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（１）市の情報の発信 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 冬期モンキーパーク割引等、他地域よりメリットあり。 

男性 60 歳代 蜂屋 特に情報不足はない。 

男性 70 歳代以上 古井 広報紙にて得られる情報で十分です。 

女性 20 歳代以下 古井 広報紙は表紙のデザインもよく、見る気になる。中には詳しく情報

が載っている。 

男性 60 歳代 太田 読んで情報を知るにはなかなかである。 

男性 70 歳代以上 古井 広報紙のみ。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20 歳代以下 加茂野 広報紙がつまらない。若者目線も必要。 

男性 50 歳代 太田 広報紙の内容に魅力が乏しく、さっと目を通すだけになっている。

男性 50 歳代 下米田・牧野 広報発行が減った。 

女性 40 歳代 蜂屋 広報が届きません。自治会未加入。 

男性 60 歳代 古井 広報紙でなくて小学校学級新聞のようである。 

男性 30 歳代 加茂野 広報紙が配付されない。 

男性 30 歳代 太田 広報紙が家に届きません。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 出せばよいと思っていませんか。 

男性 40 歳代 蜂屋 月一度の情報では、今の時代、不十分ではないのか。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 自治会に入らないと広報紙を配ってもらえないのでしょうか。ホー

ムページでチェックはしています。 

男性 60 歳代 太田 マンションの管理代を払っているのだから、市の広報紙は管理人

を通せばもっと広く大勢が見られる。 

女性 50 歳代 三和 あまり感じられない。 

女性 20 歳代以下 古井 自治会に入っていないともらえませんか。 

女性 50 歳代 蜂屋 意見を言えるような場所がない。自治体が上に申すことがない。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 やりすぎ。 

女性 30 歳代 蜂屋 学校規模適正化の問題について、周囲からいろいろな噂話を聞く

という状態だった。広報をみてもわかりにくかった。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 広報紙はどこにあるのでしょうか。 

男性 20 歳代以下 加茂野 一人暮らしだと広報紙が入手できないのですか。自治会に入らな

いと広報紙が届かないのですか。 

男性 40 歳代 太田 本当の情報が流れていますか。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 三和 山間部は何事もあとまわし。 

男性 50 歳代 太田 広報が見にくい。 

男性 60 歳代 加茂野 自治会を通した情報を増やしたらどうか。（会合等のコミュニティと

コミュニケーション） 

男性 50 歳代 古井 議会情報が不足している。 

女性 50 歳代 古井 情報量が少ない。 

男性 60 歳代 加茂野 広報について、もっとわかりやすい内容を望みます。 

男性 30 歳代 太田 情報がほとんど知られていない。 

男性 40 歳代 太田 それなりに取り組んでいると思いますが、まだまだ告知ができてい

ないように思います。 

女性 20 歳代以下 太田 もらっていません。 

女性 60 歳代 伊深 得たいと思っている。自身が広報紙をもっと理解するようにしたい。

女性 60 歳代 太田 近（5 年くらい）広報紙を見たことがない。 

女性 70 歳代以上 古井 他市との比較が少なくて、他と比べられないのではないでしょうか。

女性 30 歳代 古井 自治会に入っておらず、ネット環境もないので情報は知らないが、

特に困ることはない。 

女性 60 歳代 古井 どれだけの市民がしっかり読んでいるのかと思います。 

男性 50 歳代 蜂屋 広報紙はあまり見ない。 

男性 70 歳代以上 加茂野 広報紙で得られる。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 行政に興味がないので、あまり情報収集をしない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 見る機会がない。 

女性 70 歳代以上 古井 必要のない、望んでいない工事が行われている。 

女性 60 歳代 太田 広報が届いてもあまりしっかり読んでいないので悪しからず。 

男性 60 歳代 太田 有線放送の一般行事活用をさせてください。市側の有無は有線を

使用しますが、一般行事の活用ができません。要望があれば使

用できるようにしてください。 

男性 70 歳代以上 古井 拡声器の聞き取りができない。 

男性 70 歳代以上 古井 毎月初めに出る広報紙で知る。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 30 歳代 太田 わからない。 
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（２）市政への市民意見の反映 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

無回答 無回答 無回答 対応が早い。 

男性 50 歳代 山之上 意見を聞こうとしている。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 人口の多い地域ばかり税金を投入していて、山間部にはできませ

ん、検討しますとしか言わない。 

男性 50 歳代 古井 議会の活動が不明。 

男性 20 歳代以下 加茂野 ブラジル人との共存は、市民はあまり望んでいないかと思う。 

男性 50 歳代 太田 市民の意見の反映方法を、よくわかっていない市民が多いのでは

ないでしょうか。 

男性 50 歳代 伊深 個人の意見をどこで表現するのでしょうか。 

女性 50 歳代 古井 一部分だけだと思う。 

男性 70 歳代以上 山之上 防災対策について長年申請しているが、予算がないとまったく受

け止めてくれない。 

女性 70 歳代以上 太田 歩道の整備が遅い。自転車のマナーが悪く、歩くのに危険を感じ

る。 

男性 60 歳代 加茂野 反映する場が町内自治会しかない。 

男性 70 歳代以上 古井 市会議員がもっと努力すべき。 

男性 40 歳代 蜂屋 自治会を通す以外伝える方法はないのでは。 

女性 60 歳代 古井 市内巡回バスは必要かと。利用状況はどうなっていますか。 

女性 50 歳代 古井 情報の発信がなされていますか。 

男性 50 歳代 下米田・牧野 市内中心になっている。 

男性 30 歳代 太田 住んで 3 年過ぎたがまったく意図がみえない。 

女性 30 歳代 蜂屋 美濃加茂市の幼稚園が少ないので、中部台周辺は保育園や児童

館が必要だと思います。 

女性 60 歳代 古井 全然されていない。頼めば市はお金がないと言うばかり。 

女性 50 歳代 蜂屋 時間曜日が自由に選べない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 市民の意見を知らない。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 されていない。 

男性 60 歳代 太田 提案、提起する委員会の委員選定につき、市 OB や特定業者、特

定な人選に偏重しているのではないか。 

女性 30 歳代 蜂屋 ホームページで意見をしても反映されたという気がしなかった。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20 歳代以下 古井 感じられない。 

男性 40 歳代 太田 市民の意見が反映されているのは私たちの世代以上で、20～30

歳代または中高生等若い人々の意見が５次総では取り入れられ

ていない。 

女性 60 歳代 古井 市議会の日時がわかるとよい。 

男性 60 歳代 太田 自治会要望が解決しない。部署別要望箇所の確実な調査点検を

市は行うこと。 

男性 50 歳代 山之上 住民税、固定資産税等市民の負担の軽減策が検討されていな

い。 

男性 60 歳代 蜂屋 自治会要望事項一覧表と実績一覧。 

女性 20 歳代以下 古井 何も意見を出していない。どこで出すかわからない。 

男性 40 歳代 太田 何が反映されているか伝わってこない。 

男性 70 歳代以上 古井 あまり知ることができません。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 太田 わからない。 

男性 30 歳代 太田 利用したことがないのでわかりません。 

女性 30 歳代 古井 よくわからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 50 歳代 三和 情報がないのでわかりません。 

女性 20 歳代以下 古井 よくわからない。 

女性 30 歳代 太田 わからない。 

女性 20 歳代以下 古井 わからない。 

女性 30 歳代 蜂屋 よくわかりません。 

女性 60 歳代 太田 まったくわかりません。そのため、記入できません。 

男性 20 歳代以下 加茂野 わからない。 
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（３）生涯学習の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 蜂屋 本人のやる気があれば環境はＯＫ。 

男性 70 歳代以上 古井 生涯学習をもっと推進すべき。 

女性 20 歳代以下 古井 様々な活動、催しがある。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 図書館等で勉強できる。 

男性 40 歳代 太田 日曜日に行ってほしいです。 

女性 60 歳代 古井 伝統芸能等を充実してほしい。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 図書館は充実してきたと思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 現状、おじさんおばさんで余裕のある方が中心となっている。 

女性 50 歳代 古井 偏っている。 

女性 60 歳代 下米田・牧野 誰もが学べるとは思えない。 

男性 70 歳代以上 加茂野 あっても利用者がない。 

女性 20 歳代以下 古井 感じない。 

男性 60 歳代 太田 小中高教育部のクラブとの共同スポーツはできないのか。見学だ

けでも子とのふれあいはできる。父母以外の参加を。 

女性 40 歳代 加茂野 図書館が 18 時に閉館では、平日の利用はできない。延長してほ

しい。 

女性 50 歳代 蜂屋 勤めているため、自分が学ぼうとする時間と合わない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 環境が整っているかどうかの情報自体がない。 

男性 50 歳代 太田 仕事をしている人は、夜しか参加できないので、夜にできることを

考えてもらいたい。 

女性 60 歳代 伊深 高齢者でも参加できる種目を増やしてほしい。 

女性 40 歳代 蜂屋 個人で取り組める学習の機会がほしい。 

男性 60 歳代 加茂野 カルチャーセンター的な場が把握しにくい。 

女性 50 歳代 古井 情報の発信がなされていますか。 

女性 60 歳代 加茂野 限られた人数と日時等で参加しにくい。交流センターの活用があ

ってもよい。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 昼間に開いている教室が多いので、学生、社会人には優しくない

と感じる。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 どのような学びができるか知らない。 

女性 40 歳代 古井 時間、内容等、誰もが、という環境ではないと思う。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40 歳代 太田 どこでどのようなカルチャーがやっているのかわからないし、広報

紙等の記事も小さいのでわかりにくい。 

男性 20 歳代以下 加茂野 どういったものがあるかを知りたい。 

男性 40 歳代 太田 人口が少ないので仕方がないが専門知識を学ぶ場が少ない。 

女性 60 歳代 太田 今まで学びたい、習いたいと思っても費用と時間と曜日が合わ

ず、申し込めなかったことも多々あります。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 もっと周知を徹底したほうがよい。誰でも参加できることなので。 

女性 30 歳代 古井 専業主婦や子育てしている母親が学べる、昼間の講座を増やして

ほしい。 

女性 30 歳代 蜂屋 体育館の併設した施設が少ないので、あるとよいです。 

男性 70 歳代以上 古井 普通。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 わかりません。 

男性 50 歳代 古井 不明。 

女性 30 歳代 古井 よくわからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 30 歳代 太田 わからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 30 歳代 太田 わからない。 

女性 20 歳代以下 古井 わからない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 知らない。 

男性 70 歳代以上 山之上 実態等よくわからないので、普通と回答。 
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（４）スポーツ活動の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 市民が元気になるように。 

男性 60 歳代 蜂屋 体育振興会、自治会体育はＯＫ。 

男性 70 歳代以上 古井 スポーツ活動はよく推進されている。 

女性 30 歳代 古井 体育館やグラウンドで活動している姿を見かけるから。 

男性 30 歳代 太田 ソフトバレーや自治会対抗野球大会等おもしろい。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 色々なクラブチーム等がある。 

男性 40 歳代 太田 そこそこ行われているように思います。 

女性 60 歳代 太田 中央体育館や、各学校の体育館やグラウンドを利用している人は

多いと思います。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 何の誰の、個人の活動が多様化しており、難しい問題です。 

女性 20 歳代以下 古井 市として、スポーツ活動を行っているということは知らない。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 やりすぎ。 

男性 20 歳代以下 加茂野 スポーツ活動、イベントの有無が周知されていないように思われる。

男性 40 歳代 太田 美濃加茂市は何に特化しているか不明。 

男性 70 歳代以上 蜂屋 陸上競技場の 400ｍコースをつくってほしい。美濃加茂市にないた

め。 

男性 70 歳代以上 古井 リーダー格の育成が必要。 

女性 60 歳代 加茂野 健康体操を週に 2 回ぐらい行ってほしい。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 体育委員は人がいないので大変。 

男性 60 歳代 太田 小中高体育施設の開放をしてほしい。また、学生との一体化した

スポーツを推進してほしい。某農業化の取り組みを参考に。 

女性 30 歳代 太田 母親に優しいものを期待。（託児付き） 

男性 20 歳代以下 加茂野 環境が整っているかどうかの情報自体がないため。 

女性 70 歳代以上 伊深 競技スポーツではなく健康づくりのためのスポーツがあるといい。

女性 70 歳代以上 古井 体育委員に任せているのではないか（地域のボランティア）。 

男性 50 歳代 下米田・牧野 グラウンド整備をしてほしい。 

男性 40 歳代 太田 気兼ねなく参加できるようにしてほしい。 

女性 30 歳代 蜂屋 体育館の併設した施設が少ないので、あるとよいです。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 昔参加したことがある。 

男性 70 歳代以上 古井 自治会等で実施されている。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 わかりません。 

男性 50 歳代 古井 不明。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 20 歳代以下 古井 わからない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 知らない。 

女性 30 歳代 太田 わからない。 
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（５）市民と市で協働のまちづくり 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 古井 役所の連絡でほどほどに進んでいる。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 進んでいると思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 転入時に、自治会加入希望をしたのに、その後のアクションなし。

おかげで、ダンボール等が捨てられない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 ボランティアとは何か。職員には日曜出勤手当てが出る。おかし

い。 

男性 70 歳代以上 山之上 市行政が協働しているとは思えない。 

男性 60 歳代 蜂屋 何が進行しているか不明。 

女性 70 歳代以上 太田 進んでいるとは感じられません。 

女性 70 歳代以上 古井 参加している意識がないです。 

男性 70 歳代以上 古井 あまり進んでいないと思う。 

男性 50 歳代 山之上 自治会内で不安か所を市へ報告していますが、まったく進まず、

県・国へ移行とのことで、回答になっていません。また、期末には

意味不明の工事を行っています。 

男性 70 歳代以上 古井 回数が少ない。 

女性 20 歳代以下 古井 自分は何もできていない。チャンスがどこにあるのかわからない。

男性 40 歳代 加茂野 ペットボトルやトレイの回収が毎月、自治会で行われていますが、

むだだと思います。今は、どのスーパーも回収箱が置いてありま

すので、自治会では毎月行わなくてもよいです。 

男性 70 歳代以上 加茂野 役人任せではないか。 

男性 50 歳代 山之上 ごく一部の市民の意見でまちづくりが行われているのではないだ

ろうか。 

男性 30 歳代 太田 情報が少なすぎる。 

女性 60 歳代 加茂野 まちを活性化する、まちづくり、イベント等もっと積極的にやってほ

しい。 

男性 60 歳代 太田 市職員の市民行政（サービス）への意識改革が第一歩、スタート

である。 

男性 40 歳代 太田 市に批判的な意見ももっと注意を払うべきだと思う。 

男性 60 歳代 太田 市（環境部）が自治会を推進していない。特にアパート加入者だ

が、オーナー建設業者への指導が弱い。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 駅前通りの活性化を考えてほしい。難しいことだが。 

男性 20 歳代以下 加茂野 環境が整っているかどうかの情報自体がないため。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 わかりません。 

男性 50 歳代 古井 不明。 

男性 50 歳代 太田 活動内容が伝わっていないのでよくわからない。 

女性 50 歳代 古井 わからない。 

男性 60 歳代 加茂野 意味不明。 

女性 30 歳代 加茂野 わからない 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 20 歳代以下 古井 わからない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 いまいち質問の意味がわからなかった。 

男性 40 歳代 太田 わからない。 

女性 30 歳代 太田 わからない。 

女性 30 歳代 蜂屋 よくわかりません。 

男性 20 歳代以下 古井 わからない。 

女性 60 歳代 太田 わからないので、「普通」と回答した。 

男性 20 歳代以下 加茂野 知らない。 
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（６）市民の自治意識の高揚 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代以下 古井 取り組んでいると思う。 

男性 70 歳代以上 古井 市民が積極的とはいかないが、ある程度は進んでいる。 

男性 20 歳代以下 加茂野 都市部に比べれば意識は高いと思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 自治会活動に参加しない人が増えているように思う。 

女性 30 歳代 太田 自治会は、はっきり言って面倒。 

男性 50 歳代 古井 参加環境不足。 

男性 30 歳代 古井 満足だが、活動行事が多く、休日に体を休めることができない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 環境が整っているかどうかの情報自体がないため。 

女性 50 歳代 古井 私は文化を広めたいと思っているのに、それを取り扱ってくれる手

段がない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 時々参加しています。 

男性 60 歳代 蜂屋 自身も含め、未参加状態。 

女性 20 歳代以下 古井 自分自身もそうだし、周りにそういう人もいないように感じる。 

男性 50 歳代 太田 自治会未加入の家庭が多い。 

男性 60 歳代 加茂野 市民が全員自治会に加入する。義務化。 

女性 50 歳代 三和 私の地域では自治会活動はしていますが、人が減り大変です。 

女性 50 歳代 太田 むだな計画が多い。ライン公園はどうするかよくわからない。 

女性 40 歳代 古井 自治意識の温度差がありすぎる。アパートが多いからか。 

男性 60 歳代 太田 市街地（太田、古井地区）の行政区割りの見直し、自治会単位（50

～100 世帯）の地域づくりが急務。 

男性 40 歳代 太田 自治会等に属さない人も市に関わる機会をつくるべき。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 出たがらない人もいます。 

女性 30 歳代 古井 外国の方と交流の取り組みをもう少し増やしてほしいです。 

男性 60 歳代 太田 自治会加入者以外はボランティアに参加者がいない。町内の開

催日は有線で参加を呼びかけるべき。 

男性 70 歳代以上 古井 ボランティア団体の育成が大切です。 

男性 50 歳代 山之上 来期へ予算を残さないように、意味不明工事を急いで行ってい

る。このような工事なら整備ヶ所の件数をかたづけてほしい。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 他の市民を知らないので。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 どのような場面のことか不明。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 30 歳代 太田 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 30 歳代 太田 わからない。 

女性 60 歳代 太田 わからないため。 
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（７）美濃加茂ブランドの創造 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 蜂屋柿、梨 

男性 70 歳代以上 蜂屋 食の世界遺産、干柿。 

男性 60 歳代 太田 蜂屋柿 

女性 50 歳代 太田 梨（山之上）、柿（蜂屋） 

男性 60 歳代 古井 蜂屋の柿 

女性 20 歳代以下 古井 蜂屋柿、三和のホタル 

女性 50 歳代 蜂屋 蜂屋柿 

男性 70 歳代以上 古井 蜂屋柿 

女性 30 歳代 太田 蜂屋柿 

女性 70 歳代以上 古井 蜂屋柿 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 保守的な風土のため期待できない。 

男性 20 歳代以下 太田 これだ、と思うものがない。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 美濃加茂市にはブランド品がない。山之上の柿、梨くらい。しか

し、どこに行っても美濃加茂は有名、知らない人はいない。 

男性 50 歳代 太田 特に、何もないように思っている。 

男性 50 歳代 伊深 感じない。 

女性 50 歳代 古井 他地域へ行ったときに、誇れるものがない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 ないと思います。 

男性 70 歳代以上 山之上 本市には特定のブランドを創造する体質でない。協同、協調する

熱意がない。自由勝手主義の土壌が昔からある。 

男性 60 歳代 蜂屋 ライン下り衰退後代表ブランドなし。 

男性 60 歳代 加茂野 ブランドイメージが見えない。 

男性 70 歳代以上 古井 非常に難しいと思います。 

男性 70 歳代以上 古井 あまり感じません。 

女性 40 歳代 蜂屋 美濃加茂のブランドと聞いて、何も思いあたらない。 

男性 30 歳代 蜂屋 何かありますか。 

女性 60 歳代 太田 堂上蜂屋柿は甘すぎて昔は重宝されたが、現代では市田柿の方

がよい。 

男性 70 歳代以上 加茂野 美濃加茂のブランドは難しい。 

女性 60 歳代 古井 お土産がない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 古井 ブランドは聞いたことがありません。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 ないです。県外の友人は昭和村の CM で美濃加茂市を知るそうで

す。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 ない。 

女性 40 歳代 古井 蜂屋柿くらいしか思いつかないが、食べたことのある人はどのくら

いいるのでしょうか。それで市ならではのブランドと言われても疑

問が残る。 

男性 60 歳代 太田 誇れるものがない。 

女性 30 歳代 蜂屋 蜂屋柿以外に思い浮かばない。力の入れ方次第でよいものがで

きる可能性もあるでは。 

男性 70 歳代以上 古井 いくらかはあると思いますが、多く誇れるものはない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 美濃加茂と言って浮かぶものがない。 

男性 40 歳代 太田 よい材料があるのに活かしきれていない。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 まだ感じられない。 

女性 60 歳代 太田 手土産にできるような名物がないように思う。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 蜂屋柿以外はない。 

男性 50 歳代 山之上 蜂屋柿、山之上梨等は有名だと思うが、価格に反映しておらず、

海外戦略もないので、行政が積極的に PR してほしい。 

男性 20 歳代以下 加茂野 イメージがわかない。 

女性 60 歳代 加茂野 お土産がないと思います。 

女性 70 歳代以上 古井 健康食品として、みよ櫻の酒まんじゅうでもつくってください。 

女性 70 歳代以上 伊深 蜂屋柿・坪内逍遙等、まだまだ周知が必要。 

女性 70 歳代以上 太田 蜂屋柿以外になにかほしい。 

男性 70 歳代以上 蜂屋 蜂屋柿だけでは通年はだめ。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 創造する必要がある。 

男性 60 歳代 蜂屋 PR 不足。 

男性 50 歳代 蜂屋 この地域の特産をしっかりつくること。 

男性 60 歳代 太田 蜂屋柿の大衆向けな価格と、知識の継承を求む。果樹園の協力

イコール、果物の新しい商品化と市の指導。日本ライン下りの再

認識と再建を考える。 

無回答 無回答 無回答 もっと PR したらよい。 

男性 50 歳代 下米田・牧野 無理にブランドをつくらない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 古井 不明。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 太田 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 50 歳代 三和 情報がないのでわかりません。 

女性 20 歳代以下 古井 わからない。 

男性 50 歳代 古井 知らない。 

男性 20 歳代以下 古井 知らない。 
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（８）労働環境の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 蜂屋 企業誘致努力はＯＫ。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 時節柄職が減り、誘致が難しいと思う。 

女性 60 歳代 伊深 年齢的なこともありますが、定年退職後、再就職の仕事があまり

にも少なかった。 

女性 70 歳代以上 古井 国の施策が悪いのでしかたのないこと。外国人は大変です。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 企業へ補助金ばかり支給しているが、それに見合った効果がみえ

ない。ばらまきすぎ。 

女性 30 歳代 古井 工場の求人が派遣ばかりだから。 

女性 20 歳代以下 古井 不景気に伴い、減っている。仕事のない外国人が気になる。 

女性 20 歳代以下 伊深 工場ばかりというイメージがあります。 

女性 40 歳代 下米田・牧野 事務系はほとんどいない。工場勤務ばかり。 

女性 50 歳代 三和 （働きやすい環境が）あるようには見えない。 

女性 50 歳代 蜂屋 （働きやすい環境が）少ない。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 （働きやすい環境が）ない。 

男性 60 歳代 太田 商工会議所の指導力不足と、個々の事業所の存在感、必要性の

欠如。（商店、企業主の高齢化） 

男性 70 歳代以上 古井 環境は整っていますが、近隣都市は人も多い。 

男性 40 歳代 太田 雇用の場がない。 

男性 40 歳代 太田 働く場所はあっても市の企業に元気がないので、給与水準が低

く、市外で働かざるをえない。 

女性 60 歳代 太田 たくさんあるとも充実しているとも思えず、環境が整っているとも思

えない。 

女性 60 歳代 古井 失業中の人がいる。 

男性 60 歳代 太田 国内労働者の場の確保。外国人への資本送出を止められます

か、国内賃金は高い、は詐欺的です。 

女性 60 歳代 古井 60 歳以上の働く場所がたくさんあるとよい。 

男性 70 歳代以上 加茂野 若者及び高齢者の働く場が不足。 

男性 50 歳代 古井 老後の働く場所がない。 

男性 50 歳代 山之上 外国人の働く場所があり、市民の働く場所が少ない。 

男性 50 歳代 太田 外国人よりまず日本人の雇用優先を。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 太田 もっと誘致すべき。 

女性 30 歳代 古井 託児があるとうれしい。 

男性 50 歳代 山之上 60 歳以上の高齢者の働く場所がない。また、所得も非常に少ない。

女性 50 歳代 加茂野 あまり工場等そういう所ではなく、短時間で軽労働な所がもう少し

ほしい。 

女性 40 歳代 古井 子どもを持つ母親のための働き場がないから。 

女性 50 歳代 古井 偏っている。 

男性 20 歳代以下 蜂屋 働きやすい環境の整備は必要ない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 なんとも言えないので。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 無職ですから。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 整っているかわかりません。 

男性 70 歳代以上 蜂屋 わかりません。 

男性 50 歳代 古井 不明。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 
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（９）商業の振興 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 下米田・牧野 山手はよいと思います。便利です。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 中心部に偏っているため、全然だめ。 

男性 40 歳代 山之上 昔の方がにぎやかだった。 

男性 70 歳代以上 蜂屋 駅前がんばれ。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 古井駅付近は寂しい状況です。 

女性 60 歳代 古井 車を使わないと買い物ができない。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 駅前が寂しい。 

男性 50 歳代 太田 駅前商店街はまったく賑わっていない。 

男性 60 歳代 太田 メイン通り太田駅前商店街はまったく機能していない。 

女性 60 歳代 伊深 伊深には商店が少なすぎる。 

女性 40 歳代 蜂屋 駅南。 

女性 50 歳代 古井 駅前はだめです。無計画すぎ。 

女性 70 歳代以上 伊深 商店主さんの気持ちを尊重しながらも、何か対策が必要なのでは

ないか。 

女性 70 歳代以上 古井 駅前通りに活気がない。 

男性 60 歳代 蜂屋 太田駅の南、努力不足。 

男性 70 歳代以上 加茂野 大型店に独占されている。 

男性 50 歳代 古井 一部に固まっているため、地元の商店街は衰弱している。 

男性 60 歳代 蜂屋 大型店のみ偏重。小売はだめ。 

女性 70 歳代以上 古井 大店舗出店を規制しなければ難しいのではないかと思う。車の時

代で駐車場も必要です。 

男性 60 歳代 加茂野 商業街がどこか駅前周辺とすれば極めて不満。 

男性 70 歳代以上 古井 特に駅前の商店が寂しい。 

男性 50 歳代 山之上 美濃太田駅前は買い物客が少ない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 どんどんさびれている。 

女性 30 歳代 古井 駅前はさびれている。 

男性 70 歳代以上 古井 身近な個人商店街は活気がない。 

女性 60 歳代 加茂野 さびれています。 

女性 60 歳代 古井 太田駅南地区がシャッター通りで寂しい。 

女性 40 歳代 蜂屋 安いスーパーがほしい。 

女性 20 歳代以下 古井 美濃太田駅前通りがずいぶん以前に比べると寂しくなった。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 駅前商店街の再開発を。以前と比べさびれている。 

無回答 無回答 無回答 駅前商店街の活気のなさは寂しい。 

男性 30 歳代 蜂屋 駅前はにぎわっていますか。 

女性 40 歳代 加茂野 加茂野ではあまりない。 

女性 60 歳代 古井 店が少ない。 

男性 60 歳代 太田 シャッター街が目立っております。 

女性 50 歳代 三和 近くに商店がない。 

女性 50 歳代 古井 大型店ができ、ひびいている。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 にぎわっているとは感じない。 

男性 40 歳代 太田 かたよっている気がします。 

女性 40 歳代 蜂屋 太田駅北側の繁栄により駅前通りは（南側）静かになった。 

男性 50 歳代 古井 質量は変わらないのに値が高い商店が多い。活気がない。 

男性 60 歳代 太田 商店街の活性化は商店個々の考え方で。行政には温度差があり

すぎると思う。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 大型ショッピングモール等のレジャー施設があればと思います。 

男性 70 歳代以上 古井 町内の商活動はだんだん衰退の傾向にある。 

男性 20 歳代以下 加茂野 活気が感じられない。 

男性 40 歳代 太田 大手の一人勝ち。駅の北側の開発が進んだためしがない。 

男性 40 歳代 古井 駅前はスラム街。にぎわっていません。 

男性 40 歳代 太田 本当に効果ある予算の使い方をしているのか、再検討するべきか

もしれません。 

女性 60 歳代 太田 太田駅前は整備されはしたものの、シャッターの降りている店が多く

残念。 

女性 60 歳代 古井 シャッター街が閉まっている店が多い。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 にぎわっていない。 

女性 30 歳代 古井 シャッターを閉めている店が多くなっていると思う。 

男性 50 歳代 山之上 一部の地域（駅北）がにぎわっているのみで、他のほとんどは疲

弊している。 

女性 30 歳代 太田 知らない。（情報が少ない） 

男性 60 歳代 加茂野 駅前商店街の活性化。 

男性 50 歳代 古井 学生を集められる施設がほしい。 

男性 30 歳代 太田 中山道以外にも見所があればもっとよい。 

女性 20 歳代以下 伊深 駅の南側が発展してほしいです。 

男性 60 歳代 太田 企業を誘致すれば商店はシャッター通りになる。解決策は企業に地元

商店テナント加入を 優先させることと、低価格な料金にすること。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 
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（１０）工業の振興 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 行われている様に感じる。 

女性 30 歳代 蜂屋 蜂屋地区に用地が整備されつつあり、今後企業が進出し、雇用が

期待されるため。 

男性 60 歳代 蜂屋 企業誘致努力はＯＫ。 

女性 30 歳代 古井 企業の大手工場がある。 

男性 40 歳代 太田 適切に取り組んでいると評価します。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 行われているのであれば、大手企業のテレビ工場の代わりを見つ

けられるのではないですか。 

男性 60 歳代 加茂野 誘致がほとんど皆無。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 企業へ補助金ばかり支給しているが、それに見合った効果がみえ

ない。ばらまきすぎ。 

女性 60 歳代 古井 現在の経済状態ではいかがなものかと思います。 

男性 50 歳代 太田 まだまだ不足。 

女性 30 歳代 蜂屋 まだまだ不足。蜂屋台があいているので、誘致が進むとよいです。 

男性 60 歳代 太田 全然感じない。企業誘致は市の活性化には必要不可欠。 

女性 60 歳代 太田 大手企業がなくなると聞いた。一流企業がなくなるのは不安。 

女性 60 歳代 古井 中部台等の空き地が多い。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 不況だから。 

男性 60 歳代 太田 企業を誘致すれば商店はシャッター通りになる。解決策は企業に

地元商店テナント加入を 優先させることと、低価格な料金にす

ること。 

男性 50 歳代 山之上 労働場所の提供、市の収入の増加による市民負担の軽減等の目

的が明確ではなく、中途半端である。 

女性 60 歳代 伊深 若者が地元で働けるようにしてほしい。 

男性 60 歳代 太田 地元雇用が少ない。 

女性 60 歳代 古井 店ばかりできたが、60 歳代でも働ける場所をつくってほしい。 

男性 70 歳代以上 古井 役所に誘致セクション課を置き、活発にする必要がある。 

女性 40 歳代 蜂屋 増えていると思うが、生活する場所に近いところで増えてほしい。

女性 30 歳代 太田 前平公園の北に建設中の工業団地、緑や山が切り倒されて悲し

いです。 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

女性 50 歳代 三和 情報がないのでわかりません。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 知りません。 

女性 30 歳代 蜂屋 よくわかりません。 
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（１１）市街地の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 駅北は大変便利です。 

女性 40 歳代 蜂屋 駅北は便利。 

女性 60 歳代 古井 駅裏はまあ良好。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

無回答 無回答 無回答 駅前がどうもよくない。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 何もない。 

男性 60 歳代 太田 まったく活性化していない。 

女性 70 歳代以上 下米田・牧野 輝きがなく、他市に足を向けてしまう。 

女性 50 歳代 古井 駅北の発展はめざましいが、南のことを思うと残念です。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 カラスが非常に多い。 

男性 60 歳代 加茂野 まったく感じないし、歩こうとも思わない。魅力がない。 

女性 50 歳代 蜂屋 繁栄していない。駅前は昔のほうがにぎわっていた。 

女性 60 歳代 加茂野 思いません。 

女性 60 歳代 太田 どこでもそうだが、旧駅裏と駅前というならば。 

女性 60 歳代 古井 日曜日等人がいない。 

男性 60 歳代 太田 店内に入っても挨拶なし。ところが知人が入店するとその人とは

会話がある。これでは二度とは行きません。 

男性 40 歳代 太田 便利になってきたが街並みとしては美しくない。 

男性 50 歳代 古井 活気がない。 

男性 60 歳代 太田 駅前商店街がほんとうに再生できると思いますか。見切りをつけ

るタイミングではないのでしょうか。 

女性 30 歳代 蜂屋 休日道路が混雑する。（駅北商業団地） 

男性 70 歳代以上 古井 その環境、だんだん悪くなっています。 

男性 40 歳代 古井 にぎわっているのは駅裏だけ。成り立つ活用化を求める。 

女性 60 歳代 太田 シャッターが目立つゆえ少々寂しさを感じる。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 にぎわっていないと思う。 

女性 30 歳代 古井 駅裏の方が明るいイメージがあります。 

男性 50 歳代 山之上 駅北のみが便利であり駅前は不便である。 

女性 60 歳代 伊深 駅前商店街が寂しいです。 

女性 60 歳代 下米田・牧野 便利でない。 

男性 30 歳代 太田 飲み屋しかない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代以下 古井 駅南はいまいち。駅北側は便利。道が混むのはちょっと困る。 

男性 40 歳代 太田 予算を使わずに、旧太田町、旧古井町の町の活性化はなんとか

ならないだろうか。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 いちいち車を停めたり乗ったりしなくてはならないので、一か所で

済む場所がもっとほしい。 

女性 60 歳代 古井 駐車場が少ない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 やはり車がないとどこも不便に感じる。 

男性 50 歳代 蜂屋 駅北への移行必要。 

男性 30 歳代 加茂野 駐車スペースがないため駅前には買い物に行かない。 

女性 30 歳代 古井 駐車場が少ない（ない）所があるので、路上駐車になってしまうこ

とがある。 

女性 40 歳代 蜂屋 買い物には便利と思うが、道路の混雑をさけるため、あまり行か

ない。（駅北） 

女性 50 歳代 三和 便利だとは思わないが、あまり買い物にには行かない。 

女性 60 歳代 古井 もっと駐車場をつくってください。太田町が泣いています。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 道が狭かったり入り組んでいたりしてわかりづらい。駅前で買い物

することはない。どんな店があるのかわからない。 

女性 70 歳代以上 古井 駐車場が十分なく、買い物に戸惑う。 

女性 50 歳代 蜂屋 駐車場がない。他の市に比べ市の駐車場がない。 

女性 40 歳代 下米田・牧野 駅前イコール市街地とする質問がおかしい。どこも車がないと買

い物に行けない。 

女性 70 歳代以上 古井 買い物客がもっと来てくれるまちづくりをしてほしい。 

男性 50 歳代 三和 駐車場のスペースが少ない。 

男性 50 歳代 太田 駅前商店街の再開発を。以前と比べさびれている。 

女性 50 歳代 太田 北口の開発をしてほしい。公園の美化。商店街。 

男性 30 歳代 古井 無料の駐車場を増やしてほしい。 

男性 40 歳代 山之上 駅裏の方が便利。 

女性 30 歳代 太田 大型スーパー等に行ってしまう。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 太田駅前の活性化が必要です。 

男性 50 歳代 古井 商店に奥行きがない。 

女性 30 歳代 加茂野 駐車場が狭く、止めにくい時もある。 

女性 50 歳代 古井 車のない人は出かけられない。 

男性 70 歳代以上 古井 商店街の活性化が必要。 

男性 60 歳代 蜂屋 活力、商品力がなく、努力が足りない。 

男性 70 歳代以上 加茂野 興味、関心を呼ぶ店が少ない。 

男性 50 歳代 山之上 駐車場がない。 

女性 70 歳代以上 古井 商品数、大きな店がない。 



- 24 - 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 蜂屋 太田駅の北側に店が集中している。 

女性 70 歳代以上 伊深 駅北は便利ですが、南は駐車場もなく不便。 

男性 60 歳代 太田 企業を誘致すれば商店はシャッター通りになる。解決策は企業に

地元商店テナント加入を 優先させることと、低価格な料金にす

ること。 

女性 30 歳代 古井 駅北は車で行くならよい。南は中途半端に古臭い。センスのよい

店が増えてほしい。中山道はもったいない。趣があるのに。 

男性 70 歳代以上 古井 駐車場が少ない。 

女性 40 歳代 蜂屋 駐車場がない。行きたい店がない。 

男性 70 歳代以上 加茂野 無料駐車場があればよいと思う。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 太田地区は便利だと思うが、駅へ行くのに老人や車に乗れない人

は不便だと思う。 

女性 20 歳代以下 伊深 この10年でとても整ってきたなと思います。ただ、一つ一つが独立

しているので、移動が大変です。 

女性 40 歳代 古井 駐車場があまりない。 

男性 30 歳代 蜂屋 駅前はにぎわっていますか。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 あまり使いません。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 駅前へ買い物に行くことがないのでわかりません。 
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（１２）農林業の振興 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 古井 身近にあるため。 

女性 30 歳代 古井 道の駅などよい野菜が売っている。 

女性 60 歳代 古井 JA の店で手に入れています。 

無回答 無回答 無回答 JA での野菜購入は安くて新鮮でうれしい。地産地消で大変よい。

男性 50 歳代 蜂屋 JA グリーンセンター利用。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 自宅でつくっているので。 

男性 70 歳代以上 古井 農産物の入手はよい。 

女性 60 歳代 古井 JA 等の販売はよいと思う。 

女性 60 歳代 加茂野 安全で地元産が手に入っています。 

女性 60 歳代 太田 農協等の青空市場等では、生産者の方からお店を通して買える

ので、安心のように思える。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 古井 発信施設がない。 

女性 60 歳代 伊深 地元で働き、定着できるようにしていただきたい。 

女性 50 歳代 太田 後継者がいない。 

女性 70 歳代以上 伊深 “地元産”という表示がないのでわからない。 

女性 70 歳代以上 古井 地元に農林省の新しい野菜。 

男性 70 歳代以上 加茂野 農林産物の加工が少ない。 

男性 60 歳代 蜂屋 地産物は「JA めぐみの」のとれったひろばのみ。 

男性 60 歳代 加茂野 スーパーは他地域産、地元産は農協での二級品しか手に入らな

い。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 産業祭を何で終わりにしたか納得できない。職員で対応できなけ

ればボランティア等方法があると思う。 

男性 40 歳代 蜂屋 JA が働く一般市民にとって使いにくい。夕方 5 時までだし、おいし

い野菜をいつも買えるとよい。 

男性 70 歳代以上 加茂野 安全ではあるが、特定産地のようにはとてもできない。 

女性 50 歳代 三和 林業ではあまり活発だとは思えない。 

女性 50 歳代 古井 スーパーには地元産が少ない。 

男性 40 歳代 太田 農地が減ってきている。農地に虫食いで住宅地や建物ができてい

る気がします。 

男性 40 歳代 太田 よさのアピールに欠ける。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 下米田・牧野 うちでつくっている。 

男性 50 歳代 山之上 米以外の農林業に対する政策、行政指導が不十分であるため農

林業者に意欲がわかない。 

男性 60 歳代 加茂野 農地の保全。後継者の育成。 

男性 50 歳代 太田 地元の産業を保護、PR してほしい。 

男性 40 歳代 太田 販売する場所づくりが必要。生産者と消費者をつなぐ工夫が必

要。 

男性 60 歳代 太田 蜂屋柿の大衆向けな価格と、知識の継承を求む。果樹園の協力

イコール、果物の新しい商品化と市の指導。日本ライン下りの再

認識と再建を考える。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 蜂屋 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

男性 60 歳代 太田 何があるのか全然知りません。 
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（１３）観光の振興 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 昭和村の充実。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40 歳代 蜂屋 特徴がない。 

女性 70 歳代以上 伊深 資源を活かしきれていない。 

男性 60 歳代 蜂屋 資源が何かを PR 不足。 

男性 70 歳代以上 加茂野 緑地が少なく、街の美しさが不足 

男性 50 歳代 古井 まちの資源が何なのかわからない。 

男性 70 歳代以上 山之上 魅力的観光施設が多くない。 

男性 60 歳代 加茂野 何が売りなのか不明です。 

男性 70 歳代以上 古井 魅力的な観光地になっていない。 

男性 50 歳代 山之上 昭和村、健康の森のリピーターがまったくいない。 

女性 30 歳代 古井 活かしきれていない。 

女性 60 歳代 加茂野 なっていないのではないですか。 

女性 20 歳代以下 古井 やることの（中山道等）、規模が小さい。 

男性 50 歳代 太田 中山道会館等、1 回行ったら次に行きたいとは思わない。 

男性 30 歳代 蜂屋 美濃加茂市に観光客を呼べるものはありますか。 

女性 60 歳代 太田 世界の眼が向くようなものをつくらないと観光での収入は望めな

い。 

女性 60 歳代 古井 梨があるが値が高い。 

女性 50 歳代 三和 昭和村しか知りません。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 ない。 

男性 60 歳代 太田 観光地として何が目玉なのか。市民が本当に意識しているのかわ

からない。 

男性 70 歳代以上 古井 農産物の一部、観光地はその通りだと思う。 

男性 40 歳代 太田 マンネリ化していませんか。 

男性 40 歳代 太田 中山道まつりはがんばっていると思うが、普段の休日も人が来る

ような工夫がほしい。 

女性 60 歳代 太田 中山道、太田宿周辺はよく整備され美しさも保たれていると思う

が、個人的に他の所のことをよく知らないので。 

女性 60 歳代 古井 市民でもわかっていないことが多い。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 日本ラインと昭和村以外だめ。昭和村もよくない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 蜂屋柿の大衆向けな価格と、知識の継承を求む。果樹園の協力

とは、果物の新しい商品化と市の指導。日本ライン下りの再認識

と再建を考える。 

男性 50 歳代 山之上 観光地、観光産業は衰退している。 

女性 40 歳代 蜂屋 観光名所は特にないと思う。力が注がれていない。 

男性 50 歳代 古井 昭和村と中山道しかない。二度と行く気がしない。 

女性 30 歳代 太田 市民にもっと割引をしてほしい。 

女性 70 歳代以上 古井 ライン下りの PR をもっとしたらと思います。 

男性 50 歳代 古井 連携不足。 

女性 50 歳代 太田 ライン下り以外で、何かありますか。もっと昭和村へのアピールに

力も入れてください。 

女性 70 歳代以上 古井 立派な木曽川の流れを上手につくって、人を集める。 

男性 60 歳代 蜂屋 観光立地としてまったくだめ。 

男性 70 歳代以上 加茂野 市に温泉でもできたらと思います。 

女性 60 歳代 加茂野 町の名物（地域グルメ）等もっと力を入れて、多くの人が訪れるよ

う考える。 

男性 50 歳代 太田 地元の産業を保護、PR してほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 わかりません。 

男性 20 歳代以下 蜂屋 いらない。 

女性 30 歳代 加茂野 わからない 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 
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（１４）防災対策 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 古井 自治会で防災体制ができている。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 地域は築かれていると思います。 

男性 50 歳代 山之上 自治会で組織されている。 

女性 70 歳代以上 伊深 自分の身は、自分で守るように心がけたい。 

女性 50 歳代 三和 家庭の中でできることはやり始めました。 

女性 60 歳代 加茂野 防災用の食品、水、ラジオ等 小限必要なものは用意している。

男性 30 歳代 下米田・牧野 防災袋あり。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 深田に住み、加茂川の氾濫時に、無線がないので勧告が出る地

域には無料（無償）で無線を配ってほしい。 

男性 60 歳代 加茂野 災害時の避難場所は十分ありますか。 

男性 50 歳代 古井 家庭内不足。 

女性 60 歳代 伊深 地域のつながりが薄れているので不安。 

女性 50 歳代 古井 訓練不足。 

女性 70 歳代以上 古井 公園の空地のみでは心配。 

女性 50 歳代 古井 何もやっていない。 

女性 70 歳代以上 太田 防災訓練。一度もやっていない。 

男性 50 歳代 古井 避難場所がどこにあるのか明確でない。 

男性 60 歳代 蜂屋 各家庭のレベル。行政力は見えない。 

男性 60 歳代 加茂野 緊急避難場所等が少なく全世帯収容できるかが不安・体制が不

備。 

男性 70 歳代以上 古井 各戸にオフトークの設置が必要。風の強い時あるいは強い雨の場

合等は同報無線の放送が聞きづらい。 

男性 30 歳代 蜂屋 スピーカーから流れる広報が聞こえない。 

女性 30 歳代 蜂屋 災害訓練がありますが、希望者のみの参加になっています。3～5

年かけて全員参加にしたいです。 

女性 20 歳代以下 伊深 山の崩れが心配です。 

女性 60 歳代 古井 集って行ったことがない。 

女性 60 歳代 古井 防災訓練が定期的に必要。 

女性 20 歳代以下 太田 美濃加茂に来て昨年大雨で水がたまり家へ帰れなかった。 

女性 30 歳代 加茂野 小学校の耐震がまだです。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代以下 蜂屋 火災時、小学生下校の放送がうるさい。特に深夜。 

男性 70 歳代以上 古井 知る範囲では少ないと思う。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 防災用具（非常食品他）がまだそろっていない。 

男性 40 歳代 太田 防災無線の聞こえが悪い。音が割れている。 

男性 40 歳代 太田 築かれているとは思えません。 

女性 60 歳代 太田 地域ぐるみの避難訓練等はされていないように思える。 

女性 60 歳代 古井 災害訓練が行われていない。 

女性 30 歳代 古井 一度地区の防災訓練に参加したがあまりの人数の少なさにびっく

りしてしまったため。 

男性 60 歳代 太田 市は自治会の緊急連絡表を理解していますか。残念ですが引き

継いで実施する自治会の取り組みは弱くなっています。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 資機材の充実。 

女性 50 歳代 太田 大震災に水、食料、寝具、避難所、医療の対策を充実させてほし

い。 

男性 50 歳代 太田 加茂川の氾濫等何回も同じことを繰り返してもまったく改善されな

い。 

男性 40 歳代 太田 自主防災組織への訓練の実施等働きかけが弱い。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 
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（１５）消防・救急体制の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 蜂屋 一度子どもが痙攣を起こし救急車を利用したが、とても親切でよ

かった。 

女性 70 歳代以上 伊深 消防の方ごくろうさまです。 

男性 60 歳代 古井 24 時間対応の病院が 2 つもある。 

男性 60 歳代 蜂屋 市政組織ＯＫ。市民一人ひとりがレベルアップ。東日本大震災を

例にして、個人レベルが大切。 

男性 70 歳代以上 古井 自治会で体制ができている。 

女性 30 歳代 古井 わりとよいように思える。 

女性 20 歳代以下 伊深 消防団が活発だと思います。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 必要 低限は整っているかと思います。 

男性 70 歳代以上 古井 火災時即消防が出動されている。 

女性 60 歳代 太田 消防自動車、救急車の出動も多く、整っていると思っている。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 消防団員のなり手がいない。 

女性 50 歳代 太田 災害時、人員、救急車、消防車両、訓練は足りていません。 

男性 60 歳代 加茂野 地域活動が後退、核家族化による。例えば消防団員等への希薄

化。 

女性 50 歳代 蜂屋 緊急が要請できないときが多い。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 消防車がむだに出動しすぎ。 

男性 40 歳代 太田 低限は整っていると思うが、これで満足すべきではない。 

男性 30 歳代 太田 乳幼児等が夜間、時間外診療時、料金発生はおかしい。高い。 

女性 60 歳代 古井 防災無線が聞きづらい。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 もっと柔軟な対応を。 

男性 50 歳代 三和 若い人の防災に対する意識が薄い。 

男性 60 歳代 太田 ボランティア消防団への加入者がいないということは、町民の意

識の弱いことの反映では。行政の基本は民に奉仕することが基本

ですね。 

女性 60 歳代 加茂野 自分自身は火災のとき、消火栓がどこにあるのか、知らないのが

現状です。 

女性 50 歳代 古井 救急救命士の数を増員してほしい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 加茂野 消防団は家庭を犠牲にしてボランティアで務めているので、もっと

体制を考えた方がよいのでは。 

男性 50 歳代 山之上 インターネット網による緊急通報設備が各家庭にあるとよい。 

男性 50 歳代 山之上 自治会消防団の待遇をもっとよくしてもらいたい。平日出動して会

社に半休、休日の届けを出すと話ではよい返事が返ってきます

が、実際はまったく逆です。 

女性 30 歳代 太田 深田に住み、加茂川の氾濫時に、無線がないので勧告が出る地

域には無料（無償）で無線を配ってほしい。 

女性 70 歳代以上 古井 救急車の乱用を避けるためには、料金を支払う制度にしたらと思

います。公共の施設であっても、重傷者を 優先だと思います。

何かあってからでは遅いと思う。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 
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（１６）防犯体制の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 三和 安心とまではいかないが、今まで事件等なかった。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 特に危険は感じない。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 街灯が少ない。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 街灯等が少ない。暗くて危険なところが多い。 

男性 60 歳代 加茂野 車種のみで判断する警察官が、どうかと思う。 

女性 50 歳代 太田 街灯が十分ではないです。 

女性 50 歳代 古井 私有地の整備を働きかけ、荒地、暗い道のないようにしてほしい。

女性 70 歳代以上 古井 市内で犯罪が発生したとよく聞くので不安です。 

男性 60 歳代 蜂屋 以前車上狙いに会いました。 

男性 30 歳代 太田 カーナビの盗難がありました。 

男性 60 歳代 古井 夜JR太田駅前が不安で駅北からタクシーを利用せざるをえない。

男性 50 歳代 古井 街灯が少ないため、夜道は物騒である。 

男性 60 歳代 蜂屋 以前は施錠等必要なし。 

女性 50 歳代 蜂屋 他国の人が多く、怖い。 

女性 30 歳代 古井 ジョギングコースで痴漢にあった。暗い道が多い。 

男性 40 歳代 蜂屋 不審者がよく出没する。 

女性 40 歳代 蜂屋 美濃加茂は不審者情報が多い気がする。 

女性 20 歳代以下 古井 外国人が怖い。車の乗り方や集団でいたり、夜遅くにフラフラして

いたりする。 

男性 50 歳代 太田 外国人犯罪が多すぎる。 

男性 30 歳代 蜂屋 近所で空き巣が入った話をよく聞く。 

女性 60 歳代 太田 家は空き巣に、畑の作物は盗まれてばかりだ。 

男性 70 歳代以上 加茂野 人口が増すほど危険度が高くなる。 

女性 20 歳代以下 伊深 逆に平和ボケしていると思う。 

女性 50 歳代 加茂野 駅周辺が夜になると真っ暗で歩きにくい。 

女性 40 歳代 古井 育てている花鉢を盗まれたり、隣家に泥棒が侵入したり常に不安

です。 

女性 30 歳代 伊深 泥棒に入られた。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 朝の通勤ラッシュ等で、交差点に無理に進入する車が多い。 

女性 60 歳代 加茂野 近未公開株の電話、封書がよくあり、個人情報の漏れが心配です。
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 蜂屋 不安です。 

男性 40 歳代 太田 空き巣、不審者等身近で起こる出来事が多い。 

女性 30 歳代 古井 不審者情報が多い。自分も小さい子どもと散歩するし、小学生の

子もいるので心配。 

女性 40 歳代 蜂屋 不審者情報は依然多く、学校帰りが遅くなる子等暗い道が多いとこ

ろでは心配です。社会情勢の影響で犯罪も減らないと思います。 

男性 50 歳代 太田 外国人が多い。 

男性 50 歳代 古井 外国人の犯罪が多い。 

女性 40 歳代 古井 外国人が多すぎる。 

女性 50 歳代 古井 交番に警察官がいないときが多い。 

女性 40 歳代 蜂屋 地域の交番のおまわりさんは、この方で大丈夫かな、と感じる点

があった。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 泥棒に入られそうな気がする。 

男性 70 歳代以上 古井 夜間、町並みの照明があるが、危険をなくす。 

男性 40 歳代 太田 駅の南側の繁華街はマナーが悪い。 

女性 30 歳代 下米田・牧野 悪質なセールスなどで一度怖い思いをしました。 

男性 40 歳代 太田 車上荒らしに 3 回、事務所に泥棒、外国人による知人への暴力を

何とかしてほしい。 

男性 30 歳代 太田 不審者が多すぎる。心配。 

女性 60 歳代 太田 普段は安心した生活をしているが、振り込め詐欺やひったくり等、

自動車に乗れずに自転車や歩きのときは気を抜くことができない。

男性 30 歳代 下米田・牧野 サイレン鳴らしながら救急車、消防車がよく家の前を通る。 

男性 50 歳代 蜂屋 外国人が多いから。 

女性 60 歳代 加茂野 近くで痴漢や空き巣を聞く。 

男性 50 歳代 古井 外国人犯罪が多い。 

男性 60 歳代 太田 地域の交流が進めばそこには犯罪はなくなっていくのでは。ごみ

袋に町名、氏名記入がない現状をいかになくすか、毎日でも有線

でその都度指導をすることができます。 

男性 70 歳代以上 古井 各自治会または自治体で防犯強化を。 

男性 20 歳代以下 加茂野 ブラジル人の交通事故が多い気がする。教育を徹底すべき。 

女性 30 歳代 加茂野 夜間、家の周りに街灯はなく、車上狙いもたびたびある。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 古井 不明。 
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（１７）交通安全の推進 

 

【指標を評価している意見】 

意見なし 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 蜂屋 交通安全委員は不要。 

男性 40 歳代 古井 歩行者保護の考えが欠落している。そのために、何回も事故に遭

いそうになっている。 

男性 40 歳代 山之上 ダンプ、トラックの信号無視等が早朝に多くみられる。 

男性 50 歳代 古井 自転車走行の悪化。 

男性 60 歳代 太田 一方通行でもルール無視で通行している。毎日、取締りをまったく

していない。 

女性 30 歳代 加茂野 子どもの通学路で県道の脇を歩き、ガードレールもなく、危険か所

がある。 

男性 30 歳代 太田 車をぶつけられました。 

男性 60 歳代 古井 外国人ドライバーがむちゃな運転をしている。 

男性 50 歳代 古井 学生の自転車通学はルールが守られていない。 

女性 50 歳代 蜂屋 横断歩道に立っていても車はほとんど止まらないです。 

女性 70 歳代以上 加茂野 愛知、岐阜は交通ルールやマナーが悪いと思う。 

女性 60 歳代 古井 細い道をすごいスピードで大きくクラクションをならし通る車があ

る。 

男性 70 歳代以上 古井 狭い道での同じ方向での両側通行。自転車通学時に中学生のマ

ナーが非常に悪い。いつ事故が起きてもおかしくない。 

女性 40 歳代 蜂屋 高校生の自転車マナーが悪すぎる。 

女性 20 歳代以下 古井 一方通行無視。 

男性 50 歳代 太田 外国人のマナーの悪さが目立つ。 

女性 40 歳代 古井 狭い道なのにスピード超過の車が多いです。家の近くに「止まれ」

の標識がありますが、止まらない車が多いです。 

男性 60 歳代 太田 スーパー等の駐車場で歩行者を無視する人が多すぎる。 

女性 50 歳代 三和 車を運転中に自転車の横断があったりしました。 

女性 50 歳代 古井 自転車、歩行者の通行マナーが悪い。 

女性 50 歳代 蜂屋 学生のマナーが悪い。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 横断歩道で誰も止まらない。 

女性 20 歳代以下 太田 小学生が集合する場所が道路で危ない。美濃加茂に来て歩いて

いる人が信号無視して道を渡っていた。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 外国人、自転車のルール違反が多い。 

女性 30 歳代 加茂野 スピードを出しすぎの車が通学路を通る。 

男性 20 歳代以下 蜂屋 昼間はよいが、夜間にバイクで空ふかしをしてうるさいときがあ

る。 

男性 60 歳代 蜂屋 岐阜県全体で右折、左折するとき、曲がる時にウインカーをつけ

る人が多いのに、ウインカーをつけなくて曲がっていく人が非常に

多い。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 マナーが守られていない。 

男性 40 歳代 太田 自分勝手な人間が多い。 

男性 40 歳代 太田 マナーは普通だと思う。 

女性 60 歳代 太田 ウインカーを出さなかったり、直前しか出さなかったりすることが多

く、怖い思いや腹立たしい思いをよくする。 

女性 60 歳代 古井 高校生の自転車通学のマナーが悪い。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 中高生は自転車でひかれて死にたいのか。信号のない四つ角で

も止まらない。運転免許を取らせるな。 

女性 30 歳代 古井 事故の多い所の色塗りの場所を増やしてほしいです。 

女性 50 歳代 太田 自転車のマナー向上へ。 

男性 60 歳代 太田 ドライバーの一人として思いやりの運転に心がけたい。ルールは

時には破られるもの、破られない柔軟な指導を。罰則と刑だけで

はよくないと思います。 

女性 60 歳代 下米田・牧野 交通巡査の人が影に隠れて違反の人を見つけるよりも、パトカー

で町の中をよく巡回してほしい。違反の人を出さないようしっかり

巡回してほしい。 

男性 70 歳代以上 古井 年に一度くらい交通安全教室を、部落で行う必要があるかと思う。

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 
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（１８）健康づくりの推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 古井 相談員を利用している。 

男性 60 歳代 蜂屋 自費人間ドック。市診断項目では把握できない健康状態。 

女性 70 歳代以上 古井 私自身歩くこと、健康診断を毎年受けている。また、多くの人が取

り組まれている。市の計画に感謝している。 

男性 60 歳代 太田 毎日散歩している。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 歩くようにはしています。 

男性 70 歳代以上 古井 あまり運動しませんが時々歩いています。 

男性 70 歳代以上 下米田・牧野 スイミング、山登り、早歩き。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 取り組めていない。 

女性 30 歳代 太田 子どもがいるので行けない。 

男性 50 歳代 古井 意識不足。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 歩くことのみ。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 健康な人を表彰しすぎ。 

女性 50 歳代 蜂屋 時間がない。 

女性 60 歳代 太田 自分はしていません。 

女性 60 歳代 加茂野 取り組めていません。 

女性 50 歳代 古井 忙しさについ後回しになります。 

男性 40 歳代 太田 自分は取り組めていない。 

女性 60 歳代 太田 中央体育館での運動と散歩を心がけているが、まだ、不足してい

ると思っている。 

男性 60 歳代 太田 自由に利用できる施設を地域に設置する。 

女性 40 歳代 蜂屋 近くの交流センターなどで、ストレッチ程度の運動ができる場があ

るとよい。 

女性 20 歳代以下 加茂野 近くに無料の運動できるところがほしい。 

女性 60 歳代 太田 シルバー検診を受けているが歯も毎年にしてほしい。 

女性 40 歳代 蜂屋 自分はできていても子どもをみていると、昔と比べ今の小学校で

は、他校との大会等限られた中でしか働きかけがないように思う。

小さいうちから活発になれるようにしてほしい。 

 

【わからない・その他】 

意見なし 
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（１９）医療体制の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 蜂屋 問題なし。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 不便を感じません。 

女性 30 歳代 古井 時間外でも診て下さるので申し訳ないけれどとても助かります。

（特に子ども） 

男性 70 歳代以上 古井 近くに医療機関がありますので安心です。 

女性 60 歳代 太田 役所から届く健診の案内等により受けているので、ありがたいと

思っています。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 特に、参加に問題あり。市内に診察可能な医院が何件あるか、ご

存知でしょうか。 

男性 40 歳代 山之上 身近にはない。 

女性 50 歳代 太田 木沢病院に集中しすぎていませんか。 

男性 60 歳代 蜂屋 木沢では不安という人が多いです。 

男性 60 歳代 古井 木沢、太田病院等大きな病院ほど待ち時間が長すぎる。 

男性 50 歳代 古井 どの病院も待ち時間が多すぎる。また、駐車場がない。（木沢病

院） 

女性 50 歳代 下米田・牧野 インフォームドコンセントの充実をお願いしたい。 

男性 70 歳代以上 山之上 駐車場が整備された総合病院がない。 

男性 60 歳代 加茂野 人間ドック等は現在名古屋で検診している。 

男性 40 歳代 蜂屋 かかりつけ医制度はわかりますが血液検査をしても当日結果が

わからず、改めて足を運ばないといけない。 

女性 40 歳代 蜂屋 木沢はうわさが悪いし、個人病院は薬を多く出したがる。ひどい所

は先生の態度が悪い。 

無回答 無回答 無回答 専門的な病院がなく市外で治療しなければならない。 

男性 60 歳代 加茂野 診療時の待ち時間の短縮。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 全国的に難しいようですが、深夜にも対応できる小児科の案内が

わからない。木沢に書いてあるのを見て知った。 

女性 40 歳代 下米田・牧野 救急病院はあるが、その後の（転院）受け入れ病院があまりに少

なすぎる。 

女性 50 歳代 蜂屋 外の市に比べ悪い。 

女性 30 歳代 加茂野 よい病院がない。眼科、耳鼻科、外科等。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 下米田・牧野 整備されていない。 

男性 20 歳代以下 蜂屋 他県と比べるとあまりよくない。高度な医療を受けるために、岐阜

市に行くときがある。 

男性 40 歳代 古井 メタボ健診が社会保険加入者は受けられなくなり困っています。 

男性 40 歳代 太田 普通だと思う。もっと各病院の情報公開が必要。 

男性 30 歳代 太田 乳幼児等が夜間、時間外診療時、料金発生はおかしい。高い。 

男性 60 歳代 太田 利益追求の医療体制の中では、たらい回しの体制になり、真の病

を治していく心が医師にあるのか。 

男性 40 歳代 太田 産婦人科クリニックがほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 
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（２０）障がい者福祉の推進 

 

【指標を評価している意見】 

意見なし 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 高齢者でもお金を持っていないと暮らせない。 

男性 60 歳代 蜂屋 知人に障害者がおり、金額など家族の負担が大きい。労力はか

けられない。 

女性 50 歳代 古井 難しいと思う。 

男性 40 歳代 太田 難しい問題だと思う。今はまだ十分にできない。 

男性 50 歳代 古井 施設不足。 

女性 70 歳代以上 伊深 高齢化とは活動が不自由になることなので、もっと配慮が必要な

のでは。 

男性 60 歳代 古井 自分自身が障がい者ですが、参加できる情報がない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 あわれみを持つのではなくみんな一緒の参加で。 

男性 50 歳代 太田 相談窓口が少ない。 

男性 70 歳代以上 古井 そのような環境ではありません。再考を要します。 

男性 60 歳代 太田 健常者の障害者への思いやりの配慮が相互にできあがればできる。

あらゆる施設に障害者優先ゾーンをつくればよいというものではない。

男性 30 歳代 太田 実体がわからないので、なんとも言えない。 

男性 60 歳代 加茂野 把握していない。 

女性 60 歳代 太田 自分はしていない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 わからない。 

女性 50 歳代 古井 わからない。 

男性 30 歳代 太田 利用したことがないのでわかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 わかりません。 

女性 60 歳代 太田 この点はよくわからないので、「普通」と回答しただけのこと。すみ

ません。 

男性 20 歳代以下 加茂野 知らない。 
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（２１）介護・高齢者福祉の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代以下 蜂屋 オムツ等、補助金が出ていてよい。 

女性 70 歳代以上 古井 これからお世話になることかと思うので充実してほしいです。 

男性 70 歳代以上 古井 おおむね設備は整っていると思います。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 古井 金銭がなければサービスが受けられない。 

男性 60 歳代 太田 高齢者が無収入になって介護費を払うのはどうかと思う。 

女性 50 歳代 古井 交通の便、移動しにくい。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 そうは思いません。 

女性 40 歳代 蜂屋 施設は増えているが利用するにあたっての金額の問題等経験が

ないため何とも言えないが、不安はある。 

男性 50 歳代 山之上 支援やサービスはある程度充実していると思うが、安心して暮ら

せるとまではいえない。 

女性 50 歳代 太田 高齢者の交通手段やタクシーバスへの補助が大いに不足。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 低生活者が無視されている。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 まだまだだと思います。会に集まる人以外の手当てがほしい。 

女性 30 歳代 古井 慈恵会系列で他の市に比べれば充実していると思う。買い物等の

生活面で不便が多い。商店街の活用、交通手段の充実が必要。

男性 30 歳代 太田 もっと施設を増やしてもよい。 

男性 70 歳代以上 加茂野 市内の人をなるべく使ってほしい。 

女性 60 歳代 加茂野 年金で入れる施設をつくってほしい。 

男性 40 歳代 太田 国道沿いの歩道等整備が必要。 

男性 60 歳代 太田 地域住民の心のふれあいがない人間関係が正常になれば近隣

者が協力し、介護士の労働が軽減されていくのではないか。 

女性 50 歳代 太田 高齢者の交通手段やタクシーバスへの補助が大いに不足してい

る。 

男性 60 歳代 古井 介護老人保健施設、特別養護老人ホームへの入所待ちが数手間

かかっている。 

男性 60 歳代 加茂野 施設が少ないし、PR がない。 

女性 20 歳代以下 古井 施設に入ろうと思っても、空きがなく、本人も家族も疲れてしまい

そう。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 支援サービスを行う人数が少ない。これらのサービスに力を入れ

ている様子がない。 

男性 20 歳代以下 蜂屋 高齢者人口と施設の定員数が十分ではない。 

女性 60 歳代 太田 入所するにしても待っていなければならないという話を聞くと不安

があります。 

女性 40 歳代 下米田・牧野 特養が少ない。 

男性 60 歳代 蜂屋 老後介護が不安です。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 自立とは何かわからない。 

男性 50 歳代 古井 不明。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

女性 60 歳代 古井 高齢者がどこにいるのかわからない。 

女性 50 歳代 三和 充実しているかどうかはわかりません。 

男性 50 歳代 加茂野 わからない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 知らない。 
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（２２）市民福祉の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 古井 役所の支援が整っていると存じます。 

男性 40 歳代 太田 体制は整っていると思いますが、それが普通だと思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 太田 生活保護者の中には、適合しない人がいる。（環境が改善されて

も支給している） 

男性 60 歳代 蜂屋 老後の蓄えが不安です。 

女性 70 歳代以上 古井 支援のできる人が少ないのでは。 

女性 30 歳代 古井 市営住宅等低所得者向けの資源や制度が少なく感じる。 

女性 20 歳代以下 古井 生活保護等をあてにして、自立できていないと思う。 

男性 60 歳代 太田 三食が十分に食べられない人が増加していくことを懸念します

が、自治体として悪代官にならぬよう切望する。 

男性 50 歳代 山之上 働く場の提供がなく、あったとしても賃金が安い。 

女性 50 歳代 古井 表向きのみ。 

男性 60 歳代 加茂野 お互いに無関心（新住宅との二極化）。 

男性 60 歳代 太田 まだ見えてこない。 

女性 50 歳代 古井 難しいように感じる。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 わからない。 

男性 50 歳代 古井 不明。 

男性 60 歳代 古井 わからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 30 歳代 太田 わからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 50 歳代 三和 情報がないのでわかりません。 

男性 50 歳代 加茂野 わからない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 知りません。 

女性 60 歳代 太田 周りにこういう人がいないのでよくわからない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 知らない。 
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（２３）地域福祉の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 古井 近所の方がよい方ばかりでありがたいです。でも、なかなか会わ

ないこともあります。 

男性 70 歳代以上 古井 部落、自治体で整っていると思う。 

女性 70 歳代以上 古井 自治会、班で、それぞれの役割を果たし、支えあっている。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 古くから住んでいる人たちだけの集まりであり、新しい人が入りづ

らいし機会もない。 

女性 50 歳代 古井 交流の場（自治会）がない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 人間教育ができていないため、集団では行動できても一個人とし

ての助け合いの関係はできていない。 

男性 60 歳代 蜂屋 個人化傾向です（都市型）。 

女性 70 歳代以上 太田 昭和時代のお隣同士のような助け合い関係はない。 

男性 60 歳代 加茂野 二極化による関係欠如。 

女性 20 歳代以下 古井 近所の方と話すことも少ないし、交流をもつ必要を感じることもな

い。 

女性 60 歳代 太田 自らが積極的に参加していかないと。ネットでの友の方が多い。 

男性 60 歳代 太田 まったく評価していない。 

女性 50 歳代 三和 高齢化が進み難しくなっている。 

女性 20 歳代以下 太田 組の人が散らばっていてあまり交流がない。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 隣人との付き合いすらない。 

女性 60 歳代 太田 ご近所との関係も希薄になっている昨今、いざという時になってみ

ないとわからないというのが正直な気持ちです。 

女性 60 歳代 古井 地域の交流が少ないと思う。 

女性 60 歳代 太田 今は健康でもひとり暮らしを続けて行くことは、先々不安がありま

す。ポイントシステムでもできたらいいなと思います。今健康な方

が手助けを必要としている方のお手伝いをし、時間ごとにポイント

がたまり、将来自分が必要な時にそのポイントを使用することがで

きる。（買い物のお手伝い、車の運転等）そんなシステムがあった

らと思います。（健康貯金のようなもの） 

女性 60 歳代 古井 地域内に交流の場が必要。年齢に関係なく誰でもお茶を飲むこと

ができる場所をつくってほしい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 太田 自治会に家族が属している人としていない人の差が激しいと思う

ので、工夫が必要だと思います。 

男性 60 歳代 太田 高齢化の進展もあり、自治会、地域、家族での関係強化が不足し

ている。自治会体制の見直し等を行うことが必要。 

男性 70 歳代以上 太田 個人的の差があると思う。 

男性 70 歳代以上 加茂野 年齢的に差があるようです。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 近所付き合いはあるので。 

女性 40 歳代 蜂屋 特に男性高齢者の閉じこもりが心配に思います。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 ゆっくり築いていきたい。 

男性 60 歳代 太田 地域住民の心のふれあいがない人間関係が正常になれば近隣

者が協力し、介護士の労働が軽減されていくのではないかと思

う。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 古井 不明。 

男性 60 歳代 古井 わからない。 

男性 30 歳代 太田 わからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

男性 50 歳代 加茂野 わからない。 
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（２４）母子保健の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 古井 よく体制ができている。 

女性 40 歳代 古井 子どもの医療費無料はありがたいです。 

女性 70 歳代以上 古井 広報により充実していると感じる。 

男性 40 歳代 太田 学校等それなりに取り組んでおり、ましな方だと思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70 歳代以上 古井 医療無料化（中学まで）。高校までがよい。 

女性 40 歳代 蜂屋 給食で週一にパンが出るのは多すぎる。 

女性 60 歳代 太田 大きな市と比べると整っていない点もあるかもしれない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 虐待防止に力を入れてほしい。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 全国的に難しいようですが、深夜にも対応できる小児科の案内が

わからない。木沢に書いてあるのを見て知った。 

女性 40 歳代 蜂屋 運動する機会が少ないと思います。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 食育（食事の大切さ）を推進してほしい。 

女性 30 歳代 加茂野 集団の予防接種はスケジュール調整が大変。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 教育委員会は名前のみだけ。 

男性 70 歳代以上 古井 男性のため判定が難しい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 わからない。 

男性 60 歳代 太田 小さな子どもがないのでわかりません。 

女性 50 歳代 古井 もう子どもがいないからわからない。 

男性 60 歳代 古井 子どもがいないのでわからない。 

女性 70 歳代以上 下米田・牧野 このページの項目は老人のひとり暮らしはわからない。 

男性 70 歳代以上 山之上 わからないから普通に。 

男性 60 歳代 加茂野 把握してない。 

女性 60 歳代 太田 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 20 歳代以下 伊深 把握していないのでわからないです。 

男性 20 歳代以下 太田 子どもはいません。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 子どもがいないのでわかりません。 

女性 20 歳代以下 太田 わかりません。 

女性 30 歳代 太田 子どもがいないのでわからない。 

女性 70 歳代以上 三和 老夫婦で生活しているので 近の状況がわかりません。 

男性 20 歳代以下 太田 わからない。 
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（２５）子育て支援の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 古井 よく体制ができている。 

男性 40 歳代 加茂野 小学生は私服ではなく、一年中体操服、冬は指定のジャージに決

めるとよい。家計も大助かり。 

女性 60 歳代 太田 自分の子どもはすでに成人し、孫と共に住んでいないので。今現

在のことは知らないので。医療費の点はよいと思う。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 収入が少ない核家族。ファミリーサポートを使うお金はないし、保

育園等の休みが続くと正直困る。 

女性 50 歳代 太田 外国人の子どもたちへサービスを充実させてほしい。 

男性 20 歳代以下 太田 少子化なのに出産費が高い。 

男性 50 歳代 太田 産婦人科病院が少ない。 

女性 30 歳代 蜂屋 児童館や保育所が近くにあるとよいです。中部台の土地購入時に

はできると言われていたのに。 

女性 40 歳代 蜂屋 小さいうちはお金がかかることは少ないと思いますが、高校生以

上になると急に負担が増えるため大変。 

男性 70 歳代以上 伊深 お産ができる病院が少ない。 

女性 30 歳代 加茂野 急に未満児が内職では預かってもらえなくなった。預かってもらえ

ないと仕事も探せないから内職をしているのにひどすぎる。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 入りたい保育園に入れない。人気の保育園の増改築。 

男性 60 歳代 蜂屋 お産する病院が少ない。 

男性 40 歳代 太田 子どもがいるため仕事ができないなど、十分なサービスがあると

はいえない。難しい問題だと思う。 

男性 60 歳代 蜂屋 他の市町村に住む孫が来た時、一時保育をしてほしい。 

男性 70 歳代以上 加茂野 安心して産める病棟、300 棟はほしい。設備が必要。 

男性 40 歳代 太田 他市のようにいくつも婦人科系、産婦人科系の病院がほしい。1つ

もないので。 

女性 30 歳代 太田 将来安心できる体制を整えてほしい。 

男性 60 歳代 加茂野 雇用が難しい（会社が少ない）。 

女性 60 歳代 太田 産院がありますか。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 低所得者に無視されている。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 子どもができたら育てるのが心配。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 古井 男性のため判定が難しい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 わかりません。 

女性 50 歳代 古井 わからない。 

男性 60 歳代 古井 子どもがいないのでわからない。 

男性 70 歳代以上 山之上 今身近なことでないのでわからないから「普通」と回答しました。 

女性 30 歳代 古井 知らない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

無回答 無回答 無回答 不明、現況を知らない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 20 歳代以下 伊深 把握していないのでわからないです。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 子どもがいないのでわかりません。 

女性 20 歳代以下 太田 わかりません。 

男性 20 歳代以下 太田 わからない。 

女性 70 歳代以上 三和 老夫婦で生活しているので 近の状況がわかりません。 
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（２６）学校教育の充実 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 古井 教育内容は充実している。 

女性 70 歳代以上 古井 先生方、地域の方々の生き生きした活動が見られる。子どもたち

の日頃の様子からも感じ取れる。 

男性 70 歳代以上 古井 程度は充実している。 

男性 20 歳代以下 加茂野 見直され、期待している。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 蜂屋 幼稚園が 2 つしかなく、教育方針も極端なため、どちらにするか選

択するのは難しい。保育園は別として、充実しているとはいえない

ように思う。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 先生に愛情がない、事務的処理。 

女性 60 歳代 太田 学力の低下が叫ばれている昨今。この市でもそうかなと。 

女性 40 歳代 蜂屋 中学生への生活指導のあり方、切捨て的な対応。 

男性 50 歳代 古井 統一が必要。 

男性 70 歳代以上 古井 子どもたちが自立できるように。 

男性 40 歳代 太田 教育よりもいじめがない道徳をもっと重視すべきだと思う。人間性

の向上に努めるべきだと思う。学力よりもモラルです。 

男性 40 歳代 蜂屋 西中の質の向上。勉強のできる環境にしてほしい。 

女性 30 歳代 太田 将来安心できる体制を整えてほしい。 

女性 30 歳代 加茂野 中学生になると塾へ行っている子に合わせたスピードで授業が進

むのはおかしい。結果、皆塾へ通うが授業も充実させるべき。 

女性 60 歳代 太田 給食に関して、食物アレルギーの子どもへの体制が情けない。管理

栄養士を置いて担任と相談し、楽しい平等な給食をさせてほしい。 

女性 50 歳代 古井 教員の質の向上を教育委員会に働きかけてください。 

男性 30 歳代 古井 先生へ支援が不十分であると思う。バッシングがひどすぎるので

は。財政について、教室にお金をかけていない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 保育士そのもの。掃除が大事か子どもと遊ぶことが大事か考えて

ほしい。 

女性 70 歳代以上 古井 先生が忙しすぎて子どもに手をかけられないようです。文科省、教

育委員会が悪い。 

女性 60 歳代 古井 教育面でまだまだ他の地域より劣っていると思う。 

女性 60 歳代 太田 先生の質の低下にあきれる。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 蜂屋 幼稚園が 2 つしかないので選択に困っている家が多いです。教育

方針が両極です。 

男性 40 歳代 加茂野 もっと厳しくだめなことはだめと、はっきり愛情を持って叱ってくれ

る教員を増やしてほしい。登校のとき、ヘルメットなしの生徒があ

まりに多い。腰パンもみっともない。 

女性 40 歳代 蜂屋 ゆとり教育で土曜休みとなり、共働きで土曜出勤も普通にある家

庭では、ゆとり等ない。子どもも教育内容の増加についていける

子、いけない子の差が出る。 

女性 30 歳代 伊深 先生大変そう。 

女性 30 歳代 加茂野 加茂野は子どもの数も増えてこの先どうなるのか心配。 

男性 60 歳代 太田 学校内の現状はわかりませんが、先生は人の子で成長してきたと

思います。その成長させた条件で指導性も変化し、明るい教育に

向け努力されると思います。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代以下 蜂屋 身近にいないのでわからない。 

男性 70 歳代以上 蜂屋 学童がいないので不明。 

女性 70 歳代以上 加茂野 わかりません。 

男性 60 歳代 太田 わかりません。 

女性 50 歳代 古井 わからない。 

男性 60 歳代 古井 子どもがいないのでわからない。 

男性 70 歳代以上 山之上 教育現場がわからないから普通。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 古井 子育て年齢から離れているのでよくわかりません。 

男性 30 歳代 太田 知らない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

男性 60 歳代 太田 通っている子がいないのでわからない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 わかりません。 

女性 20 歳代以下 太田 わかりません。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 わからない。 

女性 70 歳代以上 三和 老夫婦で生活しているので 近の状況がわかりません。 

男性 20 歳代以下 太田 わからない。 
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（２７）青少年の健全育成 

 

【指標を評価している意見】 

意見なし 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 古井 青少年との会話が必要。 

男性 50 歳代 下米田・牧野 中学生等注意するのが怖い。 

女性 50 歳代 加茂野 真っ昼間に中学生が歩いているのを時々見かける。 

男性 40 歳代 太田 道徳を教える時間が少ない。個人がよければ、という人が多い。 

女性 60 歳代 太田 声かけは小さい子にはしやすいが、中学生以上にはかけられな

い。怖いような気がする。なぜなら、話し方、服装等を見ていてそ

う思う。 

男性 60 歳代 太田 他人の子に注意できる人間形成が必要です。 

女性 60 歳代 加茂野 通学途中の子どもは見守りたいと思っています。 

男性 40 歳代 太田 青少年の意見を５次総に含めもっと取り入れるべきだと思う。５次

総に参加してそう感じました。 

女性 60 歳代 太田 全国的だから仕方なしか。 

男性 70 歳代以上 古井 青少年の数が段々少なくなっている。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 わからない。 

男性 60 歳代 太田 わかりません。 

女性 50 歳代 古井 わからない。 

男性 60 歳代 古井 子どもがいないのでわからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

無回答 無回答 無回答 不明 

男性 30 歳代 太田 知らない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

女性 40 歳代 古井 具体的に何か活動されているのかわからないです。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 知りません。 

女性 20 歳代以下 太田 わかりません。 

女性 40 歳代 古井 まったくわからない。 

女性 70 歳代以上 三和 老夫婦で生活しているので 近の状況がわかりません。 



   

- 53 - 

 

（２８）多文化共生の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 人口の 10％が居住していることは、市民も理解していると思う。 

男性 70 歳代以上 古井 理解ができている。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 街に外国の方がたくさんいるので。 

女性 30 歳代 古井 小学校では外国の食文化等のことも学んでいるようです。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 古井 外国人は、交通ルール・ごみの日等基本的なことを守らない。 

男性 50 歳代 古井 行政との接点不足。 

男性 60 歳代 古井 外国人はいらない。 

女性 50 歳代 太田 日本一外国人が多く住む市という特徴を生かせていない。 

女性 50 歳代 古井 一部のみのような気がする。 

男性 60 歳代 古井 夏になると刺青をした外国人が駅前道等を歩いており、怖い。 

男性 50 歳代 古井 外国人は勝手にごみを置いている。 

男性 60 歳代 蜂屋 お互いがグループ化しており、消化吸収していない。 

男性 60 歳代 加茂野 悪いイメージがある。 

女性 70 歳代以上 加茂野 日本人にも言えることだが、外国人市民のモラルの悪さ、騒音等

困っている人も多いと思う。 

男性 60 歳代 古井 外国人はいないほうがよい。 

男性 50 歳代 太田 外国人への生活・交通ルール等を市として、雇用会社として責任

を持って教育する。 

女性 40 歳代 古井 外国人経営のお店が何をされているのかわかりにくいです。 

男性 60 歳代 太田 外国というだけで無視差別がありすぎる。 

女性 60 歳代 加茂野 外国人が多すぎて不安です。出会っても知らんふりされたり、大き

な声や話し声で不愉快になることも多い。 

男性 50 歳代 古井 生活環境になじんでいない外国人が多い。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 外国人が多すぎる。 

男性 50 歳代 山之上 外国人の事件が多く、怖い。 

男性 70 歳代以上 古井 外国人との付き合いは困難が多い。 

女性 60 歳代 太田 外国人には声をかけないようにしている部分が自分にはある。刺

青をした人が多く、近づけない。 

男性 50 歳代 山之上 外国人の習慣、文化がどのようなものか知っている市民は少な

い。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 古井 老人とブラジル、フィリピンの方が接する場をつくるべき。 

女性 20 歳代以下 伊深 もっと交流があってもよい。 

男性 40 歳代 太田 一部の心のない外国人のせいでまじめな外国人がかわいそう。

外国人の盗人は徹底的に排除してほしい。防犯の強化を願いま

す。 

男性 60 歳代 太田 相互に理解し合い文化を押し付けるものではないのか。理解し合

う人間づくりに期待します。 

男性 50 歳代 下米田・牧野 日系の人等の差別がある。 

女性 60 歳代 太田 畑の作物の盗難は外国人です。 

女性 30 歳代 古井 サンバ丼くらいしかまだわかっていない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 わかりません。 

男性 70 歳代以上 山之上 わからないから普通に。 

無回答 無回答 無回答 不明 

男性 30 歳代 太田 知らない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

女性 70 歳代以上 三和 老夫婦で生活しているので 近の状況がわかりません。 
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（２９）文化・芸術の振興 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 文化の森を評価します。 

男性 60 歳代 古井 文化の森、旧中山道等大切にされている。 

女性 70 歳代以上 古井 行事、広報等から。 

女性 30 歳代 古井 文化の森等多彩なイベントがあるため。 

男性 70 歳代以上 古井 役所の骨折りで有効に発展している。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 古井 学校教育での推進。 

男性 50 歳代 下米田・牧野 公平な評価でない気がする。 

女性 70 歳代以上 古井 特に他市とくらべて悪いと思います。 

女性 50 歳代 古井 あまりにも考え方が固すぎる。 

女性 70 歳代以上 古井 もっと大切にしてほしい。 

男性 40 歳代 太田 他の市町村と比較して、市在住の文化、芸術者に対しては冷たい

町だと思う。 

女性 60 歳代 加茂野 他市のような文化会館に建て直しをしてほしい。 

女性 50 歳代 太田 外国の方々の文化も取り入れて。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 欲を言えば、もう少し歴史と芸術について何かあればと思います。

女性 30 歳代 蜂屋 大切にしても教育をしていないので、次世代へつなげられていな

いのが残念。 

男性 60 歳代 太田 物の価値観は他者が介入するものではない。文化、歴史は苦しさ

の中から生まれ育ってきていると思う。教えられた文化は歴史を

学ぶことで自己啓蒙されると思う。 

女性 60 歳代 太田 まったくわからない。ただ、公民館の発表会等よく行われていると

思う。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 
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（３０）公共交通の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 古井 車のない人には不便だと思う。 

男性 70 歳代以上 山之上 利用が少ないにも関わらず、あい愛バス運行サービスは満点。 

男性 70 歳代以上 古井 使いやすいと思う。 

男性 70 歳代以上 加茂野 今まで通りよい。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 すごく不安です。 

男性 70 歳代以上 蜂屋 車社会では難しいと思う。利用者が少ない。 

女性 30 歳代 太田 車がないとどこにも行けない。 

男性 70 歳代以上 蜂屋 むだが多い。各部落を回る必要はない。各部落中心か所でよい。

男性 60 歳代 下米田・牧野 利便性が悪い。 

男性 50 歳代 古井 交通機関の不足。 

男性 30 歳代 古井 新太田橋周辺の朝・夕の渋滞を何とかしてほしい。 

女性 60 歳代 伊深 回数が少なくてとても不便です。 

女性 40 歳代 蜂屋 本数が少ない。 

男性 60 歳代 蜂屋 利用はしていませんが、現本数では交通機関とはいえない。小型

タクシー予約方式（いつでも、どこでも）期待しています。 

男性 60 歳代 加茂野 あい愛バス等活用化の更なる推進。 

女性 30 歳代 古井 バスは使えない。 

女性 20 歳代以下 古井 電車の本数が少ない。バスは高い。自分の車で移動した方がよ

い。名鉄線とつなげてほしい。 

男性 30 歳代 太田 不便。 

男性 50 歳代 蜂屋 名鉄乗り入れが必要。 

男性 40 歳代 加茂野 市のバスが走っているが、ほとんど人が乗っていない気がする。

もったいないと思う。高校生たちが登下校に使えるようにしてほし

い。海外ではあたり前のこと。 

男性 70 歳代以上 古井 高山本線を始めとした公共機関を充実させてほしい。 

女性 20 歳代以下 伊深 結局車がないと、という結論です。1 人につき 1 台。 

女性 50 歳代 加茂野 長良川鉄道は高い。 

女性 60 歳代 古井 あい愛バスの不満をよく聞く。 

女性 40 歳代 蜂屋 お年寄りの交通の便が悪い。バス等がもう少し通るとよい。 

女性 40 歳代 下米田・牧野 太田、古井が中心となっていてその他の地区はないがしろになっ

ている。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 古井 移動には本数が少ない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 バスは使えません。 

女性 40 歳代 蜂屋 市のバスは運営の都合もあると思うが、子どもの通学にも使えな

いし、存在も薄い。 

女性 20 歳代以下 太田 車ですのでわかりません。JR だけですか。名古屋、栄に行けるル

ートがほしいです。 

女性 50 歳代 加茂野 近くに公共のバス停がない。 

女性 30 歳代 太田 よく電車を利用するので。 

男性 70 歳代以上 古井 路線、バス停、時間帯に工夫が必要。何を目的に今を決めたか。

女性 30 歳代 太田 路線バス等はあるのでしょうか。 

男性 70 歳代以上 古井 自家用車利用のため公共交通は不便を感じる。 

男性 40 歳代 太田 名古屋に出るとき可児に行かなくてはならないため不便です。 

女性 60 歳代 太田 あい愛バスを利用したいと思っても自分が行きたい所を通るかど

うかがよくわからないし、以前調べたときにはなかったように思う。

男性 50 歳代 山之上 不便すぎて使ったことがない。 

男性 20 歳代以下 太田 名古屋への通勤が大変。 

男性 20 歳代以下 加茂野 JR 以外の鉄道があったら便利になると思う。例えば名鉄など。 

女性 50 歳代 太田 大型バスでなく、小回りのよいエコカーでタクシーバスの充実を。

女性 70 歳代以上 下米田・牧野 あい愛バスの走らせかたに工夫をしてほしい。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 もっと便利なバスが走るとよい。 

男性 60 歳代 太田 山を切り開き住居がある中、買った住民は高齢化。商店はなく生

活物資もなかなか手に入りにくくなりました。買出しシャトルバスで

も運行する計画はありますか。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 下米田・牧野 車ばかりなのでよくわかりません。 

男性 70 歳代以上 太田 使用していないから。 

女性 50 歳代 古井 わからない。 

男性 60 歳代 古井 利用していないのでわからない。 

女性 50 歳代 古井 使ったことがない。 

女性 60 歳代 加茂野 交通経路がわからないため、使用したことがないから答えること

ができません。 

女性 50 歳代 三和 使ったことがない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 バス路線を使用したことがない。 

男性 50 歳代 古井 JR 以外知らない。 
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（３１）住宅地の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 随分と道も広くなり舗装もよくなってきている。 

男性 70 歳代以上 古井 住環境は整備されている。 

男性 70 歳代以上 古井 高山線北側の地に住環境が整備されつつあります。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 下米田・牧野 街路灯が少なく、要望してもできていない。力を注ぐのは細かい配

慮が必要。 

男性 70 歳代以上 加茂野 道路、排水施設と住宅の整備中心。 

女性 50 歳代 古井 緑がなくなっている。 

男性 60 歳代 古井 自分の住んでいる住宅が（借家）よくない。 

男性 40 歳代 蜂屋 第一種低層住宅地域や、無指定等の用途地域の見直しが必要。

男性 70 歳代以上 加茂野 賃金面で無理。 

男性 40 歳代 太田 乱立し始めているような気がします。 

女性 30 歳代 加茂野 家や人を増やすだけ増やして保育園や学校がパンク状態。 

女性 30 歳代 古井 少し街灯が暗いところがあります。 

男性 50 歳代 古井 路地の拡大。 

男性 20 歳代以下 加茂野 ランニングができるロードがあると助かる。 

女性 50 歳代 古井 治水、ごみ回収がよくない。500 円も取るのに、遠くに持っていく必

要があるのは信じられません。分別を細かくしてもよいので、道に

捨てることのないよう、近くで何回もごみの日をつくってほしい。 

女性 60 歳代 下米田・牧野 加茂川近辺にガードレールがなく、夜は暗いので危ないと思います。

女性 60 歳代 太田 隣の焼却炉に毎日おびえている。市で強制的に撤廃してほしい。

男性 70 歳代以上 古井 車道は整備されているが、歩道の段差があり、夜間の歩行に危険

です。 

女性 20 歳代以下 太田 21 号線はトラックや暴走するバイクが多いです。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 中心街以外の小さな部落に対してはまったく整備されていない。

市会議員のいるところのみである。 

男性 40 歳代 太田 将来を見越した住環境をもっと整備すべき。敷地広めで単価の安

い土地の提供が必要だと思う。 

女性 60 歳代 太田 近くにきれいに整備されたトイレ付きの公園があったらよいのにと

思う。 

男性 50 歳代 蜂屋 映画館、図書館をつくる。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 太田 アパートの駐車場でカーナビの盗難にあいました。 

男性 60 歳代 太田 古い長屋でも、住民の心が通えば苦しくとも楽しい生活環境がで

きる。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 
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（３２）良好な景観の形成 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 古井 美しいと感じます。 

女性 70 歳代以上 下米田・牧野 他県から見て非常に美しい街、とのことです。 

男性 70 歳代以上 加茂野 街が栄えれば自然によくなる。 

女性 60 歳代 太田 桜も多いし、木曽川もあり、山々もあってビルばかりの都会でない

ところがよい。 

女性 30 歳代 古井 ライン公園等すてきだと思います。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 駅の北地域が雑然としているように思います。 

男性 50 歳代 古井 緑の不足。 

女性 50 歳代 太田 美しい田園風景は少しずつ失われつつあります。 

女性 70 歳代以上 古井 旧中山道あたり、中途半端で魅力なし。 

男性 50 歳代 伊深 どこが美しいのかわかりません。 

男性 50 歳代 山之上 41 号線山之上付近のごみのポイ捨てが多い。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 道路ばかり必要ない。 

男性 70 歳代以上 古井 一部のみでは判断できない。 

女性 60 歳代 加茂野 美しいとは思わない。 

女性 60 歳代 古井 道路計画がよくない。 

女性 20 歳代以下 古井 木曽川堤防は大切にしたい。道路はいまいちです。電線が多い。

女性 20 歳代以下 伊深 電柱がなければよいと思います。 

女性 40 歳代 古井 子どもとよくごみ拾いをしますが、空き缶やタバコの吸い殻がとて

も多いです。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 自然が減ることで景観が壊れていると思います。 

男性 40 歳代 太田 美濃太田駅北側、山手あたりは美しく感じない。 

男性 70 歳代以上 古井 旧街並みの商店街の寂れが目立ちます。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 緑が少なくなった。 

男性 40 歳代 太田 岩村町や美濃市のような街並みにできると思う。中山道や古井町の

街並み。 

男性 50 歳代 山之上 道路にごみが多い。 

男性 60 歳代 蜂屋 里山の景観を守ってほしい。 

男性 60 歳代 太田 木曽川沿いに桜並木はどうでしょうか。あまりにも寂しい景観。 

女性 70 歳代以上 古井 やや寂しい感じがするポイントづくり。 

女性 30 歳代 古井 場所による。 
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（３３）公園の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70 歳代以上 古井 いつも子どもたちや大人の憩いの場所。 

男性 60 歳代 蜂屋 時々健康の森、文化の森を使用するのがよいです。 

男性 70 歳代以上 古井 よく整備されている。 

無回答 無回答 無回答 前平公園は樹木の手入れがされ、四季を感じさせてくれる。手入

れをしてくれる人のおかげです。 

女性 70 歳代以上 古井 どの公園も美しく、利用もしやすくなっている。市・地域の人たちの

協力が見られる。 

男性 70 歳代以上 古井 自治会等の協力で整備は行われている。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 整備されていると思わない。 

女性 30 歳代 太田 もっと公園を増やして新しい遊具を導入してほしい。 

女性 70 歳代以上 下米田・牧野 老人、子どもが遊べる公園が、身近にほしい。（広場） 

女性 60 歳代 伊深 子どもたちが安心して遊べる場所を増やしてほしい。 

女性 50 歳代 古井 暗い公園のないようにしてほしい。 

男性 40 歳代 太田 整備していると思いますが、実際にどの程度利用されているのか

チェックが必要だと思います。 

女性 60 歳代 太田 子どもが遊べるような公園が近くにない。やや遠くでは子どもを遊

ばせたこともない。歩いていて急な雨の時、屋根があるスペース

があればよいと思う。夏の暑い時にもよい休憩所となると思う。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 夏の草刈の回数が少ない。 

男性 50 歳代 古井 歩道に死角が多い。 

女性 70 歳代以上 古井 もう少し公園も予算をつけてほしい。 

女性 30 歳代 古井 我が家の近くになく残念。 

男性 50 歳代 古井 公園が少なすぎる。 

女性 40 歳代 蜂屋 草刈をもう少しまめにしてほしい。 

女性 20 歳代以下 古井 草が多い。 

女性 60 歳代 太田 駅裏の公園をもっと活用できないか。 

男性 40 歳代 加茂野 市には小さい子どもが遊べる公園が少なすぎる。 

女性 40 歳代 古井 小さなお子さんも遊ぶ場なのにタバコの吸い殻がとても多いです。

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 場合によって整備されているところとされていないところがあると

思う。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 蜂屋 近所の公園は犬のフンが多い。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 トイレが少し気になります。 

女性 30 歳代 古井 定期的に草刈等もして頂いているのでよいと思いますが、小さい

子が遊ぶ公園にたばこの吸い殻やごみが落ちているのはおかし

いと思います。 

男性 30 歳代 太田 公園が少ない。 

女性 30 歳代 加茂野 近くの公園は遊具も少なく日当たりが悪く暗いイメージ。乾きも悪

い。 

男性 60 歳代 蜂屋 草刈や樹木の枝切りがされていない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 ごみのポイ捨てを見かける。ごみを勝手に捨てている。（駅でも） 

女性 60 歳代 加茂野 木、その他剪定していない。 

女性 50 歳代 太田 北口公園。 

男性 50 歳代 伊深 どこに公園があるのか知らない。 

男性 60 歳代 加茂野 加茂野地区には存在する。 

女性 40 歳代 古井 行こうと思える公園がない。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 近くに公園がない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 下米田・牧野 あまり行かないのでわかりません。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 ない。 
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（３４）河川の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70 歳代以上 太田 それなりによいと思う。 

男性 70 歳代以上 古井 整備がなっています。 

女性 20 歳代以下 伊深 河川はすてきです。 

男性 70 歳代以上 古井 各河川はおおむね良好かと存じます。 

女性 60 歳代 太田 木曽川の公園にある、ベンチのあるスペース等はよいと思ってい

る。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代以下 蜂屋 寂しく感じる。 

男性 70 歳代以上 蜂屋 昔は小魚が多くいたが、今はまったくいない。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 外国人の集いの場であり近づけない。 

男性 50 歳代 古井 加茂川の整備不足。 

女性 30 歳代 加茂野 つい 近、木曽川で小学生の子が亡くなる事故があり、とても安

心できない。 

男性 70 歳代以上 山之上 山地の河川は危険が多い。大災害の原因になるのでは、憩いの

場どころではない。 

女性 60 歳代 山之上 安心して歩き、運動ができない。場所による。 

男性 70 歳代以上 古井 安全対策が必要と思います。 

女性 60 歳代 加茂野 整備されていると思わない。 

男性 40 歳代 太田 環境整備といった名を使って自然破壊が進んでいると思う。木曽

川沿いに建設の歩道は自然破壊以外の何ものでもない。 

女性 50 歳代 蜂屋 蜂屋川は草も刈られていない。 

女性 40 歳代 蜂屋 太田橋北側は中途半端になっているように思う。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 治安が悪い。 

女性 20 歳代以下 古井 ごみがある。 

男性 20 歳代以下 太田 徒歩圏内に公園がほしい。 

女性 70 歳代以上 蜂屋 洪水がいつも心配だ。何年たっても河川の改修工事がいつまでも

行われない。 

男性 60 歳代 太田 近加茂川が少しの雨量で赤く濁って流れるのを大変気にしてい

ます。川で子どもたちがはしゃいで遊ぶ姿をもう一度見たいもので

す。 

女性 60 歳代 加茂野 ごみが多すぎます。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 蜂屋 整備はされていると思うが、その後の維持管理は行き届いていな

いように感じる。 

男性 50 歳代 太田 防災の意味で、不満。 

女性 40 歳代 古井 先日、小学生の子が亡くなり、とても悲しいです。何か、安全な形

で子どもたちを守っていきたい。（難しいことですが、川の整備もし

っかりとしていくべきだと思う。) 

男性 50 歳代 下米田・牧野 化石林公園下の中洲にあるごみのひっかかった木を切ってしまっ

たらどうか。 

女性 70 歳代以上 伊深 きそがわ日和のような活用をもっとすればよいと思います。 

女性 70 歳代以上 古井 現在進行中ですが、木曽川をもっと美しくしてほしいと思います。

（下流） 

男性 60 歳代 蜂屋 川のごみ等を撤去してほしい。 

女性 20 歳代以下 古井 木曽川堤防はよい。大切にしたい。道路はいまいち。電線が多

い。 

男性 70 歳代以上 古井 加茂川の逆流を対応していただきたい。 

男性 40 歳代 太田 先日知人の長男が溺れて死んだ。対策を願う。 

男性 60 歳代 太田 加茂川の整備（水道管）を望む。 

男性 60 歳代 太田 中之島亀淵周辺を整備してほしい。 

女性 50 歳代 三和 どこにあるのでしょうか。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 行かない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 行かないのでわかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 
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（３５）環境保全 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70 歳代以上 古井 河川にはゴミが少なくなっている。 

男性 70 歳代以上 古井 自然環境はよいと思う。 

女性 20 歳代以下 伊深 都会に比べれば、水も空気も星もきれいです。 

男性 70 歳代以上 古井 水道水質は良好と思っています。 

男性 40 歳代 太田 保全されているように感じます。 

女性 60 歳代 太田 加茂野の池（今泉）に水鳥がけっこういて、見た時、なんだかホッ

とした。川の水も普通。加茂川の水は川床が汚れているような気

がする。 

男性 50 歳代 山之上 木曽川はあまりきれいではないが、道路のゴミを除き、満足できる

レベルである。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 夏場、網戸にするころ、夜鶏舎の肥料のような臭気が気になります。

男性 60 歳代 加茂野 消毒剤の空中散布等問題。 

女性 60 歳代 加茂野 思わない。 

女性 60 歳代 下米田・牧野 田畑の荒れ放題。アパート・マンション経営者の管理が悪い。ゴミ

が片付けられていない。 

無回答 無回答 無回答 山が削られ工業団地ができ、緑が減って残念に思う。 

女性 60 歳代 加茂野 悪臭のする日があります。 

男性 60 歳代 太田 野焼きが多い。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 自然が減っています。 

女性 30 歳代 蜂屋 異臭がすることがある。他市からの臭いだと思う。 

男性 20 歳代以下 太田 加茂川にガードレールか何かつけてほしい。子どもが危ない。 

女性 70 歳代以上 蜂屋 これ以上環境が壊されないよう山の自然を壊さないで。廃棄物は

いらない。 

男性 60 歳代 太田 企業の臭いがくさい。（時々） 

男性 60 歳代 太田 生き物たちの姿が見受けられません。聞く前に行政側が見学して

みたらどうですか。あの川浦川でさえ屋台の人が鉄板を川で洗っ

ている姿を見ます。 

女性 50 歳代 古井 もっと公共機関で節電をすべき。 

男性 40 歳代 蜂屋 里山が荒れ放題。里山を保存して間伐して自然林を散歩できるよ

うにする。木は市民に配布するべき。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 古井 老人が多いので、ゴミ回収日を増やし、ゴミの置き場所を増やして

近くで捨てられるようにする。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 古井 不明。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 
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（３６）ごみの減量、省エネ、リサイクル対策 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 下米田・牧野 協力しています。 

男性 70 歳代以上 古井 ごみ減量については努力されている。 

女性 20 歳代以下 伊深 分別がしっかりしていると思う。 

女性 60 歳代 太田 活発だと思う。協力もしている。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 集合住宅（特に入れ替わりが激しい物件）には、案内が入らない。

協力したくともできない。 

女性 60 歳代 山之上 あまり活発に行われているようには思われない。 

女性 70 歳代以上 古井 生ごみ対策が見えない。 

男性 60 歳代 加茂野 個人の意識が低く、不法投棄あり。 

男性 40 歳代 蜂屋 リフォーム助成金を受けようとしたが市外の業者はだめだった。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 活発ではないと思います。 

女性 40 歳代 蜂屋 リサイクル活動は行われていますが、ごみは増える一方です。生

活が便利になるほどごみも増えているように思う。 

男性 60 歳代 太田 ごみの不法投棄やごみ収集日の外国人等指定業者以外者の横

暴な行動が目立つ。 

男性 40 歳代 太田 目に見えてリサイクル活動がされているような印象はありません。

男性 50 歳代 山之上 省エネルギー対策は行われているとは思えない。 

女性 20 歳代以下 加茂野 ごみの日の書いたカレンダーを家に配付してほしい。 

女性 70 歳代以上 古井 行政の方からもっと強制的にしたほうがよいのではないか。 

女性 20 歳代以下 古井 もっとできることがある。プラごみは別で収集したり紙ごみを出し

やすくしたり。例えば、資源回収日以外で普通のごみの日にも。 

男性 70 歳代以上 古井 ちりの減量はなかなか困難であるができると思う。市報等で呼び

かけてほしい。 

女性 30 歳代 下米田・牧野 ペットボトルや缶を他市のように 1 本ずつ潰して処理してくれる機

械や、図書券がもらえる制度をつくってください。 

男性 60 歳代 太田 下麻生にある製紙会社がいくつでも搬入できる体制を行っていま

す。少し学んでみてはいかがですか。シルバー、子ども会のボラ

ンティア以外に町民の自治体加入を指導されたい。 

女性 30 歳代 古井 不燃ごみの袋に、アルミ缶等を入れている人が多い。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 分別するようにすべき。他都市に比べて考え方が甘いと思う。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40 歳代 古井 日本ラインのリサイクルステーションが週一回で午前だけなので

増やしてほしいです。 

男性 60 歳代 蜂屋 プラスチック類のリサイクルがされていない。 

男性 50 歳代 古井 ごみ減量に対する知識不足。 

女性 50 歳代 古井 以前、ある課の方があまりに社会生活を知らなくて驚きました。 

女性 70 歳代以上 古井 たまに軽自動車が来ます。料金が高い。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 時々ボランティアに参加。 

無回答 無回答 無回答 このことで外国人の差が出るのでは。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 
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（３７）行政サービスの向上 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 近年よくなりました。 

男性 70 歳代以上 山之上 一部例外者を除き、よい職員ばかり。 

男性 70 歳代以上 古井 非常によいと思う。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 若い人は親切だと思う。有期の社員さんのほうが優しい。 

男性 70 歳代以上 加茂野 よいと思います。 

男性 40 歳代 太田 個人によって違うので誰でもそうだったらよいなと思います。 

女性 70 歳代以上 古井 どの課も丁寧な対応で安心して来訪ができる。 

女性 20 歳代以下 太田 受付の方が親切でした。 

男性 70 歳代以上 古井 失礼ですがおおむね良好です。 

女性 60 歳代 太田 役所へ証明書のようなものをお願いする時、以前よりは笑顔があ

るような気がします。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 対応が事務的すぎる。将来ビジョンを考えての説明がされていない。

女性 60 歳代 古井 先日、市役所へ行ったとき、仕事らしきことをしていない人を 2～3

人見た。 

男性 50 歳代 古井 男性職員の笑顔不足。 

男性 60 歳代 古井 お役所仕事そのものです。 

男性 50 歳代 下米田・牧野 福祉課の窓口はもう少し気を使った対応が必要です。 

女性 60 歳代 古井 自分の担当以外はあまり関心ないみたい。 

男性 60 歳代 蜂屋 市役所の中が暗い。（電気、人間関係） 

男性 50 歳代 古井 事務的で親切とは思えない。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 もっと人間を少なくして本当に必要な人を。 

男性 50 歳代 山之上 机上が汚すぎる。人員が多すぎる。市民のための役所であるた

め、平日を休日としてほしい。 

男性 30 歳代 蜂屋 民間の企業の方が柔軟な対応をしてくれる。もう少し接遇を勉強し

たほうがよい。 

女性 60 歳代 古井 係の対応が専門的でなじめない。 

女性 40 歳代 蜂屋 近の経験から言うと、市民課は感じがよいが、税務課の対応は

悪い。 

男性 50 歳代 太田 公務員としてサービスに欠ける。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

無回答 無回答 無回答 自分たちは同じようなことを聞かれて「またか」と思っても、聞く側

は初めてなのでもっと初心を忘れずに。 

男性 30 歳代 太田 年金課の人の対応が悪すぎる。上からものを言われて不快。市役

所の対応をもっと変えてほしい。 

女性 40 歳代 下米田・牧野 声をかけないと対応をしない。 

女性 50 歳代 蜂屋 説明が下手。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 親切とはほど遠い人に会ったことがあります。 

女性 30 歳代 加茂野 子どもを抱いて階段をのぼっていたとき、市議会員は邪魔そうに

し、抱いたまま待たされた。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 事務的処理で親切でない。 

男性 50 歳代 山之上 不親切です。 

男性 60 歳代 太田 窓口対応が横柄で上から目線が多い。業務、仕事の集中、多忙

な部署と暇な部署の格差。 

女性 40 歳代 蜂屋 課同士のつながりがなく、二度手間となったこともありました。 

男性 20 歳代以下 古井 サービスを感じない。 

男性 40 歳代 太田 人によって、よい人と冷たい人、無責任な人との差が激しく感じら

れます。 

女性 50 歳代 古井 白川の人が犬のフンの苦情を電話したそうですが、大変悪かった

そうです。 

男性 30 歳代 太田 まったくない。 

男性 50 歳代 山之上 明るいとは思えない。 

男性 60 歳代 蜂屋 サービス業の従業員のような気持ちが大切。ネクタイをした役人

では困る。 

男性 60 歳代 太田 市民に奉仕する心があればよいです。生活の場に戻れば、住民

ですから、税は給料だけでなく、生きる場で職員も収奪されている

から。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 悪い人もいると聞いています。 

女性 50 歳代 古井 職場ではなく、人によって違う。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 人による。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70 歳代以上 古井 あまりわからない。 

女性 20 歳代以下 古井 わからない。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 わからない。 

男性 20 歳代以下 太田 わからない。 
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（３８）健全な行財政運営 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代以上 蜂屋 健全に運営されていると思う。 

男性 70 歳代以上 古井 有効に使われている。 

男性 70 歳代以上 古井 議員先生方のはからいで有効使用されている。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 古井 使われ方や実績がみえない。 

女性 20 歳代以下 蜂屋 青色パトロールカーは仕事をしてほしいと思っていた。 

男性 60 歳代 下米田・牧野 道路工事が途中でストップした。身近な住民の声の行動がとれて

いない。 

男性 60 歳代 蜂屋 むだなことがあるのではないか。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 まったく思えない。 

男性 50 歳代 山之上 詳細がまったく不明。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 企業への助成金を見直すべき。きちんとルールに基づいて支給し

ているのか不透明。 

男性 60 歳代 古井 助成する際には、内容、実績を調べ必要 小限に。 

女性 20 歳代以下 古井 むだ遣いが多いと思う。税金だと節約意識が薄れるのだと思う。

予算が減るのが嫌だから何かに遣うという考え方の人がいる。 

男性 50 歳代 太田 民間と比べ優遇されすぎている。 

男性 70 歳代以上 古井 経済優先ではなく、すべての環境を。 

男性 60 歳代 太田 行政の見直し、ゼロベースで予算立案がされているのか。過去ベ

ースではよくない。 

女性 30 歳代 蜂屋 いろいろな講座等があるが、内容やその効果について疑問に思う

ものもある。検証してほしい。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 税金が高すぎるのでは。生活が苦しい。 

男性 40 歳代 太田 もっと投資したらそれ以上の効果ある税金の使われ方をしてほし

い。将来性のない商店街の道を広くして賠償金を出して本当に美

濃加茂市民が幸せになるのか。 

男性 30 歳代 太田 むだはある。 

男性 50 歳代 山之上 職員数が多く、行財政改革が行われているとは言いがたい。 

男性 40 歳代 山之上 地域格差がありすぎる。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 市の職員も生活の場に帰れば住民です。その中からでも考えられ

ます。その判断を押し付けるのではなく、主体的な行政を希望しま

す。議員なる者は行政補完に過ぎないから。 

男性 60 歳代 蜂屋 思いますが実感はありません。 

女性 60 歳代 下米田・牧野 景気の悪い時にあちこちで道路工事が多い。みんなが我慢の時

であると思う。 

男性 70 歳代以上 下米田・牧野 加茂高校前の部分的な道路整備は何のために行われたのか理

解に苦しむ。あそこまでの整備が必要であったか。歩道の確保に

もあれだけの土地の確保（買収）と整備が求められたか。この工

事には相当の市民の血税のむだ遣いがあったはず。また、中山

道会館のような箱ものは不要。市内の学校や保育園では老朽化

による傷みの補修等、他に税金を使う必要があるところはいっぱ

いある。ここは災害時における対策の一つであれば、古井地区ば

かりでなく市内全域でもこのような道路整備を考えるべき。 

男性 70 歳代以上 太田 疑問。 

女性 60 歳代 古井 市議会議員の人数が多いと聞いている。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 使われていると信じています。 

女性 40 歳代 古井 むだというのは人によって意見が分かれる。公は利益だけ求める

ことはできないと思うが、一般的にむだと思うこともあると思う。 

女性 50 歳代 下米田・牧野 大切に使ってほしい。 

女性 40 歳代 蜂屋 普段見えないところなので、管理徹底をお願いしたい。 

女性 60 歳代 太田 市報等で時々は見ていますが、むだかどうかは、あの程度では判

断できない。私にはですが。自分に判断できる能力がないのかも

しれない。 

男性 20 歳代以下 加茂野 チェックしたことがない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 太田 わからない。 

男性 50 歳代 古井 不明。 

男性 50 歳代 伊深 むだがないのかどうかわからないです。 

女性 50 歳代 古井 わからない。 

男性 50 歳代 古井 税金がどのように使われているか不明。 

男性 70 歳代以上 山之上 わからないから普通に。 

女性 60 歳代 山之上 有効に使われているのか私たちにはわからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 30 歳代 太田 知らない。 

男性 50 歳代 蜂屋 わからない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

女性 50 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

女性 70 歳代以上 古井 あまりわからない。 

女性 50 歳代 三和 市報で見ますが、健全かどうかは他の情報がないのでわかりませ

ん。 

女性 50 歳代 古井 あまりわからない。 

男性 50 歳代 加茂野 わからない。 

女性 30 歳代 古井 よくわかりません。 

女性 20 歳代以下 太田 わかりません。 

女性 20 歳代以下 古井 わからない。 

女性 30 歳代 下米田・牧野 どういう所に使われているのか知りません。 

男性 30 歳代 下米田・牧野 わからない。 

女性 70 歳代以上 太田 わからない。 
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（３９）周辺市町村との連携 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 下米田・牧野 下米田は店も多くなりました。 

男性 40 歳代 太田 市の取り組みとして他の町との連携をしようとしている取り組みは

期待しています。定住自立圏構想等。 

男性 70 歳代以上 古井 市職員により連携は計られている。 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 山之上 そんなことは絶対にない。 

男性 50 歳代 古井 連携がとれているとはまったく感じない。 

男性 70 歳代以上 山之上 大合併を破綻させる原因となった坂祝町と連携を進めるとは不可

解だ。寛大な精神には敬服するが、お人好しだと思う。 

男性 70 歳代以上 加茂野 外の町村が上ではないですか。 

男性 50 歳代 山之上 市町村合併がなくなり、市民レベルでの連携は薄い。 

男性 70 歳代以上 古井 周辺市町村との連携が必要で災害時に助け合うことが大事です。

男性 50 歳代 蜂屋 市町村合併が必要。 

男性 60 歳代 太田 市独自では、発展は困難な面が多く、近辺自治体との連携、共有

は必要だと思う。 

男性 60 歳代 古井 必要ない。 

女性 60 歳代 古井 他町村を大事にしすぎている。（美濃加茂市民より他市の人の方

が利用も便利）これは質問とは少しとずれているかもしれません

が。 

男性 20 歳代以下 加茂野 注目したことがない。 

男性 50 歳代 太田 まったく感じない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 連携の具体的な内容がわかりません。 

男性 50 歳代 古井 連携内容がわからない。 

男性 50 歳代 伊深 わからない。 

男性 60 歳代 蜂屋 わかりません。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 

男性 30 歳代 太田 わからない。 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 太田 詳しくわからない。 

女性 50 歳代 三和 情報がないからわかりません。 

男性 50 歳代 加茂野 わからない。 

女性 20 歳代以下 下米田・牧野 知りません。 

女性 20 歳代以下 太田 わかりません。 

女性 60 歳代 太田 そのようなことは考えたことがないのでわからない。この設問があ

ること自体がそうしていることを物語っていると思い普通に回答し

た。 

女性 70 歳代以上 太田 わからない。 

男性 20 歳代以下 太田 わからない。 
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