと思います。 

男性 60歳代 古井 アクセスをしたことはないが、よいシステムと思う。 

女性 40歳代 古井 知りませんでしたが、よい取り組みなのでは。 

無回答 無回答 無回答 これから利用させていただきます。 

女性 20歳代 下米田・牧野 利用したことはないが、さまざまな形で悩みを抱える人たちの

力になれるシステムがあるのは大切なことだと思います。 

女性 70歳代 古井 心の相談は生活上重要だと思います。利用したことがありませ

んので、よくわかりません。 

女性 60歳代 加茂野 健康について意識が高まると思います。 

男性 30歳代 古井 一度アクセスしたがわかりやすかった。もっと知られるとよい。 

男性 30歳代 古井 以前チラシからリンクして利用させていただきました。辛かっ

た時なので、自己現状認識が改めてできた。 

男性 40歳代 古井 自分は利用したことはないが、導入費も少額でよいものと思い

ます。 

女性 60歳代 古井 ひとり住まい、または老夫婦の高齢者が多いから。 
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【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 蜂屋 ほとんど利用者がいない。 

女性 30歳代 蜂屋 利用していません（知ってはいました）。 

女性 70歳代 伊深 スマートフォンを使う人にみあっているか。高齢者のメンタル

部分へ介入しているのか。もっと精神を病んでいる人に対し、

やることがあるはず。 

男性 30歳代 下米田・牧野 認知度が低いのではないか。 

男性 60歳代 太田 内容によりますが、これで解決できるとはとても思えない。必

要ないと思う。 

女性 30歳代 蜂屋 知らなかった。お年寄りが多いのに、スマホやパソコンがよい

方法なのでしょうか。 

女性 30歳代 加茂野 興味ないです。 

女性 20歳代 太田 使っている人がいない。よいものも利用されていなければ価値

なし。 

男性 40歳代 加茂野 ネットの無料サイトのようなサービスを行政がすべきでない。

このようなサービスには１円も払いたくない。 

女性 40歳代 蜂屋 市民は本当にそのようなものを必要と感じているのか。 

女性 60歳代 下米田・牧野 知らない人が多い。 

女性 40歳代 下米田・牧野 わざわざ導入することですか。もともと健康課で普通にフォロ

ーできることですよね。 

女性 70歳代 蜂屋 心の状態をチェックできるのは大切なことだが、「こころの体温

計」の認知度が低いと思う。 

無回答 無回答 無回答 若い人対象ですか。 

女性 60歳代 太田 お年寄りの参加があまり期待できないのでは。 

男性 30歳代 古井 直接話した方がよい。 

男性 50歳代 下米田・牧野 使い方が不明。 

女性 40歳代 太田 「こころの体温計」というシステムを初めて知りました。お年

寄りにはむずかしいと思います。 

女性 60歳代 加茂野 年配の人はスマートフォンなど持っていないしあまり必要では

ないと思う。 

男性 無回答 古井 デジタル世代や若い人にはよいが、問題はアナログ高齢者を置

き去りにしていることです。 
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【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 古井 やるならもっと思い切ってやって、全市民を参加させなければ

意味がない。それで効果がなければすぐにやめればよい。 

男性 30歳代 太田 もっと発信してください。 

男性 60歳代 蜂屋 なにもかもやろうとしては、費用が不足します。他に任せられ

るものは省いて、重点化するとよいと思います。 

男性 30歳代 蜂屋 民間に移管すればよいと感じます。 

女性 20歳代 加茂野 もっとＰＲして利用者を増やすべき。 

男性 60歳代 古井 固定電話でもできるようにしてほしい。 

男性 70歳代 蜂屋 市役所で携帯電話にアクセスしていただけたらよいですが。 

男性 50歳代 太田 ＰＲが足らない。 

男性 60歳代 伊深 気軽にアクセスできるようにＰＲを。 

男性 60歳代 蜂屋 費用が安くてよい。しかし、携帯などを使えない（使わない）

人々もいるのでその対策は。 

女性 50歳代 古井 保護者からも利用できるよう、メンタルの手紙のやりとりがあ

ればよいと思う（うつ病、統合失調症など）。 

男性 20歳代 蜂屋 大人だけでなく、子どもも簡単に使えるようにしてほしい。い

じめの早期発見にもつながると思います。 

男性 20歳代 蜂屋 市のホームページを有効に利用し、情報を公開してほしい。 

男性 70歳代 古井 こころの健康は地域のコミュニケーションが基本になるので

は。 

男性 50歳代 古井 今初めて知りました。もっとこういうものがありますよという

情報を流したらよいのでは。 

男性 50歳代 古井 費用は小さいので、効果は小さくてもよいのでは。業者のペー

スに乗らないことが大事。 

女性 20歳代 古井 内容はとても関心がありますが、まだまだ知らない人が私を含

めたくさんいると思います。もっとみんなに知ってもらうため

の広報などの伝達媒体を使ってみんなの頼れる「こころの体温

計」になってください。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 加茂野 知らなかった。使ってみたい。 

男性 60歳代 無回答 パソコン・スマートフォンの使い方がわからない。 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 

女性 40歳代 伊深 利用していないから。 

女性 40歳代 加茂野 知らなかったから。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 50歳代 下米田・牧野 知らなかった。今後利用したい。 

男性 20歳代 加茂野 認知していなかった。 

女性 40歳代 古井 それで心の助けになる人が一人でもいればよいですね。 

女性 40歳代 太田 知らなかった。 

男性 50歳代 古井 詳細がわからないため。情報伝達がない。 

女性 80 歳代以上 古井 老人ですのでわかりません。 

女性 60歳代 古井 知らなかった。 

男性 50歳代 加茂野 事業があることを知らなかった。 

男性 70歳代 蜂屋 「こころの体温計」初めて知りました。 

女性 70歳代 加茂野 携帯電話も持っていないので、知らなかった。 

男性 30歳代 古井 初めて知った。 

男性 50歳代 太田 知らない。 

無回答 60歳代 古井 インターネットを使用してどの位お金が必要になるか、市報に

て示してほしい。契約を行ってから～１回使用の金額が知りた

い。 

女性 40歳代 下米田・牧野 利用したことがないので、利用してみたいと思います。 

男性 20歳代 三和 自分は使わないと思うから。 

男性 50歳代 古井 このようなことをやっているとは知らなかった。 

男性 70歳代 蜂屋 初めて聞きました。ＰＲ不足です。 

女性 80 歳代以上 太田 わかりません。 

女性 40歳代 伊深 利用していないのでわからない。 

女性 30歳代 蜂屋 アクセスしたことがなかった。知らなかった。 

男性 30歳代 古井 知らなかったから。 

女性 60歳代 蜂屋 「こころの体温計」とはどのようなものかわかりません。 

女性 60歳代 蜂屋 知りませんでした。 

男性 20歳代 蜂屋 特段の心配はない。 

女性 40歳代 太田 知りませんでした。 

女性 50歳代 下米田・牧野 知りませんでした。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

女性 70歳代 古井 スマートフォンもパソコンもなし。 

男性 60歳代 太田 この制度があることを知らない。 

女性 30歳代 古井 使ったことがないです。 

男性 20歳代 加茂野 使ってみます。知りませんでした。 

男性 70歳代 古井 利用者が増加することに期待します。 

女性 60歳代 古井 知らなかった。 
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（９）「認知症サポーター養成講座」の開催      （長寿支援センター） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 身近な、大きな問題だと思われます。たくさんの方に理解して

もらい、地域で支え合っていけたら、と思います。 

男性 40歳代 加茂野 メール配信で行方不明が届くので、重要なのではないかな。放

送の方はハウリングがひどくて、家の中に居ると何を言ってい

るのかわからない。 

女性 20歳代 古井 子どもも認知症について知り、関わりを持つことはよいと思い

ます。 

女性 30歳代 蜂屋 とてもすばらしいと思います。講座に参加してみたいです。 

女性 70歳代 伊深 ３世代同居の多い市なので、ありがたいこと。 

男性 60歳代 太田 取り組み評価します。認知症になりにくくする支援とあわせて

２本立てでお願いします。 

女性 30歳代 太田 お年寄りが増えるのでよい。私も講座を受けてみたい。 

女性 40歳代 加茂野 今後さらに必要な知識だと思うから。認知症になる前の予防保

全にもっと力を注ぐべき。例えば佐久市のように。 

女性 30歳代 太田 知りませんでした。すばらしいと思います。もっと関心がある

人が多くいると思うので、ＰＲ活動広めるとよいと思います。 

男性 20歳代 加茂野 今後社会問題となる高齢化社会に伴って、小さな子どもにも知

ってもらうのはよいこと。 

女性 70歳代 古井 よいことです。 

男性 30歳代 蜂屋 高齢化社会に対処するよい取り組みだと感じます。 

女性 10歳代 太田 認知症になってしまった時は家族などまわりの人のサポートが

必要になってくるので、こういう講座でサポートの仕方を教え

てもらえるのはありがたいし便利。 

男性 60歳代 太田 今後、参加してみたい。 

女性 40歳代 加茂野 地域で認知症の人を見守っていくことが大切だと思うので、ま

すます増やしていってください。 

女性 40歳代 古井 高齢化社会、少子化、さまざまな問題あり、必要なことだと思

います。 

女性 80 歳代以上 古井 認知症初期の家族を持っているので期待しています。 

女性 60歳代 古井 だれでもおとずれること。若いうちから理解していくことはよい。 

男性 30歳代 古井 核家族で自由に暮らす中、人への思いやりの心が育つからよい

と思う。 

女性 20歳代 古井 高齢者はますます増えていくので、まち全体でこういった取り

組みを強化していくことは大切だと感じます。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 加茂野 今後の高齢化に対応するもので評価できる。全国の優良事例を

参考に効果的な講座を開催願いたい。 

無回答 無回答 無回答 高齢者が多くなり家族の負担も大変になってくるので、よいこ

とだと思います。 

女性 20歳代 加茂野 大切だと思います。 

男性 60歳代 古井 今後増え続ける高齢者に伴って、認知症患者が増加することは

間違いなく、サポーターの養成は非常に大切。現状のあり方で

よいかどうかはわからない。 

女性 60歳代 古井 核家族が多いので、子どもたちのためにもいろいろな意味でよ

いと思う。 

女性 30歳代 古井 これからお世話になるかもしれないので、機会があれば講座を

受けてみたい。 

女性 40歳代 古井 知りませんでしたが、よい取り組みなのでは。 

男性 60歳代 伊深 高齢化対策にはよいのでは。 

女性 80 歳代以上 太田 よいことです。認知症の人と家族へ応援致します。 

女性 20歳代 下米田・牧野 学校の教育だけではなかなか活動に移すのはむずかしいと思い

ますが、高齢者が増加している中で安心して生活できるまちづ

くりは必要なことだと思います。 

男性 30歳代 古井 よい取り組みだと思います。 

女性 60歳代 太田 よい試みだと思います。 

女性 60歳代 加茂野 高齢化に伴う認知症は避けられないことなので、市民一人一人

が認知症を学ぶ必要がある。 

女性 50歳代 加茂野 地域のきずなのためにも、よいことだと思います。 

女性 30歳代 下米田・牧野 認知症患者の家族だけでなく、地域の方々にも、もっと理解し

てもらうためにも、養成講座が必要だと思う。 

女性 40歳代 太田 地域のみなさんに見守られているという安心感が、認知症のご

家族の支えになると思います。ぜひとも、サポーターの養成を

希望します。 

女性 70歳代 古井 ありがたいことです。 

男性 20歳代 古井 今後、認知症高齢者は増加の一途です。地域での見守り支援、

声掛け等、地域住民１人１人の意識、理解が変わる、有効な事

業であると感じております。 

女性 10歳代 古井 一人暮らしが多くなってきている中、このような安心して暮ら

せるまちづくりを目指すことは大切だと思います。 

男性 30歳代 古井 子どもが興味を持つと、とてもよい。 

男性 50歳代 古井 認知症対策は全市民で取り組む必要がある。子どもへの普及は、

大変よいこと。 

男性 70歳代 下米田・牧野 とても楽しみにしています。 
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【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 太田 １回に 17人は少ないだろう。 

男性 50歳代 古井 なぜキッズだけなのですか。 

男性 60歳代 古井 サポーターを増員しても、現場で使えるのか。 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

無回答 30歳代 太田 もっともっと、認知症の人の暴力や「ろうべん」などがひどく

なる前に介入すべき。 

女性 40歳代 蜂屋 核家族化が進み、高齢者を全く知らない子どもも多いと思いま

す（接した経験が少ない）。超高齢化社会を迎えるので（団塊の

世代が 65 歳以上となっている）。子どもと一緒に私も参加した

ことがありますが、もっと１回目２回目と内容をグレードアッ

プさせて、より認知症への理解を求められる内容にしていって

ほしいと願っています。 

男性 30歳代 古井 （８）と同様。やるなら大々的にやるべき。今後を見据えた活

動としては必要。 

女性 30歳代 太田 幼、小中学校の授業の一環として取り上げてほしい。子どもは

素直に吸収でき、偏見を持つ前に学ぶことで、同居する家族と

して支え合えるような気がする。 

女性 50歳代 太田 高齢化社会になり、家庭だけでお年寄りのお世話をするのには

限界があります。社会全体で、お元気なお年寄りが、助けを必

要とする人のお手伝いをするというようなことができれば（若

い人に頼るのではなく）。 

男性 40歳代 下米田・牧野 深夜徘徊などはどうするのか。 

女性 40歳代 下米田・牧野 認知症をよく知らない子もいるので、出張講座など行ってみて

は。介護している子の話を聞くことも大切。子どもがいないと

辛いものです、嫁一人での介護は。 

男性 80 歳代以上 蜂屋 もっと参加者を増やす努力をしてほしい。 

女性 40歳代 古井 どんどん若い世代に勉強していただきたい。教育に加えていた

だきたいです。 

女性 50歳代 加茂野 将来的にはよいが、キッズではなく今動ける認知症サポーター

が必要ではないか。 

女性 50歳代 下米田・牧野 とってもよいことだと思います。学校、保育園の中（近く）に、

施設ができればよいですね。 

男性 60歳代 蜂屋 地道に活動して、一歩一歩進めてください。 

男性 無回答 古井 これから高齢化と過疎化が進む。どう克服するのか、その対策は。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 古井 小中学生を対象としていることがすばらしいと考えます。20～

30 代の年齢層も積極的に参加できる仕組みができるとよいと思

います（積極的というよりも強制的でもよいと思う）。 

男性 30歳代 古井 講座のフォローはどうなっているか。フォローアップ研修（教

室）が必要。 

女性 50歳代 古井 他の家族同士のふれあう場所があればよい。 

男性 20歳代 蜂屋 認知症（キッズ）サポーターの応援を受けるにはどうしたらよ

いのかをＰＲしていってほしいと思います。 

女性 20歳代 古井 美濃加茂市を支えてきた先人たちのための福祉です。少子高齢

化が進んでいますが、年齢問わず過ごしやすいまちづくりをこ

れからもお願いします。 

女性 40歳代 太田 10年、20年、30年後、これから先の長寿社会で、どの世代でも

安心して暮らせるまちとなるよう、小さな子どものうちから少

しずつ、認知症の知識、対応方法を身につけ、抵抗なく受け入

れフォローできる人間、大人を育ててほしいです。 

男性 70歳代 古井 認知症になった人の対応も大事だが、高齢で認知症にならない

ような方策が重要である。そのためにも、地域のコミュニケー

ションを重要視されたい。そのためには健寿会組織の活用が効

果がある。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 

女性 50歳代 太田 重要だと思いますが、満足度については、申し訳ありませんが

参加していないので「わからない」にさせていただきました。 

男性 50歳代 古井 キッズだけが対象なのですか。 

女性 30歳代 蜂屋 知らなかった。 

女性 40歳代 古井 今回初めて知ったから。 

女性 80 歳代以上 太田 １人なのでわからない。 

無回答 60歳代 古井 内容がよくわからない。 

女性 70歳代 古井 高齢者が多くなり、行政の対応も大変だと思います。利用した

ことがありませんので、わかりません。 

男性 20歳代 蜂屋 在宅介護は所詮無理だと思います。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

男性 70歳代 山之上 今後は「認知症」で世話をかけるかもしれません。 
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（10）FROM-0歳プラン         （学校教育課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 「FROM-0歳プラン」、ずいぶん浸透してきたと感じます。今後も

いろいろな工夫で取り組んでくださることを願っています。 

女性 70歳代 伊深 教育にお金をかけることは、当たり前のこと。これから支えて

くれる子どもたちは宝として支えてあげるべき。 

女性 40歳代 蜂屋 FROM-0 歳プランにかかわる講演会は参加したことがあります

が、左記の主な事業のことは、あまり具体的にはわかりません。

しかし、幼少時からの教育をより充実させ、子どもの心身の健

やかな成長を支援していくことは、これからの美濃加茂を担う

人材への投資という意味で、最重要課題事業だと思います。 

男性 30歳代 太田 各学校の特色は出ていると思います。 

女性 30歳代 太田 子どもの育成はやはり地域と学校から。どんどんがんばっても

らいたいです。 

女性 70歳代 古井 子どもを見守る上で重要なことです。ぜひ進めてください。 

男性 70歳代 加茂野 非常によいと思う。 

男性 30歳代 蜂屋 教育に力を入れることは悪いことではありません。どんどん美

濃加茂らしさを出していってください。 

女性 10歳代 太田 教育に力を入れることは大切だと思う。小さいうちからさまざ

まな活動をしていくのがよい。 

女性 80 歳代以上 古井 これからの時代を背負う子どもたちが大勢育ってくれるように

思います。 

男性 30歳代 古井 安心できます。 

無回答 無回答 無回答 未来の子どものために大変重要なことだと思います。 

女性 30歳代 蜂屋 子どもの育ちに関することは大事にしていってほしい。 

女性 30歳代 加茂野 子どもたちにお金を使ってもらうのは大賛成。 

男性 60歳代 古井 道徳教育は極めて重要。現在までの活動による効果はよく見え

ない（目に見えるものではないと思うが）のでわからない。 

男性 40歳代 蜂屋 もっと利用されてもよいと思う。事業費を上げてもよいと思う。 

女性 40歳代 加茂野 利用している。助かっています。 

女性 70歳代 古井 子どもたちの発達のためには必要だと思います。 

女性 60歳代 加茂野 学力向上、豊かな心の育成は大事なことです。 

女性 40歳代 太田 多種多様の体験活動や教育方法で子どもの学習意欲が湧くと思

うので、よいことだと思いますが、子どもに負担（ついていけ

ない気持ち）はかけてほしくないです。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 60歳代 古井 豊かな心の育成、いじめ問題大いに賛成です。あいさつ等も重要。 

男性 20歳代 加茂野 道徳教育については賛同します。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 60歳代 加茂野 小学校の基礎が一番大切だと思います。 

女性 40歳代 蜂屋 タブレットパソコンは、本当に必要か。生徒会サミット、生徒

会がうまく展開できているのか。参加した個人だけにとどまっ

ていないか。小学校から中学校へとつながった学習内容になっ

ているのか。 

男性 60歳代 古井 「特色ある活動」と言われても内容が伴わなければ無駄で、ま

た、アンケートの答えようがない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 FROM-0 歳プランが推進されていても会議がマンネリ化傾向があ

る。生徒同士のコミュニケーションの取り方も重要。ネット依

存が多いのでは。 

女性 40歳代 古井 あじさい賞、費用が高いです。決める基準が明確でない。 

男性 50歳代 古井 趣旨は理解できるが、具体的な事業内容がありきたりで本当に

効果的か疑問。 

男性 70歳代 蜂屋 子どもは挨拶できる子が多いが、先生で校外で挨拶できる方は

少ない。 

女性 40歳代 伊深 人数の多い学校ではすでにタブレットＰＣが導入され、授業を

受けているが、同じ市民なのに、人数が少ない学校はまだ導入

されず、同じように勉強できないのが不満です。 

男性 30歳代 古井 特色が見えない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 教育委員会のがんばりが見えません。きっと大した支援はでき

ていないと思います。 

女性 20歳代 加茂野 学校の評判が悪いと聞いたので、子どもを入れるのが心配。 

男性 60歳代 蜂屋 外向けには綺麗ごとをやっているように見られる。実際はどう

か（先生は、完全 100パーセント信頼していないため）。過去の

いじめの新聞報道などでは、責任逃れの発言のようにも感じら

れた。 

男性 30歳代 古井 いじめの撲滅、ネット犯罪など対処はできていますか。 

女性 50歳代 下米田・牧野 何年か前よりは活動しているように思えません。 

女性 40歳代 古井 授業の進度が早かったり、欠席した分のフォローが十分でない

気がするため。 

無回答 無回答 無回答 いじめに対して先生が本当に考えているのか。親は子どもを人

質に取られている。先生に文句を言ったら点数を下げられた実

績もある。 
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【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 50歳代 古井 特色ある教育を望む。 

男性 40歳代 加茂野 いじめを無くしてほしい。 

女性 30歳代 蜂屋 学校のトイレは、毎日掃除するにもかかわらず、暗く、あまり

きれいではない印象があります（現在はどうなっているのかわ

かりませんが）。トイレを明るく、清潔にするだけで、いじめな

どがすぐ撲滅できるわけではないと思いますが、全国他の取り

組みでは、一定の効果があるようです（ＮＨＫ「ようこそ先輩、

課外授業」トイレデザイナーの方の話でした。うろ覚えですみ

ません）。掃除するにも限界があるので、改修していただきたい

です（和式→洋式などにすると子どもが喜びます）。「学校のト

イレがきれいなみのかも」というのも、ママたちからとってみ

たら、本当にすごく好印象ですよ。 

女性 50歳代 古井 先生の採用方法をもっと考えてほしい。本当にふさわしい人が

もっといるはず。 

女性 40歳代 古井 もう少し重要度を上げてほしい。 

男性 30歳代 古井 キャッチフレーズだけを掲げていて、実がともなっていない。

より高い実効性を考えるべき。 

女性 40歳代 加茂野 あじさい賞の評価基準があいまいなのではないか。 

男性 60歳代 蜂屋 人間の哲学に基づいた、人間として何を本当に育んでいくべ

きなのか、よく練られた取り組みを求めます。単なるイベン

トや目新しいことをやってみました的なことでは、将来が心

配です。 

女性 20歳代 太田 自然との体験活動を重視し、美濃加茂の特色を生かすべき。 

男性 30歳代 蜂屋 いじめが減っているとは思えない。いじめられたことがない人

たちが集まって考えても、いじめは減らない。 

女性 40歳代 加茂野 仕事先の関市には、子どもだけでも１時間 200 円くらいで部屋

を借りられるふれあい会館のような場所があって、飲食もでき

るそうです。私の家では、親が家にいない時は、友だちを家に

入れない約束をしています。そのため、雨の日はなかなか友だ

ちと遊べません。児童館も飲食ができないので、学校の振替日

などは、長い時間室内で遊ぶ場所がありません。１日とはいわ

ないので、１時間単位で、子どもでも払える料金で飲食もでき

る室内スペースがあるとよいと思います。 

女性 60歳代 下米田・牧野 パソコンの導入は必要と思う。それによるデメリット（危険）

も教えるとよいと思う。 

男性 60歳代 古井 教育委員会だけでなく、外部からの意見も。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 80 歳代以上 太田 いじめの撲滅がんばってください。また、学力の向上がんばっ

てください。 

女性 20歳代 下米田・牧野 西中の生徒と市長が会談する機会があったと聞きました。子ど

もたちが感じることを少しだけでも取り入れていくと、暮らし

やすさにつながることが見えてきたりするかもしれないとたま

に思う時があります。 

女性 60歳代 太田 特に、いじめの把握に気をつけていってほしいです。 

男性 20歳代 蜂屋 学校にスクールカウンセラー等の導入や、少人数学習等のきめ

細やかな指導ができる体制を整えていってほしいと思います。 

女性 20歳代 古井 保護者だけや子どもだけの呼びかけはどうしても効果が薄くな

ることもあります。親子が一緒に参加できるセミナー等を大切

にしてください。親から子に与える影響も、子から親に与える

影響も、どちらも大切だと思います。 

女性 40歳代 太田 学力だけでなく、人を思いやる心、優しさなど道徳や社会など

で学べるとよいですね。 

男性 40歳代 下米田・牧野 どこにでもいじめはあります。自分の子どもも「死ね、死刑囚」

など言われ、蹴られたり、なぐられたりもありました。学校で

の調査では、ほとんど見られない、あまり感じない、など、嘘

のようなプリントを持ち帰ってきて、唖然とします。学校では、

先生たちも手をやいているような生徒はいると言いますが、何

の対処もありません。もっと子どもたちが話し合ったりできる

時間を持てるような取り組みをしてほしいです。 

女性 70歳代 古井 いじめのない学校にしてほしい。 

女性 40歳代 蜂屋 あじさい賞について。えんぴつ１本でも、何か記念品があると

よいのではないでしょうか。 

男性 70歳代 古井 子どもがいない家庭には、学校の情報があまり入らない。子ど

もをもっと、地域の人と触れ合わせる方策を考えてもよいので

は。 

男性 60歳代 古井 マンネリ化していないか。新規事業を展開していくことが大切

ではないか。 

男性 70歳代 古井 タブレットパソコンができるように。 

男性 50歳代 古井 子どもが学齢期を過ぎているのでわかりませんが、いじめ対策

は隣の可児市に負けないようがんばってください。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 太田 子どもがいないためわからない。 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りませんでした。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 60歳代 太田 具体的な活動を知らない。 

女性 50歳代 太田 重要だと思いますが、満足度については、申し訳ありませんが

参加していないので「わからない」にさせていただきました。 

女性 30歳代 蜂屋 知らなかった。私は都心から引っ越してきましたが、美濃加茂

市は学力が低すぎると思いました。 

女性 60歳代 古井 いじめは一生の心の傷。 

女性 80 歳代以上 太田 １人なのでわからない。 

男性 40歳代 下米田・牧野 タブレットパソコンを家でもほしがる。 

女性 60歳代 蜂屋 今子どもや小さい子がいないので。 

男性 20歳代 蜂屋 子どもがいないので実感がない。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

男性 70歳代 山之上 子どもはしっかり勉強しないと。 

男性 60歳代 下米田・牧野 学校だけですか。 

男性 無回答 古井 もともとあった日本人の気質が戦後どんどん無くなっていく。

人と自分、相手と自分の置き換えが考えられない自分勝手な人

間が増えている。もし自分がそうされたら、もし反対の立場だ

ったらという基本的な考えができていない。現代の特徴だ。 
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（11）日本語学習や家庭学習の支援       （地域振興課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 外国人籍の方々に日本を知っていただき、知識を深めていくこ

とにより、治安もよくなるのでは、と感じます。 

男性 40歳代 加茂野 自分が逆の立場だったら助かると思うので。 

女性 40歳代 加茂野 先日子どもから、言葉がわからないためにグレたり、いじめら

れている外国人の子どもがいると聞きました。日本人も外国へ

行けば同じでしょうから、大事なことだと思います。 

女性 50歳代 古井 就職のお世話もしてあげてほしい。 

女性 40歳代 蜂屋 立場的には（言葉の壁など）弱者である外国人の子どもを支援

し、よい人材に育てていくことは、国境を越えて人権的にも大

切なことだと思うから。偏見のない外国人にとっても住みよい

市になるとよいと思います。 

女性 20歳代 太田 日本語を使い、日本になじめるようにするのはよいことだと思う。 

男性 30歳代 古井 外国人の割合が高いからには必要。もっと力を入れてもよい。 

女性 30歳代 太田 グローバル化には欠かせないと思う。お互いをサポートしてい

ければよい。 

女性 60歳代 加茂野 私は学歴のない 65歳の主婦ですが、外国人の子どもたちに、日

本語学習の支援ができたらよいなと思っていました。 

女性 30歳代 太田 外国人の方にも、よりよい環境は必要だと思うので。 

女性 70歳代 古井 美濃加茂は外国人が多いので必要だと思います。 

女性 10歳代 太田 日本に住んでいる以上日本語は必要なので、日本語学習は大切。

日本語を覚えればまわりの子ともコミュニケーションがとれ交

友関係が広がる。 

男性 60歳代 太田 外国人との交流が少ないが、必要と思う。 

女性 70歳代 下米田・牧野 日常生活に困らないよう大いに教育を施されるのはよいと思いま

す。 

男性 30歳代 古井 子どもたちのコミュニケーションが広がってよいと思う。 

女性 20歳代 加茂野 外国人児童が多い市ということはすてきだと思うのでよい。 

女性 20歳代 下米田・牧野 美濃加茂市は、ソニーがなくなったとは言ってもまだまだ外国

人が多いまちなので、治安を維持するためにも幼い頃の教育は

重要だと思います。 

女性 60歳代 太田 よい試みだと思います。 

女性 60歳代 加茂野 人々が共生していくことが大事だと思う。 

女性 60歳代 太田 日本の風土、習慣になじみにくい親がいる場合等、その子ども

たちが“かけはし”になり、生活しやすくなるのでは。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 60歳代 蜂屋 よりよい市民になってもらうため、必要である。 

男性 30歳代 古井 将来を生きていく（背負って立つ）若者を育てることは非常に重要。 

女性 20歳代 古井 美濃加茂市は日本の中でも外国の方が多くいるまちです。住み

よいまちには、コミュニケーション能力が大切です。これから

も子どもたちのためによろしくお願いします。 

女性 40歳代 太田 多くの外国人児童が学習しやすい環境づくりは重要だと思います。 

女性 20歳代 蜂屋 人種間の格差や差別、偏見をなくすためにも特に力を入れてほ

しいです。 

男性 60歳代 古井 国際化に向けて推進すべき。 

男性 20歳代 加茂野 国に関係なく子どもは大切に育てるべき、賛同します。 

男性 無回答 古井 グローバル化してきたため、必要なことです。 

男性 30歳代 古井 自分の小中学校時代にもあったので、コミュニケーション育成

に必要だと思う。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 蜂屋 何か効果が出ているのでしょうか。 

女性 20歳代 太田 月に７、８人は少なすぎる。個別支援は市でやる必要はない。 

男性 60歳代 加茂野 大人になっても日本に住んでくれるか不明。 

男性 20歳代 蜂屋 まったく重要でない。無駄づかいと思う。 

男性 40歳代 下米田・牧野 日本人が英語を学ぶように自費で学習するべき。 

女性 40歳代 太田 支援の利用者が月７～８人ずつしかいないのでは、そのような

取り組みがあることを外国人が理解して利用されているのかが

気になります。 

女性 60歳代 加茂野 外国人といっても、中国その他もあり、日本に深く入り込まれ

て危険、という所までいってほしくありません。 

男性 50歳代 古井 外国人対策は、あまり親切すぎるのも問題。日本人が外国でこ

んな丁寧な扱いは受けられません。言葉くらい覚えてほしい。 

男性 40歳代 古井 外国人比率が下がることを願う。 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 蜂屋 ボランティアなど、うまく利用しながら事業費を減らす方向が

よいと思います。 

男性 20歳代 太田 外国人への支援も重要だが、そこから更に日本人と外国人が交

流し、一体感のあるまちにしてほしい。 

女性 40歳代 加茂野 市の助成は必要なのかもしれないが、外国人児童・生徒の保護者に

もきちんと費用の負担をしてもらい、責任ある行動をとってほしい。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 50歳代 古井 582円の内訳は。 

女性 70歳代 蜂屋 生活など地域の歴史、祭り等、美濃加茂にかかわりのあること

を学んでもらいたい。 

男性 30歳代 古井 外国人児童だけでなく、外国人市民にも日本語学習等の支援を

すればどうか。 

女性 60歳代 下米田・牧野 日本語を学習するのとともに外国語も生活の一部として自然に

勉強できるとよいと思う。 

男性 60歳代 古井 ノーとは言わないが、市民のための今後を見据えたスタンスを

持って実行してもらいたい。 

男性 70歳代 古井 子どもも大切だが親に日本に住む社会ルールを。 

男性 50歳代 太田 子どもより先に、外国人の大人、親に対してマナー、日本の慣

習等厳しく指導してほしい。 

女性 40歳代 加茂野 外国人を雇用している企業が、もう少し責任を持つべきだと思

います。 

女性 40歳代 下米田・牧野 古井小で行っているので知っていますが、日本人でも経済状況

で塾にも通えない家庭も多いので、子ども全体、国を超えて考

えてほしい。 

男性 30歳代 古井 就学意欲といった点では必要性を感じますが、市民に対するメ

リット、リターンは何なのでしょうか。国際交流等をＰＲして

は。 

男性 30歳代 下米田・牧野 犯罪が発生しないように。 

男性 20歳代 蜂屋 学校間の交流ができるよう、レクリエーションや集団活動等を

実施してもよいと思います。 

男性 70歳代 古井 地域での外国人との触れ合う機会がないので、何か工夫がほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 古井 存在自体、知りません。 

女性 60歳代 古井 まず言葉が理解できること。 

男性 60歳代 古井 支援教室に１回参加（授業）するのに費用がいくら掛っている

のかわからないので市の負担額（582円）が適正か否か判断でき

ない。父兄は何かしらの負担はしているのか。 

女性 80 歳代以上 太田 わかりません。 

女性 70歳代 古井 教育は大切と思いますが、よくわかりません。 

女性 60歳代 古井 内容を知らないので。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

女性 70歳代 伊深 外国人が増加したことに対し、不安や不満はあるが、そのよう

な人間が今いる以上は仕方がないこと。 
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（12）坪内逍遙大賞         （文化振興課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 70歳代 伊深 よいことです。 

女性 40歳代 蜂屋 全くこの分野の活動とは縁がなく、何もわからなくてすみませ

ん。しかし、読書や作文の楽しみへの教育は大切なことだと思

います。堂々と筋道立てて意見が言える、文章が書ける大人に

なることは大切なことだと思います。 

女性 10歳代 蜂屋 妹が小学生の時、表彰されました。続けてほしいです。 

女性 70歳代 古井 歴史上の人物を大切にし、推進していくべきでよいことです。 

女性 70歳代 下米田・牧野 よいと思います。 

女性 20歳代 下米田・牧野 さまざまな面で活躍する人たちに賞を与えることは、その人の

努力を認める行為でもあり、今後の意欲につながる大切なこと

だと思います。 

女性 60歳代 蜂屋 よいことだと思います。 

女性 20歳代 古井 日本の文学・芸能が埋もれてしまわないよう、こういったもの

が大切になってくると思います。 

女性 40歳代 太田 文化意識の向上によいと思います。 

女性 40歳代 太田 歴史に残る人物を子どもたちに学ばせ、称え続けることは、市

の大切な役割だと思います。 

男性 60歳代 古井 美濃加茂市のイメージアップと、文化事業の向上化につながる

のでは。 

男性 無回答 古井 よいことだと思う。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 古井 何の意味があるのか。 

男性 40歳代 古井 意義がわかりません。 

女性 50歳代 古井 美濃加茂市民が坪内逍遙のことを知っているのか。 

男性 60歳代 太田 人物顕彰によるまちづくりというのが、よくわかりません。坪

内逍遙に関連し、子どもたちの将来のための事業を考えた方が

よいと思います。 

女性 40歳代 加茂野 市民に浸透しているのか疑問。コストパフォーマンスは適正か。 

女性 30歳代 太田 意外と美濃加茂市民は坪内さんを「すごい人」としか認識して

いないので、“大賞受賞”に 250 万もかけるというのはどうか

と思う。 

女性 40歳代 古井 賞金は不要と思う。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 20歳代 太田 市民に周知されていないと不満がでる。 

女性 40歳代 古井 必要なのかがわからない。 

男性 40歳代 加茂野 選考基準と過程に公平性と透明性が求められるが、どうして日

本舞踏家が受賞するのか明快でない。行政が税金を投じてまで

行う意味が理解できない。 

女性 40歳代 蜂屋 実際小・中学校には授業・本などで学習が行われているのか。 

男性 50歳代 太田 地元へ何か見返り、貢献はあるのか。 

女性 40歳代 加茂野 市の財政が厳しい状況ならば、どうしても必要ではないと思います。 

女性 40歳代 下米田・牧野 広く知られていないのでは。 

女性 50歳代 三和 対象者に対して私が何も存じ上げていないのはいけないのです

が、あえて市から左記のように予算をかけて賞を与えることが

本当に意義のあることなのでしょうか。 

男性 70歳代 古井 文学、演劇、芸術、大きくは文化と市民の接点を求めながらの

賞となっているか疑問。 

男性 70歳代 加茂野 形式的になっていないか。 

男性 50歳代 古井 早稲田大学も花柳さんも地元とあまり関係ないのでは。活動が

身近に思えない。 

男性 70歳代 蜂屋 なぜ必要か。24 年表彰を見ただけでも市外の人なのでは。舞踊

家になぜ。 

女性 60歳代 太田 一般市民には、直接影響、また関心が薄いかと思います（止め

た方がよい）。 

男性 30歳代 古井 私だけかもしれませんが、認知度が低い。 

女性 40歳代 下米田・牧野 何に 250万円かかるのかが不明です。 

女性 70歳代 古井 顕彰者は出尽くした感がなきにしもあらず。 

女性 60歳代 加茂野 若い世代に支持されているか疑問。 

女性 60歳代 古井 費用（大金）がかかることなので。 

男性 60歳代 蜂屋 坪内逍遙の功績が、美濃加茂市民に理解できているとは思わな

い。もう 20年も経つのですから、やめてもよい。 

男性 20歳代 蜂屋 まったく重要でない。無駄づかいと思う。 

女性 50歳代 太田 裕福な人に賞金は必要ないと思います。記念品でよい。 

男性 30歳代 太田 他市町村では誰、という感じでは。 

男性 60歳代 加茂野 必要なし。 

女性 70歳代 古井 賞を受けた方々がそのあとどのように活躍しているのか。 

男性 60歳代 太田 市外の方に多額な税金あげなくても。 

男性 70歳代 山之上 他所の有名人を顕彰したところで市にどのような効果があるの

か。無駄づかいでは。 

女性 80 歳代以上 太田 もっと身近な人（少なくとも県内）の育成に力を入れてほしい

とかねがね思っています。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 50歳代 古井 もうやめてもよいのでは。個人的な趣味に貴重な財源を使って

いるように感じます。全国への発信も、観光誘客につながるも

のに活動を。 

 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 太田 坪内逍遙については、もっと顕彰し、そのことを市民がよく理

解するべき。早大の学生が、卒業旅行で逍遙の聖地として美濃

加茂に来るようなまちづくりが必要。また、逍遙座出身の役者

が出るような仕組みづくりもお願いします。 

男性 50歳代 加茂野 受賞者選定基準において、対象者が美濃加茂市とかかわりのあ

る方、あるいはグループとしてはどうか。 

男性 60歳代 蜂屋 「大賞」などより、名を冠した演劇会を年２～３回、費用を助

成して、実施したらどうでしょうか。 

女性 60歳代 古井 もっと社会にアピール。 

女性 50歳代 太田 地元出身の方の活躍を、もっとアピールしてほしいです。 

女性 70歳代 蜂屋 受賞者による講演などを年間通して大々的に催すか、市民参加

型のイベント、ワークショップに結びつけるなどしてはじめて、

市民文化の向上に結びつくと思う。 

女性 60歳代 蜂屋 受賞者はどのように選定するのですか。地元出身でがんばって

いる人を選んでは。 

男性 60歳代 古井 対象者（表彰）は市民だけではないのか。 

男性 80 歳代以上 蜂屋 ５年に１度ぐらいでどうか。 

女性 70歳代 加茂野 坪内逍遙の命日にも何かイベントをしたらいかがですか。 

男性 20歳代 蜂屋 予算を多く取りすぎのような気がします。福祉や教育にまわし

てほしい。 

男性 20歳代 蜂屋 大賞にする意味がわからない。小中学校にて地元出身者と教え、

次代の作家の育成に努めた方がよい。 

男性 70歳代 古井 行事を行うのが目的でなく、市民に、文学のまちでもあるとい

う意識を持たせることが主要では。心がきれいならば悪人が少

なくなると思う。 

男性 70歳代 古井 市民の活動の中から文化活動に貢献した人を表彰した方がよ

い。日本屈指の方を選んでも実感がない。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 加茂野 興味がないのでわからない。 

女性 10歳代 太田 坪内逍遙を知らなかったし、坪内逍遙大賞があることも知らな

かった。坪内逍遙大賞は具体的にどのような人におくられるの

か。 

女性 40歳代 加茂野 よくわからない。 

女性 30歳代 蜂屋 何をしているのかわからない。 

男性 30歳代 蜂屋 意味がわからない。 

女性 80 歳代以上 太田 わからない。 

女性 30歳代 古井 初めて知りました（活動も含めて）。 

女性 80 歳代以上 太田 おまかせします。 

男性 30歳代 古井 知らなかったから。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 
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（13）文化会館の利用         （生涯学習課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 観る場所がある、聴く場所がある、発表する場所がある。充実

させることにより個々の趣味も増え、健康増進にも発展すると

思います。是非たくさんのイベントを企画してください。 

男性 60歳代 太田 自分では利用していないし、どのように活用されているかをよ

く知らないので評価よくわからないが、多くの方が利用されて

いるようですので重要と思います。 

女性 70歳代 古井 文化事業に触れる機会として重要な場所であるよう、働きかけ

も必要で重要なことだと思う。 

女性 10歳代 太田 美濃加茂市の小・中・高の学校も利用しているし、イベントご

とにも多く利用されていて重要な施設だと思う。 

男性 50歳代 古井 以前練習室等利用させてもらい、年１回のコンサートにも出場

したことがある。スポーツだけでなく、文化にも力を入れてい

る。 

女性 70歳代 蜂屋 文化的な活動を身近に感じられ、参加できる施設があることは

重要だと思う。 

女性 30歳代 下米田・牧野 まちの活気づくりに、大変よいと思います。 

男性 20歳代 蜂屋 人々が芸術に触れることができる場として、さらに活用してい

ってほしいと思います。 

女性 40歳代 太田 コンサート、市民書き初め展などで利用しました。 

男性 20歳代 加茂野 施設の維持費は仕方ないと思います。 

女性 10歳代 古井 幅広い年齢の人も楽しめると思います。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 40歳代 蜂屋 市が負担しなければ、利用度が下がる施設であるなら寂しい。

魅力に欠ける内容では。 

男性 60歳代 無回答 管理費が多すぎる。 

男性 30歳代 古井 804 人収容のホールがありながら、生涯学習センターより利

用者が少ない現実を見るべき。より市民が利用するような催

しが多くなることを願うが、効果が見込めないならなくすべ

き。 

女性 30歳代 蜂屋 利用したことがない。コンサートに来る人がマイナーである。 

男性 30歳代 蜂屋 利用しないので、税金の無駄。 

女性 20歳代 加茂野 アーラには負けているかな。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 70歳代 古井 年間利用者数（24 年度）７万人もあった、ということが信じら

れない位、にぎわいが感じられません。私は各種催し、可児市

のアーラにはとてもよく行きます。常日頃近くの文化会館でこ

のような行事をやってくれないものか、と思います。利用価値

のある文化会館にしてほしいものです。今は私にとって利用価

値ゼロ。 

男性 60歳代 加茂野 別な公共施設を利用すれば。 

女性 60歳代 下米田・牧野 一人当たり 883円で年間 61,848,852円。維持管理のみで建物を

新しくするのは期待できない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 あまりなじみが無いわりに維持費が高い。利用者からの使用料

はどれくらいあるのか。収支で、これだけの維持費がかかるの

ですか。 

男性 50歳代 太田 一部の人に限定されている感じ。 

男性 60歳代 古井 市の負担額が掛り過ぎでは。利用料は適正か。 

女性 40歳代 下米田・牧野 興味を持てる内容があまりない。 

女性 60歳代 太田 興味のある人のみの利用で、観客数は年々少なくなっているの

では。 

男性 30歳代 古井 稼働率はどうなのでしょう。可児市のアーラが新しいだけあっ

てインパクト、知名度がありますね。開放度合い等はどうなの

でしょうか。 

女性 60歳代 古井 交通の便が悪く出かけられない。 

男性 無回答 古井 経費が掛かり過ぎ。 

男性 40歳代 古井 維持費が高い割に選挙の時ぐらいしか行ったことがない。いわ

ゆる税金の無駄づかいではないか。 

男性 30歳代 古井 一部の活動している人が、多く利用している。 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 50歳代 古井 アーラのように利用率、利便性を高めてほしい。 

女性 20歳代 太田 アーラのようなきれいな文化会館にならないのか。建て直し、

または補修工事の予定はないのか。 

女性 50歳代 古井 可児のアーラのように、気楽に立ち寄れるような文化会館にし

てほしい。 

男性 40歳代 加茂野 市民みんなが利用できるようにしてほしい。 

女性 50歳代 太田 芸能人のコンサートなど、夜の時間帯にもっとやってほしいです。 

女性 70歳代 伊深 できたころのように、もっともっと有名人を招いてください。 

女性 50歳代 古井 映画など、もっとたくさんの人が来てくれるイベントをしてほ

しい。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 子どもが少年少女合唱団で以前、利用させていただきました。

また、それ以外のコンサート等を鑑賞で利用しています。もっ

と著名人や音楽家を招いて誰もが音楽や文化活動を身近に楽し

めるとよいと思います。コンサートホールや駐車場を増やす（関

市や可児市を見本にして）。 

男性 30歳代 加茂野 老朽化が進んでいるので何とかしてほしいです。 

男性 30歳代 太田 学習センターと同じく、市内の団体が市外からの客をたくさん

呼べるイベントに対しては補助をするなどの仕組みをつくって

ほしい。顧客満足の点で、昨年の館長は全然だめです。 

女性 10歳代 古井 サッカーのパブリックビューイングができるともっとよいで

す。厳しいと思いますが。 

男性 20歳代 蜂屋 どれくらいの利用量があり、その中でどれくらいの収益がある

のかを示すべきでは。 

女性 30歳代 太田 施設が古い。先日「よい子の集い」のとき、空調が故障してい

てとても寒かった。もっと活用するのなら、新築、改築等改善

するべき。そうでないと、コンサート等は、アーラにもってい

かれますよ。 

女性 40歳代 加茂野 関市のようにもっと行ってみたくなるようなコンサート等の企

画をしてほしい。 

女性 30歳代 太田 必要であるし、どんどん参加したいと思うけれど、ＰＲや実施

している内容があまり目にふれない気がする。ＰＲ看板の設置

など。 

男性 60歳代 蜂屋 魅力ある出演者、イベント、効果的な宣伝を工夫してほしいで

す。 

女性 10歳代 蜂屋 中学校の継承の会ができなくなったのは残念です。もっと市内

の幼、小中学校に使用させてほしいです。 

女性 20歳代 太田 利用者数が少ない。広報活動とは配るものである。 

男性 60歳代 山之上 利用者をさらに増してほしい。 

男性 30歳代 古井 音楽用のスタジオをつくってほしい（バンド練習用の）。 

女性 30歳代 加茂野 もっといろいろなコンサートをしてほしいです。 

男性 60歳代 古井 コンサートが始まる前に、必ず「携帯は電源をお切りください」

とアナウンスが入るが、緊急連絡が受信できない。 

男性 40歳代 下米田・牧野 魅力のあるコンサートなどを開催してほしい。 

女性 60歳代 古井 もっと本格的なコンサートができる会場がほしい。 

無回答 60歳代 古井 せっかくの施設なのでもっといろいろな行事を行って収益を上

げるようにするとよいと思う。他の市のように。 

女性 50歳代 三和 もっとＰＲを。富加町などに比べても、メジャーな方の来訪が

いまいちのような気がします。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 古井 活用度が低い。無料利用の対象が多すぎる。市民平等では（市

内の学校が無料なのはよいと思う）。文化会館のイベント情報な

ど、ＰＲがされていない。一般の収益があるイベントはだめ、

などとにかく閉鎖的。他市からの評判悪いですよ。美濃加茂の

イベントはあんまり、とよく聞きます。近場にアーラという参

考例がせっかくあるのですから、見習ってほしい。利用する人

が限られている文化会館や市役所に、案内を置いても無駄。集

客率のよいイベントを開催し、地域（中濃、東濃）の信頼を得

るべき。（多治見や可児市や関市のように）単発でやっても口コ

ミされないし、施設がもったいない。「市報に小さく載せても見

ていない」と友人も言っており同感。別の方法でもＰＲすべき

だと思う。 

男性 40歳代 蜂屋 ホールが小さくて古い。1,000人以上入れるホールをつくっても

らいたい。 

男性 50歳代 太田 多くのゲスト出演を（有名人）。 

女性 20歳代 下米田・牧野 可児市のアーラを見ると、やや小さいとは思いますが、成人式

を普通に行えるので、大きさはよい。ダンスコンテスト等、今

風に活動してみると活発になる。 

男性 30歳代 古井 利用者数を増やすべき。 

女性 40歳代 下米田・牧野 利用者（観客）から、少しお金を取るのならよいと思います。

私も払います。負担額 883円は高いと思います。 

女性 60歳代 加茂野 文化会館をもっと市民が利用できるよう、多目的教室をつくっ

てください。 

女性 50歳代 加茂野 もう少し大きなホールがあるとよいです。何もイベントが無く

ても、市民の集える場所が美濃加茂市にはなく、さみしいです。 

女性 60歳代 蜂屋 映画等もやってほしい。 

女性 60歳代 太田 河原をよく歩きますが、あまり利用されていないようです。低

料金（4,000円位まで）で有名な演劇人を呼んでほしい。 

男性 30歳代 古井 若者が育つ環境をつくり続けてください。 

男性 20歳代 蜂屋 規模が小さい。所在場所がわからない。蜂屋に大規模な施設を

つくってほしい。 

女性 20歳代 古井 バンド練習で使う学生のために機材の使い方の説明書的なもの

があると助かります。回数券とポイントカードがあると継続的

に使う人が増えるかもしれません。 

女性 40歳代 太田 他にホールが無いので。いつか可児市のアーラのような施設に

建て替えてほしいです。 

女性 70歳代 古井 もっと多く利用してほしい。 

女性 50歳代 下米田・牧野 可児のアーラぐらい、よい文化が取り入れられればうれしい。 
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男性 70歳代 山之上 文化会館を遊ばせておいてはいけない。どんどん利用するべき。 

男性 60歳代 古井 文化事業の拠点、現状維持重要。 

男性 70歳代 古井 建設より年数が過ぎ、設備の見直しが必要である。 

女性 60歳代 古井 収容人数がもう少し多い 1,000 人以上だったら。もっと芸能人

の観劇に利用していけないのか。 

男性 50歳代 古井 可児市の「アーラ」は事業中心、こちらは単なる貸館と割り切

ればよい。運営費は最低限にしてください。 

男性 70歳代 太田 維持費がかかりすぎではないか。ペイする利用金を取るべき。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 60歳代 太田 利用したことがない。 

女性 80 歳代以上 太田 １人で行けない。わからない。 

男性 70歳代 蜂屋 利用回数はどのくらいか。 

女性 80 歳代以上 太田 おまかせします。 

男性 60歳代 蜂屋 あまり利用していないので、わからない。 

女性 50歳代 古井 文化会館を使用したことがありません。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

女性 70歳代 古井 個人としては利用していない。 
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（14）「かわまちづくり事業」の推進         （土木課） 

 

【事業を評価している意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 活気あふれるまちづくりに賛成です。人々が活動的で活き活き

すれば、まちの雰囲気もよくなると感じます。 

女性 20歳代 蜂屋 バーベキューをしたりする施設がないため、いつも市外へバー

ベキューをしに行くことが多いが、便利になってありがたい。 

男性 40歳代 加茂野 行ってみたい。 

女性 20歳代 古井 遊べる場所が増えるのはよいと思います。 

女性 40歳代 蜂屋 川を通して、環境問題を誰もが自分の問題としてとらえ、自然

環境、景観を大切にしていける生活スタイルをつくっていくこ

とは、今後も大切だと思います。開発や観光地化するなら、環

境への配慮をよろしくお願いします。 

女性 20歳代 太田 見たことはないが、利用してみたいと思う。 

男性 60歳代 太田 美しい川の保存は大切です。 

男性 30歳代 蜂屋 美濃加茂が有する自然を生かした、よい内容だと思います。こ

れからも推進していってください。 

女性 30歳代 蜂屋 景観がよいので、期待する。 

女性 20歳代 古井 貴重な観光資源は有効に活用すべきだと思います。新しい魅力

的なスポットができれば市民が集まりますし、他のまちからも

人が訪れ、美濃加茂の活性化につながりとてもよいと思います。 

女性 20歳代 加茂野 ぜひ、バーベキュー場やカフェ期待しています。地元で遊べる

場所が増えるのはうれしい。 

女性 50歳代 太田 他のまちからも来ていただけるような場所になるとよいですね。 

女性 80 歳代以上 太田 よいことと思います。 

女性 60歳代 下米田・牧野 今後を見ないとわからないが取り組みはよいと思う。 

女性 30歳代 加茂野 公園不足、遊具不足を感じ、あまり子どもを連れて遊びに行く

場所がないので、とてもよいと思います。 

男性 60歳代 古井 オープンカフェの開設は賛成。 

男性 30歳代 古井 若い世代（20代、30代家族）は、バーベキューやキャンプ場が

あれば利用する機会が増えると思うので、是非とも整備を進め

てほしい。 

男性 40歳代 加茂野 美濃加茂市をＰＲすることにもなると思うのでよいと思う。 

無回答 60歳代 古井 早急にコーヒーなどを飲む所ができれば散歩に行って景色を見

ながら休めるのでよいと思う。 

女性 50歳代 三和 昔「中之島キャンプ場」でキャンプをした思い出があります。

そのような場所があってもよいですね。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 70歳代 太田 大変よいことだと思います。 

女性 20歳代 下米田・牧野 今後の予定にあるものが、早めに進むことを望みます。楽しみ

です。 

男性 30歳代 古井 今後の予定に期待します。 

男性 30歳代 太田 とてもよいと思います。がんばってください。 

男性 30歳代 古井 健康の森のバーベキュー場は市外の人もよく知っています。そ

ういった意味では今後に期待です。ライン下りの復活につなが

るとよいですね。 

女性 70歳代 古井 美濃加茂市を全国へ発信していただくために、大いに賛成です。 

女性 60歳代 加茂野 歩いて川べりを散策したいです。 

女性 60歳代 蜂屋 楽しみにしています。 

男性 30歳代 古井 是非、皆が楽しめるスペースができるとよいです。 

女性 40歳代 太田 自然を生かした観光、広がるとよいと思います。 

女性 70歳代 古井 私は名古屋からこちらに来て、太田橋からの景色はとてもすて

きだと思っている。 

男性 70歳代 古井 これからのまちづくりの出発点と期待しています。市民がどっ

と集まるように工夫されたい。市民の心がわくわくするように。 

男性 50歳代 蜂屋 すばらしい。 

女性 70歳代 古井 完成の後には利用させていただきます。 

男性 70歳代 古井 期待している。 

男性 無回答 古井 とにかく、行動あるのみでやってみないとわからない。悪いこ

とではない。人が集まることをどんどん計画実行してみる。 

男性 50歳代 古井 ようやく木曽川（重要な資源）を生かした事業が進み始めたこ

とは評価します。よいものにしてください。 

 

【事業を評価していない意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 30歳代 太田 川の汚染、治安の悪化、駐車場ではない場所などの無断駐車、

規制や取り締まりができるのか。川沿いの家で暮らす人たちは

不安だと思う。 

男性 30歳代 古井 市民が市内で遊べる場所はつくるべき。しかし、そこに行くま

での手段が車しかないなら行く人は少なくなると思う。車に乗

ったらそのまま遠くに行くから。 

女性 10歳代 太田 バーベキュー場やカフェをつくって利用する人が多くいるとは

思えない。 

女性 40歳代 古井 ゴミが増える。バーベキューは入場料を取り、ゴミの分別をし

っかりと。やるだけやって食べて飲んですべて捨てていくので

すから。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

女性 70歳代 蜂屋 木曽川がきれいな川ではない。集客が難しいのでは。 

女性 80 歳代以上 古井 老人には機会がない。 

女性 20歳代 太田 整備することが川の環境を壊している。 

男性 30歳代 蜂屋 税金の無駄。 

男性 70歳代 古井 遊歩道があるのに、川辺にまた歩道をつくった意味がわからない。 

女性 40歳代 太田 増水のたびに整備が必要となるところに施設をつくることに反

対。中之島公園、中山道会館下の船着き場など反対。 

女性 40歳代 下米田・牧野 環境や治安が悪くなるかもと不安あり。 

女性 40歳代 古井 バーベキュー場のせいで、ごみが増えそう。管理をしっかりし

てもらえるならよいが、そうでなければ止めてほしい。今でも

夜にバイクや花火をされてうるさい。 

男性 70歳代 蜂屋 観光推進して何か意味があるのか、理解できません。市住民の

ための行政でよいと思います。 

男性 20歳代 蜂屋 まったく重要でない。無駄づかいと思う。 

男性 20歳代 加茂野 本当に必要なのか、どの位需要があるのか。政治のどんぶり勘

定ではなく確実な方法で計算し市民に意見を聞くべきです。も

っと他にやるべきことがあると思います。 

男性 70歳代 太田 大洪水が起きたらどうするのか。 

男性 40歳代 古井 使ったお金が適切に利用されているのか疑問である。 

男性 60歳代 下米田・牧野 並行している中山道で飲食等をすれば足りる。 

 

 

【今後の事業の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地区 意   見 

男性 50歳代 古井 他では河川公園、遊歩道など整備が進んでいるが、美濃加茂は、

もともとライン下りがありながら最も遅れている。 

女性 30歳代 蜂屋 同時に駐車場の整備を。防災面からのアプローチも考えていた

だきたいです。 

女性 50歳代 古井 盆踊りを、郡上踊りのように何日も夜通し踊るようにしてはどうか。 

男性 70歳代 古井 加茂川など小河川の自然状態への復帰（ビオトープ）。子ども・

大人も楽しめる川への希望。 

男性 30歳代 太田 美濃加茂側だけでなく、可児市とも協力して行ってください。 

男性 60歳代 太田 委託業務費用を少なくする取り組みをされていれば、広報他で

ご紹介ください。 

男性 20歳代 太田 木曽川を使った観光化には賛成だが、カフェ１つをつくったり、

バーベキュー場を１つ整備するのでは足りない。バーベキュー

等メイン施設を中心に周りも徹底的に観光地化しなくてはいけ

ない。また音楽等も重要。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 20歳代 蜂屋 計画だけでさえ相当な額を使用しているので、ただつくるので

はなく本当に意味のあるものを。 

女性 40歳代 加茂野 期待しています。 

女性 30歳代 太田 「今後の予定」のところは、進めてもらうとよいと思う。ライ

ン下りの再開はやめてほしい。採算の取れない事業は、税金の

無駄づかいでしかないと思う。なぜ、民間企業（名鉄等）が手

を引いたのに、行政が行って、うまくいくとは思えない。 

男性 60歳代 蜂屋 バーベキュー、物産販売などの飲食・物販の方向を望まない。

いこいの景観をつくり出したい、人がたたずみたくなるような。 

男性 50歳代 下米田・牧野 今後、丸山ダムのかさ上げが完了しても、想定外の豪雨で水に

つかる可能性は十分ある。また、あまりに人工的な空間では面

白くない。 

男性 70歳代 古井 今渡ダム上流部の開発。 

男性 50歳代 太田 ドックランをつくってほしい。できれば、大型犬と小型犬を分

けてほしい。 

男性 50歳代 古井 美濃加茂市の観光スポットとして発展できるよう内容をもう少

し見直した方がよい。増水、川の氾濫などの防災対策は。 

女性 60歳代 古井 赤字にならないように。 

男性 50歳代 古井 景観をこわさず整備してほしい。 

男性 70歳代 太田 中山道三大難所の一つ、太田の渡しを復元対岸を含めたプラン

にすべし。 

男性 60歳代 加茂野 集客できるように施設の充実を今後も図ることが必要と考える。 

女性 60歳代 太田 アウトドア向けの施設が市には少ないし便利のよい場所がよい

です。 

男性 60歳代 下米田・牧野 太田以外の景観も整備望む。 

女性 40歳代 下米田・牧野 中之島公園、もっと利用しやすいように、駐車場の入り方をわ

かりやすくＰＲしていただきたい。 

男性 60歳代 古井 防水害対策事業のみにしておき、他はなるべく自然を残した方

がよいと思う。 

男性 70歳代 古井 市民が気軽に利用できる施設にしてほしい。 

男性 40歳代 下米田・牧野 バーベキュー等は夏のレジャーでは。冬は何をするのか。 

男性 50歳代 太田 洪水、増水の時は大丈夫なのか。 

女性 60歳代 蜂屋 趣旨には賛成しますが、工夫しないと集客が難しいと思います。 

女性 60歳代 古井 中之島公園とはどこのことですか。元ラインシュロスがあった

ところをもっと有効に使っては。もったいないなと思う。 

男性 70歳代 古井 市外から人を呼び込むこと以上に、市民の生活エリアとなり、

その居心地のよさから市外からも来るようになれば。川が市民

を潤すまちづくりに期待。 



- 69 - 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 40歳代 古井 どんどん進めてホームページなどでＰＲしていってほしいで

す。 

男性 70歳代 加茂野 利用可能性の調査は十分か。 

男性 50歳代 古井 既存の公園の維持整備にも力を入れてほしい。荒れた公園が多

いと思う。 

男性 50歳代 古井 日本ライン下り、シュロスの前例を考えて、赤字にならないよ

うな運営を希望します。 

男性 60歳代 伊深 ウォーキングコース等、美しい整備計画と駐車場等の拡大を願

う。 

女性 60歳代 太田 一部の人の利用で終わらないよう、周知してほしい。 

女性 40歳代 下米田・牧野 よいと思います。これも利用者から少しお金を出してもらうの

がよいと思います。私も払います。 

女性 50歳代 加茂野 そのためには駐車場をきちんと近場につくり、老若男女が利用

しやすい場所にしてください。ただつくるだけでは、利用しな

くなると思います。 

女性 60歳代 太田 中之島公園の利用には賛成ですが、若者たちが集まると、夜中

まで騒いだりすると思います。その対策をしっかりやってほし

い。 

男性 60歳代 蜂屋 目の前に、太田橋や、旧 41号などの人工物や車、騒音、二村化

学の排水路があるので、それらのデメリットをオーバーする魅

力とするためには、思い切った投資が必要である。 

男性 20歳代 蜂屋 観光としては重要だと思います。整備の際には、木曽川や土地

の景観を壊すことのないよう、配慮してもらいたいです。 

女性 20歳代 古井 急な雨天にも対応できると、ゴミや炭の処理をせずに帰る人が

減ると思います。トイレの設備がしっかりしていないと、行き

たいと思う人も来ないし、衛生面も悪化します。水洗トイレ大

事です。洋式でお願いします。 

男性 40歳代 下米田・牧野 きちんとした管理人や、料金を取るべき。マナーを守らない人

への対処を最初からきちんと決めるべき。 

男性 20歳代 蜂屋 どこにでもあるバーベキュー場や何もない公園にするのなら、

マイナーな競技向けの専用競技場を用意した方が知名度向上に

もつながる。 

女性 40歳代 太田 いつできますか。完成年度は決まっていますか。道の駅みたい

な感じですか。増水が心配ですが。 

男性 60歳代 加茂野 駐車場の整備。アスレチック施設。 

男性 60歳代 太田 バーベキュー広場の掃除などどれだけの店ができるか。人待ち

で終わってしまうのでは。 

男性 70歳代 山之上 ライン下りも休止して残念。新しく観光客が集まればよいと思う。 
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性別 年代 居住地区 意   見 

男性 60歳代 古井 一過性ではなく、長期的に利用される施設でありたい。 

女性 20歳代 古井 自然を壊さない整備をお願いします。 

女性 30歳代 古井 大人も楽しめる体験等もあるとよいと思います。美濃加茂市市

外からも来てもらえる施設だとよいです。 

男性 30歳代 古井 期待しているが、問題点などあると思う。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地区 意   見 

女性 30歳代 蜂屋 利用したことがないからわからない。水はきれいなまちだと思

います。 

男性 70歳代 下米田・牧野 わかりません。 

女性 70歳代 古井 木陰が少ないし、利用するには大変な設備等が必要になると思

うのでわからない。 

女性 80 歳代以上 太田 ライン下りがなくなりました。淋しいです。 
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