
 

 

 

 

 

平成 25年度 

美濃加茂市第５次総合計画意識調査 

 

 

自由意見報告書 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年６月 

 

美濃加茂市 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

目 次 

 
（１）市の情報の発信 ..................................................................... 1 

（２）市政への市民意見の反映 ............................................................. 3 

（３）生涯学習の推進 ..................................................................... 5 

（４）スポーツ活動の推進 ................................................................. 8 

（５）市民と市で協働のまちづくり ........................................................ 10 

（６）市民の自治意識の高揚 .............................................................. 12 

（７）美濃加茂ブランドの創造 ............................................................ 14 

（８）労働環境の整備 .................................................................... 17 

（９）商業の振興 ........................................................................ 19 

（１０）工業の振興 ...................................................................... 22 

（１１）市街地の整備 .................................................................... 24 

（１２）農林業の振興 .................................................................... 27 

（１３）観光の振興 ...................................................................... 29 

（１４）防災対策 ........................................................................ 31 

（１５）消防・救急体制の整備 ............................................................ 33 

（１６）防犯体制の整備 .................................................................. 34 

（１７）交通安全の推進 .................................................................. 36 

（１８）健康づくりの推進 ................................................................ 38 

（１９）医療体制の整備 .................................................................. 39 

（２０）障がい者福祉の推進 .............................................................. 41 

（２１）介護・高齢者福祉の推進 .......................................................... 42 

（２２）市民福祉の推進 .................................................................. 44 

（２３）地域福祉の推進 .................................................................. 45 

（２４）母子保健の推進 .................................................................. 47 

（２５）子育て支援の推進 ................................................................ 48 

（２６）学校教育の充実 .................................................................. 50 

（２７）青少年の健全育成 ................................................................ 52 

（２８）多文化共生の推進 ................................................................ 53 

（２９）文化・芸術の振興 ................................................................ 55 

（３０）公共交通の推進 .................................................................. 56 

（３１）住宅地の整備 .................................................................... 59 

（３２）良好な景観の形成 ................................................................ 61 

（３３）公園の整備 ...................................................................... 63 

（３４）河川の整備 ...................................................................... 65 

（３５）環境保全 ........................................................................ 67 



（３６）ごみの減量、省エネ、リサイクル対策 .............................................. 69 

（３７）行政サービスの向上 .............................................................. 71 

（３８）健全な行財政運営 ................................................................ 73 

（３９）周辺市町村との連携 .............................................................. 75 



    

- 1 - 

 

（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 

女性 30歳代 無回答 広報紙とても見やすいです。 

女性 50歳代 蜂屋 防災や防犯、市の行事など、市のメール配信サービスが一番確

実に入る情報でよい。新しい情報がすぐにほしい。 

女性 70歳代以上 太田 月刊みのかもなどよくなったと思う。 

女性 40歳代 太田 携帯電話に市の行事など入ってくる。わかりやすい。 

男性 70歳代以上 太田 一般的な情報は得られる。 

 

【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 30歳代 古井 市会議員の活動内容がよくわからないです。 

女性 70歳代以上 太田 広報だけでは十分とは言えない。 

男性 70歳代以上 三和 どこの市町村でも行っている。その上をいっているとは思えない。 

女性 20歳代 加茂野 アパート住いのため、広報が届いていません。 

男性 40歳代 古井 広報紙の伝え方が不十分。 

女性 40歳代 わからない 興味があれば充分に知ることができるだろうが、自治会に属して

いない人は広報紙すら配られないので知ることができない。 

女性 70歳代以上 太田 広報の中身の話が出ない。 

男性 30歳代 下米田・牧野 広報紙自体を手に入れる機会が少ない。 

男性 60歳代 古井 簡略な説明、要点のみ。議会案内はむだ。 

女性 40歳代 古井 どこかへ取りに行かなくては手に入らないため。 

男性 60歳代 山之上 自治会に不満があり退会したから。 

男性 70歳代以上 加茂野 検診等の情報は充分と思うが主要事業、財政状況の情報不足。 

男性 30歳代 太田 よい所はあるが、説明が不十分（詳細がない）。 

女性 20歳代 蜂屋 時々表面的に感じる。 

男性 60歳代 加茂野 自治会未加入ですが情報は自らとりに行かなければだめ。 

女性 70歳代以上 古井 広報紙を読んでない人が多い。情報共有をどう普及させるか。 

女性 50歳代 無回答 広報紙では、なかなか得られない気がします。 

女性 70歳代以上 古井 他市町村と比べても同じようなこと。 

女性 50歳代 山之上 地元で行われたイベントの事をまったく知らなかった。 

男性 50歳代 太田 市報は月１回でもいいと思います。 

男性 40歳代 古井 広報、ネット以外でも発信方法も。 

男性 30歳代 太田 人の出入りのある目のつく場所に、貼り出す等もっと工夫が必

要。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 下米田・牧野 情報発信が広報紙に重点を置いているがもっと多様な方法を考

えるべき。 

男性 50歳代 下米田・牧野 これからは、ホームページを充実したほうがよい。 

男性 60歳代 山之上 ケーブルテレビによる議会中継が行われるとより情報が得られ行

政に関心が向くのでは。 

男性 70歳代以上 太田 経費の点もあるが、もう少しカラーにして読みやすくしてほしい。 

男性 60歳代 加茂野 これからも、他市の広報紙のよい点を取り入れながら、改善して

いってほしい。 

女性 30歳代 下米田・牧野 議会の内容などを伝えてほしい。 

女性 70歳代以上 古井 我々市民が、広報紙をどれだけ目を通しているかが問われなけ

ればならない。 

女性 20歳代 太田 ある程度は得られていると感じる。広報紙の文面が長いのでパッ

と見てわかるくらいの方が見やすい。 

女性 40歳代 古井 市報はカラーでなくてもよいと思います。 

男性 60歳代 三和 広報紙は文字を少なくするとよい。 

男性 70歳代以上 古井 見やすく。（字数が多い） 

男性 60歳代 古井 ホームページの充実。 

女性 30歳代 太田 申請が必要な情報等、他の情報との差がなく見落としがちで、ギ

リギリにあわてる場合がある。目立つ表現や、くり返し表現等必要

な場合がある。 

男性 70歳代以上 古井 読んでみたくなるような標題を。 

女性 60歳代 加茂野 保存用に、とじ方向を統一して下さい。 

男性 50歳代 古井 広報は１回でよいが、税金、扶養制度、国保など、市役所の窓口

で市民に損をさせない十分知識のある対応がほしい。知らないた

め損をした。 

女性 50歳代 古井 魅力ある広報紙となってほしい。 

女性 20歳代 古井 あまり広報を開いてみたいと思わない。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 下米田・牧野 広報をあまり読まない 

男性 40歳代 太田 広報紙あまり見ない。 

男性 20歳代以下 古井 あまり興味をもって見たことがない。 

女性 40歳代 蜂屋 アパートで自治会費は支払っているが、市報も届かないのでよく

わからない。 

男性 70歳代以上 太田 市民として、情報を修得している。 

男性 40歳代 古井 広報紙に触れる機会がない。 
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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 

男性 60歳代 山之上 反映されつつあると思う。 

女性 50歳代 蜂屋 市長を始めとする、市職員の方が出てＰＲする動画も、文字では

伝わらない気持ちが伝わりよいと思う。ツイッターも時々見ていま

す。とびだせ市長室の取り組みもよいですね。 

女性 30歳代 下米田・牧野 このようなアンケートが市のあちこちにあり意見を取り入れようと

する姿勢が見られる。よい方向へ進む事を願います。 

男性 70歳代以上 太田 他市町村同様反映されている。 

女性 50歳代 無回答 新市長さんになってからよく聞いてもらえると伺いました。 

 

【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 太田 思わない。 

男性 70歳代以上 三和 市議会議員の活動が少なく、その面からの反映が少ないと思う。 

女性 50歳代 山之上 意見の言える環境でしょうか。 

女性 20歳代 加茂野 実感するような出来事がありません。 

男性 50歳代 下米田・牧野 何が反映されているかよくわからない。 

男性 60歳代 下米田・牧野 自治会の要望が反映されない。 

女性 30歳代 無回答 意見が、どのような形で出ているのか、どのように反映されている

のか知ることができない。 

男性 40歳代 古井 政治的な力がある人たちの声のみ反映されている。 

女性 70歳代以上 太田 市民意見の反映されたものがありますか。 

男性 40歳代 古井 情報が不足。 

男性 70歳代以上 加茂野 市民の意見はどこで吸収しているのか。 

男性 60歳代 下米田・牧野 自治会の要望が反映されていない。 

男性 30歳代 太田 広報に意見に対しての進捗を明記しないと、わからない。 

男性 40歳代 下米田・牧野 市民の意見を表明する機会がない。 

男性 30歳代 太田 一般的な意見が反映されていないが、意見を聞く人もいない。 

女性 20歳代 蜂屋 そう感じる機会がない。 

男性 70歳代以上 太田 十分とは言えぬが。 

男性 60歳代 無回答 市民からどのような意見が出され、市政にどのように反映された

のか、市民にはわからない。 

女性 50歳代 古井 自治会組織の弱体化、市議の役割等声を出せるところがない。 

女性 30歳代 下米田・牧野 意見が反映されているのかどうか。市政を身近に感じない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代以上 古井 危険道路を何回もお願いしても、なんの音沙汰なし。 

男性 70歳代以上 太田 直接市民と会話できるようにしてほしい。 

女性 60歳代 古井 アレルギーの給食を作る場所があるのに利用されていない。坂祝

は今年にも取り入れているのに美濃加茂市はどうしてなのか。 

男性 60歳代 蜂屋 市、市会議員との交流がない。 

女性 60歳代 太田 市職員の人数パートを含め多すぎます。 

男性 60歳代 古井 市長同様任期制度の導入を希望。現状では意見の代弁者が不

在。 

男性 30歳代 太田 主張が必要。そもそも市政がよくわかってこない。 

男性 60歳代 太田 不満のある者は、はっきり意見はいわないと思います。 

女性 70歳代以上 太田 自治会等から提出される意見がなかなかよくならない。 

男性 30歳代 古井 個々のアンケート、自治会からの意見の吸い上げがもっとあれば

よいと思う。 

女性 70歳代以上 古井 市民の意見を聴くことは肝要ですが、八面六臂はいただけない。 

男性 70歳代以上 古井 市民と密着し、市民行事に出向いてほしい。 

女性 60歳代 古井 どこでどういう形で伝えたらいいのかわからない。 

女性 70歳代以上 古井 とび出せ市長室は大変よいこと。どのようにまとめて反映してくれ

るか。 

女性 40歳代 太田 防犯灯など毎年回覧板に要望が書いてあるから。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 わからない どのような意見が市民からだされているかわからないので。 

男性 30歳代 下米田・牧野 応援している方々がことごとく落選した。 

男性 20歳代 蜂屋 自分がほとんど参加できていない。 

女性 40歳代 蜂屋 子どももいないし、自治会にも所属してないので判断できるほど

の情報はないです。 

男性 40歳代 加茂野 よくわからない。 

男性 40歳代 古井 判断のしようがない。 
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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 30歳代 蜂屋 十分整っているように思える。 

女性 20歳代 加茂野 まだ利用した事はありませんが図書館がたくさんある事に満足。 

男性 70歳代以上 太田 学びのとびら情報がよい。 

女性 30歳代 無回答 広報紙やメールなどで様々な学びがあり体験も出来とてもよいと

思います。 

女性 50歳代 古井 「学びのとびら」等で色々な機会がアピールされている。 

女性 40歳代 太田 ジュニアリーダーズクラブの子ががんばっている。 

女性 70歳代以上 古井 現状で十分だと考えます。学ぶということは自ら求めるものですか

ら。 

女性 20歳代 太田 クラブ活動が盛んでよいと思う。 

男性 70歳代以上 太田 生涯学習に積極的に参加したい。 

男性 50歳代 古井 図書館の開館時間が延長された。 

 

【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 太田 大体月曜が休み。月曜日しか行くことが出来ない者は、つらいで

す。 

女性 70歳代以上 太田 整っているとは思えない。 

女性 50歳代 山之上 時間帯。仕事をしているから利用することができない。 

女性 50歳代 加茂野 仕事を持つ者にとっての環境が整っていない（休日、夜間など）。 

男性 30歳代 蜂屋 平日の日程が多い。 

男性 40歳代 古井 高齢者向きのが多い。 

女性 50歳代 蜂屋 働きながらも参加できたらよいのですが、時間が合いません。 

男性 40歳代 古井 情報が不足。 

女性 40歳代 古井 図書館等が市内に２ヶ所しかない。 

女性 60歳代 太田 他町村とくらべると高い。 

女性 40歳代 太田 仕事をしていると平日などに参加出来ない講座があるので残念です。 

男性 70歳代以上 加茂野 きめ細かさがない。 

女性 50歳代 加茂野 交通の便が悪いから。 

男性 70歳代以上 古井 学習施設が悪い（ＩＴ学習設備）。 

女性 70歳代以上 古井 環境は整っているけど、参加者が今一つ。 

女性 30歳代 太田 学びたい気持ちはあるが、仕事をしている子育て世代は、子の預

け先や、時間が合わない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 古井 時間帯が偏っていたりする。 

女性 70歳代以上 古井 ＩＴサークルに参加していますが、専用の部屋がなくネットが常時

つながらない。 

男性 30歳代 古井 料理教室や英会話の教室などから資格を取得しやすい環境の幅

が拡がるとよいと思います。 

男性 60歳代 古井 施設利用料を取っているが公共性の高い活動には無料化してほ

しい。 

男性 60歳代 古井 少々グレードアップを願いたい。 

男性 50歳代 下米田・牧野 平日、夜１回とか休日の開催がなくなればよい。 

男性 60歳代 加茂野 講師の方の都合もありますが、出来れば昼間時間帯に開催して

ほしい。 

女性 20歳代 太田 図書館をもっと大きくしてほしい。 

女性 30歳代 下米田・牧野 子育てをしていると学びたいと思いつつ、預けにくい現状があります。 

男性 30歳代 太田 自然を利用した、体を使って学ぶことを忘れている。 

女性 60歳代 太田 どこの地区でも公民館などあります。もっと、その場を活用したほ

うがよいと思う。 

男性 40歳代 山之上 種類、分野がマンネリしていないか。 

女性 40歳代 蜂屋 参加したくなる講座がない。ご隠居さんたちが土地の生産物を使

った料理や保存食等を教えてくれると嬉しい。地産地消、自家製

がよい。退職者が先生になればなおよいと思う。また、東図書館

は、自販機前で飲食し、うるさく話している人がいるので行く回数

が減りました。 

女性 20歳代 蜂屋 情報をもっと発信してほしい。 

男性 70歳代以上 太田 老人の学べる環境がもう少しほしい。 

男性 60歳代 無回答 どんなメニューが有るのかわからない。年度初めのみの申し込み

だけではなく中途での参加を認めては。 

女性 50歳代 下米田・牧野 夜の学習があるとよい。 

女性 20歳代 下米田・牧野 交流センターの使用料が全体的に高すぎる。 

 

 

【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 高齢者だからわからない。 

女性 60歳代 蜂屋 参加したい気持ちと自分の能力の不安でなかなか勇気がない。 

女性 70歳代以上 太田 整っているかも知れないが知るチャンスがない。 

男性 60歳代 山之上 どんな事が学べるのかわからない。 

女性 20歳代 古井 あまり勉強できる環境にない。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 加茂野 学びたいと思っても、どうやればよいかわからない。これもよくわ

からない。 

男性 40歳代 古井 平日夜しか美濃加茂市にいないので利用できないが、まあそんな

ものだろう。 

女性 50歳代 無回答 何をやっているかを知るのが遅かったりなかなか参加できない。 
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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 

女性 70歳代以上 古井 現状でよいと考えます。 

男性 70歳代以上 太田 行われている。 

男性 50歳代 古井 体育委員の活動は十分にある。係は大変である。 

男性 40歳代 古井 みのかもマラソンに家族で参加して、よい時間が過ごせた。 

 

【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 30歳代 古井 例えば還暦野球などは市からの補助がなくなり、スポーツ活動を

推進していると思えない。（全国大会なので） 

男性 50歳代 加茂野 グランド、広場が少ない。 

男性 30歳代 蜂屋 特定の人のものになっていると感じる。 

女性 50歳代 古井 体育の日などそれぞれの体育祭に参加していないのではないか。 

男性 60歳代 蜂屋 町、市の大会に若者が参加しない。 

男性 60歳代 古井 野球、サッカー、ソフトボール。新鮮味がない。 

男性 40歳代 古井 情報が不足している。 

女性 40歳代 古井 スポーツの施設が１か所しかない。 

男性 50歳代 下米田・牧野 種目の見直しが必要。参加者が限定してきている。 

男性 60歳代 山之上 行事内容がマンネリ化してはいないですか。 

男性 30歳代 太田 親が参加しすぎて、子供の意見が出ない。総合施設がない。 

女性 40歳代 加茂野 市民運動会など、昔ながらの行事の参加を自治会から強制され

るのを本当に何とかしてほしい。 

男性 40歳代 山之上 町民運動会から参加が強制で大変である。 

女性 40歳代 蜂屋 関市にはプールや無料で利用できるフィットネスがあり、健康向上

に積極的になれるが美濃加茂はない。 

男性 40歳代 加茂野 施設を利用したサークル活動はあるが、各競技の市民大会（テニ

ス等）が行われていない。 

女性 60歳代 古井 最近は子どものスポーツ活動に親が付き添うことが多く自治会の

スポーツ活動がむずかしいと思う。 

女性 30歳代 太田 宣伝が不十分だと思う。 

男性 70歳代以上 古井 最近少なくなった。若者の興味が外部に多くある。 

男性 40歳代 太田 運動会はやめた方がよい。 

男性 60歳代 無回答 市民のスポーツ活動への参加は 20～30年前に比べ激減している

（市民運動会、野球大会等）。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 加茂野 ○○大会、というものではなく個々に体力増強しやすい施設が少

ない。ちゅうたい以外にもほしい。 

女性 40歳代 加茂野 施設不足な面がある。 

女性 50歳代 古井 一部の人のみ、みんなが参加できる催しがない（少ない）。 

女性 50歳代 無回答 知人がバレーなどやっているので、活動をしているのはわかるが

何をしているのかわかりにくい。 

男性 20歳代 古井 バスケットコートがあるとうれしいです。 

男性 60歳代 古井 スポーツ広場、特に芝生の運動が出来る広場がほしい。 

男性 60歳代 古井 年間でスポーツの活動が少ない。テニスでも１年間に４回ぐらいし

てほしい。 

女性 70歳代以上 太田 もっと積極的に若者に推進すべき。 

女性 40歳代 太田 いろんな人に市の施設の使用許可をお願いしたいです。 

男性 40歳代 古井 スポーツ専門競技場が県内の他市と比べてなかったり小さかった

り、設備が古い。陸上競技場（全天候）がほしい。 

女性 40歳代 太田 市民運動会は役員だけの参加がほとんど。この資金を他にまわ

したら。話し合いに出ると、役員の家族、知り合いでまわしてい

る。他に活動はあるので必要性がない。昔と違い、各家庭で行う

ことができている。 

女性 20歳代 蜂屋 サークルなどの紹介をしてほしい。 

男性 60歳代 三和 体育館の充実を図る。 

女性 70歳代以上 古井 健康づくりのウォーキングなど、老人でも参加出来るように。 

男性 60歳代 古井 施設の維持、管理。 

女性 30歳代 下米田・牧野 子ども（小中学生）へのスポーツ振興の充実を。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 加茂野 活動自体、あるのかどうかがわからない。 

女性 20歳代 加茂野 近くにそのような場所がありません。 

女性 30歳代 無回答 まだよくわかりません。 

女性 40歳代 太田 サッカーやバレーなど。 

男性 70歳代以上 太田 高齢のため縁遠くなった。 

男性 70歳代以上 古井 もっと身近な運動から。 

女性 70歳代以上 古井 わが自治会は運動会にも参加していない。 
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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 

女性 30歳代 無回答 まだよくわかりませんが、広報紙を読んでいると、協働を感じま

す。 

男性 30歳代 太田 現市長が変えてくれた。 

女性 40歳代 蜂屋 おんさい祭りと中山道まつりくらいしかしらないが、ほどほどが、縛

られなくてよいので。 

男性 60歳代 三和 市職員の方も休日に参加していただいております。 

 

【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 30歳代 古井 何十年も住んでいますが協働のまちづくりが盛んだとは思えない

です。 

男性 70歳代以上 三和 一部の人、団体等にかたよっていると思う。その面の再構築が必

要。 

女性 60歳代 古井 市民１人１人に協力するという考えが伝わっていない。 

男性 30歳代 蜂屋 感じる部分が少ない。 

女性 50歳代 古井 私の目に見える協働といえば産業祭くらい。 

男性 40歳代 古井 協働という言葉だけ先行して、市職員が市民に仕事をおしつけて

いる。 

女性 40歳代 古井 活性化されていない。 

男性 60歳代 太田 参加者が少ないと思うが。 

男性 70歳代以上 加茂野 情報不足。 

男性 60歳代 下米田・牧野 下米田地区は遅れている。 

男性 60歳代 山之上 団体等の行政の積極的な対応がもっと必要と考える。 

女性 40歳代 太田 ふつう。 

女性 70歳代以上 古井 “一部の市民と市”という関係になっていないか。常に検証が必

要。 

女性 60歳代 加茂野 意識がまだまだ少ないようです。 

女性 20歳代 蜂屋 若い人たちの声は届いていますか。 

男性 70歳代以上 古井 末端まで届かない。 

女性 70歳代以上 古井 行政にまとめ役がいない。市民もバラバラに動いている。 

女性 30歳代 太田 市から、熱い気持ちは感じられない。 

女性 50歳代 古井 協働という意味を自分も含め理解できていないため、市民が受け

身となっている。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 無回答 あまり進んでいるとは思えない。 

男性 60歳代 山之上 地域協議会の一部発足を望む。 

男性 50歳代 加茂野 ＰＲが少ない気がする。 

女性 60歳代 太田 職員による町の見回りや、市民との会話が必要。 

女性 70歳代以上 太田 具体的に目に見えることが望ましい。 

男性 60歳代 古井 実例がほしい。 

女性 50歳代 古井 住宅開発に伴い、道路を整備してほしい。 

女性 30歳代 下米田・牧野 これから協働でよいまちづくりが出来ていくことを願います。 

男性 40歳代 下米田・牧野 どちらかといえば住民主導が望ましい。 

男性 70歳代以上 太田 市の行政として、自治会活動に喝を入れてほしい。 

男性 70歳代以上 太田 市民の声をもう少し聞いてほしい。 

女性 70歳代以上 古井 市職員がもっと市民と話し合いをしてほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20歳代 加茂野 バイパスができた。 

男性 50歳代 下米田・牧野 何が進んでいるかよくわからない。 

男性 60歳代 山之上 現在町民によびかけているところです。 

男性 60歳代 古井 わからない。 

男性 40歳代 古井 何を指して言っているのかわからない。評価不能。 
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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 

男性 30歳代 加茂野 文化活動、防災活動を通じて、さらなる自治意識の向上を図れる

かと思います。 

男性 30歳代 古井 各種訓練や自治会の活動は、一定の効果があると思います。 

男性 50歳代 古井 自治会活動は活発です。 

女性 70歳代以上 古井 積極的とは思われないが、各々が出来る範囲では参加していると

思う。 

女性 60歳代 加茂野 今、行われようとしているところです。続けられるといいなと思いま

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 20歳代 加茂野 積極性は感じられない。 

女性 20歳代 加茂野 実感するような出来事がありません。 

男性 60歳代 加茂野 自治会加入率が低い。 

男性 30歳代 蜂屋 高齢化が進んでいる地域には取り組みとして難しい。 

男性 60歳代 山之上 年令差により、考えが違いすぎる。 

男性 40歳代 古井 自治会加入率の低さ。 

男性 30歳代 古井 消防団、自治会活動に対する理解が少ない。 

男性 60歳代 下米田・牧野 市民のみでは限界あり。 

男性 20歳代 蜂屋 市民がなにをすべきか不明確。 

男性 60歳代 太田 参加者が少ないと思うが。 

女性 70歳代以上 太田 どちらかといえば消極的。 

男性 60歳代 山之上 団体等の行政の積極的な対応がもっと必要と考える。 

女性 40歳代 太田 市民の自治意識が高揚している、と言われれば、そうでもないよう

な。 

男性 60歳代 加茂野 自治会への参加行事が多いのが負担となっている。 

女性 40歳代 蜂屋 子供もいないし自治会も所属していない賃貸なので参加意識は

薄い。 

男性 70歳代以上 古井 役員任せが多い。 

男性 60歳代 古井 ＰＲ不足。 

男性 70歳代以上 古井 主導権を握る人がいない。 

女性 50歳代 無回答 空回り気味の気がします。 

男性 70歳代以上 太田 一人ひとりの活動では効果が少ない。自治会の活用を計られたい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 加茂野 若い人を増やすべきでは。 

女性 50歳代 蜂屋 防災訓練が自治会会長の地域だけでなく、全市民が経験しておく

とよいと思います。 

女性 70歳代以上 太田 目的を持って市民が参加出来る場をつくる。 

男性 60歳代 古井 市民の参画する意識が不在。いつ、誰が議員になるかわからぬ

（裁判員）状況にすべき。 

女性 50歳代 古井 地区リーダーの育成が必要。 

男性 70歳代以上 下米田・牧野 自治体によって差があり。 

女性 50歳代 古井 少しずつ取り組みがされていると思うがまだ活かせる方法や力が

眠っていると思う。 

男性 30歳代 古井 もっと自治会での活動をするように呼びかけがあった方がよい。 

女性 30歳代 下米田・牧野 これからの課題と考えます。義妹が他市に土地を購入し、家を建

てました。なぜ今まで美濃加茂市に住んでいたのに、選択圏内に

入っていないのかと思いました。これから大きな会社が美濃加茂

市に入りうるおってくれる事を期待します。 

女性 40歳代 蜂屋 自治意識の低下は避けられない。その上でどう活動してゆけるか

を考える必要がある。 

女性 20歳代 太田 人によってまちまちなのでみんなが同じくらい取りくめるようになる

といいと思う。 

男性 60歳代 三和 自治会活動が、活発になると地域に明るさがでるのではないか。 

男性 70歳代以上 太田 年度別計画で継続的地域づくりに取り組み成果が果たされるよう

指導してほしい。 

女性 70歳代以上 古井 市民のレベルがまだ低い。行政のサポートが必要。 

男性 70歳代以上 太田 市がその道しるべを示してほしい。 

男性 60歳代 無回答 自治会への参加率が下がったり、ゴミ出し等のルールが守られな

い等、市民の自覚を上げなければと思う。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 無回答 わかりません。ただ、地域づくりに参加したいとは思います。 

男性 40歳代 太田 年寄りばかりなので。 

女性 20歳代 古井 普通、のような感じ。 

女性 50歳代 古井 何かの役がまわって来れば、自治意識が高揚しているかどうかは

言えると思う。 
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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 

女性 60歳代 蜂屋 蜂屋柿 

男性 60歳代 山之上 蜂屋柿 

男性 60歳代 蜂屋 蜂屋柿 

女性 60歳代 古井 蜂屋柿 

男性 60歳代 山之上 蜂屋柿 

女性 40歳代 太田 蜂屋柿など 

女性 60歳代 古井 蜂屋柿 

男性 40歳代 下米田・牧野 蜂屋柿 

女性 60歳代 加茂野 堂上蜂屋柿についてはほんとうに見てよし食してよし、素晴らしい

と思います。 

女性 20歳代 太田 蜂屋柿はもちろん、いろいろあると思う。 

女性 60歳代 古井 梨、柿など 

男性 40歳代 古井 蜂屋柿 

男性 60歳代 古井 中山道、ライン下り 

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 

女性 20歳代 加茂野 美濃加茂ブランドなどあるのか。 

男性 30歳代 蜂屋 蜂屋柿以外はわからない。 

男性 30歳代 加茂野 誇れるブランドなし。 

男性 30歳代 古井 地場産業がないのが弱みですね。 

男性 60歳代 太田 あると感じていない。100人が 100人これだと言えるブランド化のＰ

Ｒが必要では。 

女性 50歳代 山之上 土産に困る。 

女性 20歳代 加茂野 特にない。 

男性 50歳代 古井 必要性を感じない。 

女性 30歳代 無回答 わかりません。ただ私は関市からきましたが、まわりの人のイメー

ジは、外国人が多い、治安が悪く人が多い、せまいでした。 

女性 50歳代 加茂野 国内外に誇れるとは感じない。 

女性 50歳代 古井 まったくないと思います。残念。 

男性 60歳代 古井 必要性がわからない。 

男性 60歳代 下米田・牧野 蜂屋柿くらいしか思い当たらず。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 古井 ない。 

男性 30歳代 太田 美濃加茂ならではのブランドが不明。 

女性 60歳代 太田 蜂屋柿しかわかりません。 

男性 60歳代 古井 これといってないように思う。 

男性 50歳代 三和 何かとすぐに思いつかない。 

男性 60歳代 加茂野 蜂屋柿以外に思い浮かばないし、その蜂屋柿も高価で手に入り

にくくなっている。 

女性 30歳代 下米田・牧野 これからの課題ですね。 

女性 20歳代 古井 ないと思う。 

女性 30歳代 わからない 住んで１年たつが、何が有名なのか知らない。 

女性 70歳代以上 古井 客人を案内するとき、どこがよいか、土産を用意する時何にする

か思い浮かばないのです。 

女性 40歳代 蜂屋 蜂屋柿しかしらない。ふるさと納税の美濃加茂市のページは、ま

ったく魅力がない。各務原市は同じ岐阜県でもよかった。 

女性 50歳代 加茂野 ない。 

女性 20歳代 蜂屋 蜂屋柿もふつうです。 

男性 40歳代 加茂野 市民が誇れるものになっているか疑問。 

男性 60歳代 加茂野 タクシードライバーですが、お客様から当市の名物、名産などよく質

問を受けるが即答できない。柿、梨、坪内。有名企業。昭和村。 

男性 70歳代以上 古井 ないと思う。 

男性 40歳代 加茂野 どこも同じような感じだからふつう。 

女性 30歳代 太田 市と、市民との間に気持ちの差があると思う。市が、むりやりこじ

つけすぎ。 

女性 40歳代 古井 美濃加茂市外の人から印象が薄いと言われる。 

男性 70歳代以上 太田 ないと思います。 

女性 50歳代 無回答 蜂屋柿などはあまり知られていない。 

女性 50歳代 下米田・牧野 蜂屋柿をもっとアピールすべきだと思う。 

女性 40歳代 太田 いろんなテレビ番組に取り上げていただいていますが、もう少しア

ピールをした方がよいと思います。 

男性 20歳代 蜂屋 もっと主張すべき。 

男性 30歳代 太田 なにがあるのかわからない。キャラクターの、かも丸、かも美にイ

ラストに持たせたりすると、よいかも。 

女性 60歳代 太田 市民がもっと活発に動いて集まって、知恵を出し合い積極的にが

んばってほしい。 

男性 40歳代 山之上 アイデア・企画不足ではないか。昭和村をもっと生かしたい。 

男性 60歳代 三和 はちや豚、美濃加茂やきそばを地域で広め多くの方に来てもらえ

るようにすること。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代以上 太田 隣接町村とともに広域的な開発によってブランド化し、より大きな

力を見い出してほしい。 

女性 60歳代 古井 観光名所（川の流し舟）などがほしいとは思います。 

女性 70歳代以上 古井 一朝一夕には出来ないが、誰がどのように進めているのか。よく

わからない。 

男性 60歳代 無回答 思い当るのは蜂屋柿くらい。もっと市を上げてＰＲして見てはどう

か。 

女性 50歳代 古井 蜂屋柿というかもしれないが、ＰＲ不足かもしれない。意識から変

えていかないと。後継者も含め、市で保護していくべき。 

女性 70歳代以上 太田 蜂屋柿かな。庶民に身近に感じない。 

女性 30歳代 太田 蜂屋柿だけ。 
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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 

女性 20歳代 加茂野 お店や職場がたくさんあるように思う。 

女性 30歳代 無回答 人が集まり働く場所も増えるのでは、と思います。 

男性 30歳代 太田 贅沢を言わなければ。 

 

【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 障害者の雇用に問題あり。 

女性 50歳代 古井 資格があっても市内で働くことができない。地元で働きたい。 

男性 30歳代 古井 ＳＯＮＹのような会社がなくなった時の影響が、大きかったと思い

ます。 

男性 70歳代以上 三和 道路事情が悪く、よいとは思えない。 

女性 50歳代 山之上 ソニーも後が決まったようですが、採用がパート重視だと。 

女性 20歳代 下米田・牧野 働く場所も近くにはなく、収入が低い。 

女性 70歳代以上 加茂野 若い人の働く場所が少ない。県外へ行ってしまう。 

男性 60歳代 山之上 思ったより環境が整ってない。 

女性 50歳代 蜂屋 女性が多く、男性の特に 50歳代の求人が少ない。 

女性 70歳代以上 太田 まだまだ開拓を促す余地あり。 

女性 40歳代 古井 魅力的ではない。 

女性 40歳代 古井 働く場所がない。子どもがいると、就業時間に制約がありこちらが

希望する職種に就職できない。雇用してもらえない。 

男性 60歳代 山之上 働く場所をさがしているがなかなかない。 

女性 40歳代 太田 ソニー撤退後のことがやっと決まったが、大きな労働場所がなくな

る不安はまだまだ消えません。 

女性 50歳代 古井 大きな企業が少ない。 

男性 60歳代 古井 シルバーの仕事がない。 

女性 20歳代 古井 ないと思う。 

女性 70歳代以上 古井 若い人が働く場所となると職環境は整っているとは言えないので

はないか。 

女性 40歳代 蜂屋 企業も少なく、再就職には至っていない。 

男性 40歳代 加茂野 職業安定所で検索しても、市内にはほとんど求人がない。 

女性 20歳代 太田 働き口が集中している気がする。 

女性 70歳代以上 下米田・牧野 企業が少なく若い人の気持ちが他県に向いている。 

女性 60歳代 古井 企業も少ないので安定して働ける場所は少ないです。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 そうは思えない。 

男性 70歳代以上 古井 市外へ出る人が多い。 

男性 60歳代 無回答 ハローワークへ行ってみても高齢者には厳しい。 

男性 50歳代 古井 ソニー工場閉鎖に関して、市のできることがもっとあった。企業は

無責任です。 

女性 50歳代 無回答 大学生の子どもが、市内では就職難しいと言っています。 

男性 60歳代 太田 更なる企業誘致が必要では。 

女性 60歳代 太田 パート、短い時間でも働ける環境があるとよい。 

男性 40歳代 古井 大手企業等の誘致が必要。 

男性 60歳代 古井 一地方都市では困難であろうが、企業に正社員を奨励してほし

い。企業が増しても非正規ばかりでは。 

男性 50歳代 下米田・牧野 新しい産業の創出が必要。 

男性 60歳代 太田 ソニーがよい例。 

男性 40歳代 太田 企業をたくさん誘致、起業を応援してほしい。 

女性 40歳代 太田 今パートだが、社員で本当は働きたい。 

男性 40歳代 山之上 高齢者雇用の場の充実を。 

男性 60歳代 加茂野 昼夜の人口比、企業数は。 

男性 70歳代以上 太田 現市長の行動力に期待し整備を望む。 

男性 70歳代以上 古井 企業誘致を。 

女性 70歳代以上 古井 工業団地に期待している。 

男性 60歳代 加茂野 若者が住みよいまちを。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 太田 愛知県で働いているため。 

女性 60歳代 加茂野 今はわかりません。 

男性 40歳代 加茂野 農業に興味があるがどうすればよいかわからない。 

女性 50歳代 古井 ハローワークさんの職員さんが、とってもよいです。 
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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 40歳代 古井 スーパーはにぎわっているよう。 

女性 70歳代以上 下米田・牧野 田舎でもスーパー、ホームセンター、ドラッグストアが出来て、あり

がたいと思う。 

 

【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 60歳代 加茂野 昔のお店がなくなった。24 時間営業のコンビニ、ファーストフード

店は不要。 

女性 20歳代 加茂野 太田商店街を見てにぎわっていると思えるのか。 

男性 30歳代 蜂屋 にぎわっているイメージはない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 地区に、郵便局もなく、どうしても隣接している可児市へ行く機会

が多い。 

女性 70歳代以上 太田 シャッター通りと言われている。 

男性 30歳代 古井 駅の南側の商店街がさみしくなりました。なかなか難しい問題で

すが。 

男性 70歳代以上 三和 郊外地域がおきざりになっている。 

女性 70歳代以上 古井 なかなかむずかしい。駐車場の件も。 

女性 60歳代 古井 駅前（太田）がシャッター通りになりつつあるようだ。 

女性 20歳代 加茂野 商店街はさびれたイメージ。 

男性 70歳代以上 太田 商店に活気がない。なり行きまかせのようだ。 

女性 50歳代 加茂野 駅前が閑散としている。 

男性 30歳代 蜂屋 駅南側の商店街に活気がない。 

女性 70歳代以上 加茂野 全体が淋しい。まち自体に活気がないので、明るいまちづくりがし

たい。 

女性 50歳代 古井 昔の駅前（南側）を知っているから、減る一方のような気がします。 

男性 60歳代 山之上 駅前商店街が淋しくなった。 

男性 60歳代 蜂屋 大型化が進み小売店が減少しているのがさみしい。 

女性 60歳代 太田 ガレージばかりで悲しい寂しい。 

男性 40歳代 古井 駅前になにもない。 

男性 40歳代 古井 活気を感じられない。 

男性 60歳代 古井 全国どこでもシャッター街。 

男性 60歳代 山之上 駅前も昔ほどににぎわっていない。 

女性 40歳代 太田 太田の商店街がさびしいです。昔は、よかったです。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 駅前の商店街がシャッター街になっているので、何とかしないとい

けない。 

女性 70歳代以上 太田 長続きしていない。 

女性 50歳代 古井 駅周辺の店に活気がない。 

女性 40歳代 太田 閉まっているシャッターの所が多い。 

女性 60歳代 古井 一部だけがにぎわっている状態。 

男性 70歳代以上 太田 大型スーパーに客がかたよって商店街は風邪を引いている。 

男性 60歳代 加茂野 閉店時間が早い。品揃えが少ないため利用しづらい。 

女性 20歳代 古井 思わない。特に駅の南側。 

男性 30歳代 太田 元気がない。 

男性 40歳代 山之上 一部のみ。 

女性 40歳代 蜂屋 商店はどこにいったのか。スーパーで済んでしまう。でも二人分な

ど少人数分の食材のみを販売している所はなかなかなく、商店は

魅力があるのに。 

女性 20歳代 蜂屋 商店街は以前に比べると活発でない。 

男性 60歳代 加茂野 ＪＲ太田駅前シャッター通り。 

男性 60歳代 古井 がんばっているようだが、一時的。 

女性 30歳代 加茂野 閉店しているお店が多い。 

男性 70歳代以上 古井 そうとも言いきれない。市外へ出る人が多い。 

男性 60歳代 無回答 太田町の駅前再開発は現時点では失敗と言わざるを得ない。何

か方策を考えねば。（駅北に重点を、など） 

女性 70歳代以上 太田 車のないものは日常品すら買えない。 

男性 50歳代 古井 大店舗ばかり増えて、近所の食料品店が廃業し、困った。 

男性 40歳代 古井 平日の夜にしかいないから、コンビニぐらいしか印象がない。 

女性 50歳代 無回答 太田南口商店街、古井駅前高齢化後継がなくシャッター通りにな

っている。 

男性 30歳代 古井 駅前がよくない（美濃太田駅）。 

男性 70歳代以上 伊深 市中心部だけ。 

女性 30歳代 無回答 オークワがにぎわっています。お店が増えてほしいです。 

女性 20歳代 加茂野 駅前がもっとにぎわってほしい。 

女性 60歳代 太田 空店舗の利用。路面店の活用。 

女性 50歳代 蜂屋 駅の南側は、味の街など大須のような楽しめるまちだとよい。

日々来客がないので大変ですが。 

女性 40歳代 わからない ぜひ、今後力を入れてください。 

女性 50歳代 太田 駅前通が、もっと活気あふれるようになってほしい。 

男性 40歳代 下米田・牧野 大規模店舗がそろい出した。住民にとっては、商店街も大規模店

も共存すべき。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代以上 古井 駅を中心に南北の商店街に大きな差があります。 

男性 40歳代 加茂野 新市街地は今後発展しそうだが、旧市街地（駅前商店街）は、抜

本的な対策をとらないと厳しい。 

女性 20歳代 太田 駅前の商店街は開いている店と閉まっている店とがあることが気

になる。 

男性 60歳代 三和 駅前商店街に人が多く来られるような取り組みが必要です。 

男性 70歳代以上 太田 市議会議員の能力アップと活発な行動を望む。 

女性 70歳代以上 古井 市内の人口、または、市外からの集客力のある方法を考えること

（特区を作ってみる）。 

女性 70歳代以上 太田 美濃太田駅南の大通りは閑古鳥が鳴いています。 
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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 

女性 50歳代 山之上 ミツカン・ベルメゾン。少しずつ、変化がありそう。 

男性 40歳代 下米田・牧野 他市に比べて優位。 

女性 50歳代 無回答 誘致活動が行われているとは思います。 

女性 50歳代 古井 現在進行形の印象。 

 

【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 加茂野 活発性などない。 

女性 20歳代 加茂野 実感していません。 

男性 50歳代 加茂野 市の収入が少ない。市民税が高くなる。 

男性 60歳代 古井 誘致の種はどこにもない。 

男性 60歳代 下米田・牧野 地域の若者は愛知県へ。 

女性 40歳代 古井 特にないように思う。 

男性 60歳代 山之上 ソニーが撤退し日立も小さくなっており、新たな企業もない。 

男性 70歳代以上 太田 蜂屋の工業団地はガラガラではないですか。 

女性 60歳代 加茂野 もうこれ以上山をこわさないでほしい。今あるところを利用。 

男性 70歳代以上 太田 議員の活動能力が弱い。 

男性 70歳代以上 古井 目立つ企業が少ない。 

女性 50歳代 蜂屋 ソニーの撤退は痛手でしたが、少しずつ企業も入って来て、今後に

期待します。本社企業が移転して市に来て下さるとありがたいです。 

女性 70歳代以上 太田 市長を中心に是非推進してほしい。 

女性 20歳代 古井 もっと大きな会社があるとよい。 

女性 70歳代以上 古井 関係者は努力されていると思います。東南海地震等の時、海岸

沿岸地域の企業に被災軽減のため分散を勧めるのはどうか。 

男性 30歳代 太田 工業団地等の造成は活発だと思うが、土地が余っている所も多い。 

女性 40歳代 蜂屋 Ａｍａｚｏｎが誘致出来たらよかったなと思います。 

女性 20歳代 太田 新しい工業団地が栄えるといい。けれど、そのための自然破壊は

阻止してほしい。 

女性 40歳代 古井 美濃加茂ＩＣができたのに。企業へのＰＲが足りないのではないで

しょうか。 

男性 60歳代 三和 道路の整備が進んでいてこれを活用した企業にＰＲするとよい。 

男性 50歳代 古井 見通しの甘い工業団地計画。人材がなければできないが企業誘

致にたよらない美濃加茂ブランド産業の構築をすべき。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 今後も多く誘致してほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 古井 裏側の事情はわからないことですね。 

女性 50歳代 加茂野 どこに、どれだけの企業があるのか不明。又どう誘致活動してい

るのかも。 

女性 50歳代 古井 あまり活動を知る機会がないです。 

男性 40歳代 古井 がんばってください。 

男性 60歳代 太田 色々あり、すべてを書けない。 

男性 40歳代 太田 期待したい。 

男性 50歳代 三和 これからのさらなる活動を期待しています。 

女性 40歳代 太田 ＳＯＮＹ跡地など。 

男性 40歳代 古井 結果はともかく。 
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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 

女性 70歳代以上 太田 駅の北側はわりと便利だと思います。 

男性 40歳代 加茂野 一通りのものが市内でそろうようになった。新市街地は今後も新

規出店が続きそう。 

女性 40歳代 蜂屋 駅前というより駅北（昔の駅裏）が便利になったとは思います。 

 

【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 30歳代 古井 駅南は買い物先がない。 

女性 60歳代 古井 駅前（太田）がシャッター通りになりつつあるよう。 

女性 20歳代 加茂野 交通の便が悪い。 

女性 30歳代 無回答 こまごましていて、行きづらいです。 

男性 60歳代 山之上 駅前開発で一時は人出があったが最近は駅裏が発展し、人出が

少ない。 

男性 40歳代 古井 駅前になにもない。 

 40歳代 太田 駅前はシャッター通りみたいです。 

男性 50歳代 太田 美濃太田駅の南側はシャッター通りに変わってしまった。 

男性 70歳代以上 太田 市税の多い大型店でも市街地は犠牲。 

女性 40歳代 古井 地元の人のためという感じがして入りづらい。 

男性 60歳代 山之上 可児の方が安くて便利な所もある。 

男性 60歳代 太田 まったく感じない。 

女性 70歳代以上 太田 人通り少なく活気がない。 

男性 40歳代 太田 シャッター街。 

女性 50歳代 古井 駐車場が少ない。魅力的な店がない。 

女性 40歳代 太田 駐車場が少ない。 

女性 50歳代 古井 駅北はよいと思うが、南はさびれていくばかり。さみしいと思う。 

男性 70歳代以上 太田 買い物客の姿がみられない。 

女性 20歳代 古井 駅北ばかり発展して駅南はまったく。 

女性 70歳代以上 古井 駅前の商店主の高齢化が、活気を削いでいるように思う。開店が

遅く、早く閉まる。 

女性 60歳代 太田 １つも感じない。商店の方々、何とかしなくては。 

女性 60歳代 加茂野 駅前とはどこの駅前でしょうか。最近は少し不便さがでてきています。 

女性 40歳代 蜂屋 駅前での買い物など 30 年くらいしていない気がする。買い物する

ようなお店がない印象です。交通も不便だし。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 三和 ほしいものが見当たらない。 

男性 70歳代以上 古井 個人商店の活気がない。 

女性 70歳代以上 加茂野 シャッターの店が多くなりました。 

男性 60歳代 古井 行くことがない。 

男性 70歳代以上 古井 駅前には寄りたい店がない。 

女性 50歳代 加茂野 旧駅前商店街がさみしすぎる。 

女性 50歳代 無回答 太田駅地方に多く店があるが駅から近いとは言えない。 

男性 30歳代 古井 駅前がさびれている。 

女性 70歳代以上 古井 シャッター通りに近い。 

女性 40歳代 下米田・牧野 太田駅はきれいに整備されましたが、駅前通りに全く活気がな

い。 

女性 50歳代 古井 駐車場の整備。 

男性 30歳代 古井 駅の北側の三洋堂書店とバローの道路がせまくて信号も矢印な

いので車だと厳しいです。 

男性 70歳代以上 太田 駐車場が少ない。 

女性 50歳代 加茂野 閑散としているし、駐車場もない。 

男性 50歳代 加茂野 駐車場がない。 

女性 70歳代以上 加茂野 駅前に総合スーパーがほしい。もっと気軽に入れて食べられる、

うどん屋、ファーストフードなど。 

女性 50歳代 古井 何しろ駐車場があまり確保出来ない。 

男性 60歳代 蜂屋 シャッターがしまっている。駐車場がない。 

女性 60歳代 太田 もっと魅力ある商店にしてほしい。 

女性 60歳代 太田 駅前商店街の宣伝と、駅裏地域とのつながりがほしい。 

女性 50歳代 蜂屋 駅裏のバロー周辺に、お客さんが集中している様子。 

女性 70歳代以上 太田 車の駐車場等。 

男性 50歳代 太田 駅南側の活性化。 

女性 30歳代 太田 道路が混むため大変。 

男性 50歳代 下米田・牧野 現状の商店街では、活性化は無理と感じます。新しい方策を考え

るべき。 

男性 70歳代以上 古井 駐車場が多いとよい。 

女性 60歳代 古井 駐車場の問題が大きいかも。 

女性 50歳代 加茂野 駐車場がないです。 

女性 50歳代 太田 駐車場が少ない。 

男性 30歳代 太田 駅前（南側）が衰退。駐車場がないのが痛手か。 

男性 40歳代 山之上 駅南はもう無理。予算化してもむだではないか。 

女性 50歳代 加茂野 駐車場がわからない。 

女性 20歳代 太田 少し店に入りにくく感じる。新規の客がとけこみやすくなるといい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代以上 太田 当面余り期待は出来ない。協調性が乏しい。 

女性 70歳代以上 古井 駐車場が少ない。 

男性 50歳代 古井 駐車場が入りにくいのでもっと手軽に入れる駐車場があればいい

と思います。 

男性 40歳代 加茂野 色々なものがまとまって買い物しやすいがそこに行くまでが渋滞

で大変。 

女性 30歳代 太田 渋滞等で、移動が不便。 

男性 60歳代 無回答 設問（９）（商業の振興）と同じ。太田駅前再開後、各商店の集客

力は低迷。駅北にシフトしては。 

男性 50歳代 古井 車社会（自家用車）で市街地は不便である。 

男性 40歳代 古井 近所の主要道路の歩道は二年以上使えない。いつまで工事する

気か。 

女性 30歳代 下米田・牧野 アピタ、バローなど大型商業施設を誘致した時点で、商店街はに

ぎわいをなくし、方向転換をせざるをえないのではないか。 

男性 60歳代 古井 ガラガラで便利すぎる。 

 

【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 利用しないのでわからない。 

男性 60歳代 下米田・牧野 ほとんど利用せず。 

無回答 無回答 無回答 駅前等ほとんど来ない。 

女性 20歳代 蜂屋 駅前は利用しないので。 
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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 蜂屋 家庭菜園の野菜を使ったり、太陽の家の野菜を買ったり、昭和村

道の駅の野菜などを利用しています。 

男性 60歳代 古井 いくらでも入手できる。 

女性 50歳代 古井 農産物は充実している。が、林業はわからない。 

女性 40歳代 太田 スーパーで地元野菜売場があり便利。 

男性 40歳代 下米田・牧野 林業は、さておき農業は十分やっている。 

女性 40歳代 蜂屋 自家製が出に入るので。道の駅もあるため。 

女性 20歳代 古井 市外、県外の友人に「野菜が本当においしい。」と言われます。 

女性 50歳代 無回答 山之上の梨などがそうでしょうか。林業はやはり白川東濃ひのきか。 

 

【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 加茂野 そのような場所はどこにあるのか。 

男性 60歳代 山之上 農林業が活発に行われている所が見られない。 

女性 30歳代 蜂屋 地元産が買いやすくなったけれど店の管理が悪い。 

男性 70歳代以上 太田 必ずしも手に入らない。田畑の空地が目立ちます。 

男性 70歳代以上 太田 機能、技能に弱く、企業的センスが乏しく儲かる農業と商品開発

に縁遠い。 

女性 30歳代 太田 地元産が手に入る場が少ないし、高額。 

女性 30歳代 下米田・牧野 優良農地がまともな審査もなく、次々と宅地化されており、いずれ

農業が出来ないまちとなる。 

男性 30歳代 古井 可児市のように広くて車もたくさん駐車できるＪＡの直売所がある

といいですね。（道の駅のような） 

男性 70歳代以上 三和 鳥獣虫被害が多く、せっかくの産地が泣いている。 

女性 20歳代 加茂野 もっと道の駅みたいな地元産のものを安く買えるところが増え

たらよい。 

女性 60歳代 太田 トラック売等がよい。 

女性 50歳代 加茂野 とれった広場とか、地元の野菜を手に入れやすい場所がもっとあ

るとよい。あっても場所がわかりにくい。 

女性 70歳代以上 古井 地元産のものが本当に安全なものか、もっとアピールしたい。 

女性 60歳代 太田 農業発展なくして、何も出来ないし手に入らない。がんばっている

方もいらっしゃるが。 

女性 20歳代 太田 手に入るものと入らないものがある。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 三和 山の木がこみすぎていて手入れが必要。 

男性 40歳代 加茂野 とれった市場みたいにだれでも行きやすいところがあるともっとよ

いと思う。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 無回答 地元産の野菜どこで買えるのかわからないです。 

女性 50歳代 古井 自分から高山（郡上）の方へ行くなど。 

女性 60歳代 太田 わかりません。 

女性 60歳代 古井 身近ではないのでよくわからない。 

男性 30歳代 太田 何がありますか。 

女性 20歳代 蜂屋 あまり知らない。 

女性 70歳代以上 古井 蜂屋柿、毎年注文するも手に入らない。電話をしても、留守番に

なっている。 

男性 40歳代 太田 ＪＡが高い。 
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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 

女性 40歳代 太田 中山道やおんさいまつりなど。 

 

【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 30歳代 蜂屋 何かありますか。という感じですね。 

男性 30歳代 古井 ライン下りも活気なくなり、これ、という観光が弱いと思います。昭

和村もう少しがんばってほしい。 

男性 70歳代以上 三和 道路事情などで、せっかくの資源が充分生かされていない。 

女性 20歳代 加茂野 そのような場所はどこにあるのか。 

男性 70歳代以上 太田 関市は刃物。美濃市は紙。郡上市は踊り、といったイメージがな

い。 

女性 30歳代 無回答 昭和村だけではないでしょうか。 

女性 50歳代 古井 美濃加茂の資源って何。ありますか。 

 40歳代 太田 美濃加茂の特産物が少ない。 

女性 70歳代以上 太田 中山道館のあたり、ほんの一部では観光客には物足りなく、がっ

かりすると思います。 

男性 60歳代 古井 いまだ資源を知らず。 

女性 40歳代 古井 特に感じない。 

男性 60歳代 山之上 魅力的な観光地に感じられない。 

女性 50歳代 古井 観光地としての魅力はまったく感じられない。 

男性 60歳代 古井 観光らしいものが見当らない。 

男性 40歳代 下米田・牧野 観光地である必要がないし、資源も少ない。 

女性 70歳代以上 古井 中山道だけでは、このまちに観光に来ても時間をもて余してしまう

のではないでしょうか。 

男性 30歳代 太田 全く感じない。 

女性 60歳代 太田 中山道もいまいち。 

女性 40歳代 蜂屋 ライン下りもなくなったし、美濃加茂は、高山や郡上や大垣への通

過点のよう。 

女性 20歳代 蜂屋 観光地と聞かれてもおすすめするところがパッとしない。 

男性 60歳代 三和 昭和村など施設はあるが行ってみたいと思えるイベントが少な

い。 

男性 60歳代 加茂野 観光客の来訪が少ない。 

女性 20歳代 古井 ライン下りが中止になっているのは魅力減だと思います。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代以上 古井 観光資源がない。開拓が必要か。 

男性 40歳代 古井 駅南に活気に欠ける。 

男性 60歳代 太田 中山道及び木曽川河畔の活性化が図れないか。 

男性 50歳代 古井 ライン下りを始めてはどうでしょうか。 

男性 30歳代 蜂屋 アピールが少ないと感じる。 

女性 60歳代 太田 駅前から中山道に通じる流れをつくること。 

女性 50歳代 古井 既存の施設や通りはおまつりの日ににぎわうだけである。もっと

目玉になるイベントをして市外の観光客を呼びたい。 

女性 60歳代 古井 山之上の果樹園と昭和村がつながるとよいと思う。 

女性 70歳代以上 加茂野 以前のようにライン下りを復活してほしい。 

女性 20歳代 古井 ライン下りが中止になっていて川を見る楽しみが減った。 

女性 60歳代 加茂野 どこの地域よりもゴミのない美しいまちにしたいです。 

女性 20歳代 太田 中山道や昭和村などあるが、もっと人を呼べるとよい。 

男性 70歳代以上 太田 小さなまちに２つの商工会、打算的で当面観光振興は望めないと

思う。 

女性 70歳代以上 古井 観光農園、中山道会館、今一つ。化石林公園、糸遊庵のもっと活

用を。 

男性 60歳代 古井 地道に情報を発信する。 

女性 30歳代 太田 内外へのＰＲが不十分だと思う。整備されているところと、されて

いないところの差がある。 

女性 70歳代以上 太田 駅の近くに観光があるとよいと思います。たとえば中山道会館な

どとてもとよいと思います。 

女性 50歳代 古井 昭和村や中山道の古いまち並みをもっと活用してはどうでしょう。 

女性 50歳代 古井 中山道の整備については景観が統一されていない。 

女性 50歳代 無回答 アピール度が低いと思う。中山道などよい所はあるのですが。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 加茂野 まちの資源とは何か。市としてどう捉えているのかわからない。 

女性 60歳代 太田 ぼちぼち始まっている。 

女性 50歳代 蜂屋 まちの資源が何かを記していただくとわかりやすいです。 
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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 

女性 50歳代 無回答 消防団などしっかりしていると思います。 

 

【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 

男性 30歳代 蜂屋 特別築かれてない気がする。 

男性 70歳代以上 三和 地域を支える人材が老齢化している。 

男性 70歳代以上 太田 救急袋の管理が不十分。 

男性 30歳代 蜂屋 地域（自治体）の意識が薄すぎる。 

男性 60歳代 山之上 この地域はなにもないで安心だと思っている人が多い。 

男性 40歳代 古井 自治会での支え合い活動が不十分。 

男性 30歳代 蜂屋 防災マップなし。 

女性 40歳代 太田 少し危機感がないような。 

女性 60歳代 古井 家の中の物が倒れたりするのには少し対処しているが、不安で

す。 

女性 20歳代 古井 築かれていないと思う。 

女性 60歳代 加茂野 まだまだ出来ていないところがあると思います。 

女性 40歳代 蜂屋 家庭内は出来る範囲で、しかし非常用に生活費を使うのは、ちょ

っと苦しい。優先順序が下がってしまう。避難場所、訓練も確認し

ていない。参加活動も知らない。 

男性 40歳代 加茂野 大震災に対する備えが不十分。 

男性 60歳代 古井 関心が薄くなっている。 

男性 70歳代以上 古井 私の周辺ではないに等しい。 

男性 40歳代 古井 集合住宅、平日昼、土日不在がちでは仕方ないが、何もない。 

男性 70歳代以上 太田 防災無線が数個所重なって聞きにくい。 

男性 30歳代 古井 防災訓練は地域で行われていますが、各家庭の家具転倒の対策

や非常食の備蓄の推進や指導があってもよいかも。 

女性 50歳代 蜂屋 防災訓練が自治会会長の地域だけでなく、全市民が経験しておく

とよいと思います。 

男性 60歳代 古井 海もなく、川も比較的穏やかであり、災害ぼけしている。地震時の

自助 10日間を強調されては。 

男性 40歳代 太田 加茂川が増水する。 

女性 20歳代 加茂野 耐震診断を、希望者のみではなく、築年数に応じては。強制して

ほしい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 山之上 防災無線が聞きづらい。 

男性 60歳代 三和 土砂災害の危険区域内の整備が必要。耐震代の住宅が必要。 

女性 70歳代以上 加茂野 防災アナウンスが家が多く出来て聞きにくくなりました。何を言っ

ているのかわかりませんので。 

男性 60歳代 無回答 今後、この地域で発生が予想される災害を明確に設定し、それに

対応する体制構築と訓練をしている。 

女性 50歳代 古井 防災訓練がきちんと周知されていない（一部の人のみ）。 

女性 30歳代 下米田・牧野 各地域の交流センター、公民館など防災に対応できるのかどう

か。検討が必要ではないか。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 古井 地域では自治会員以外は何もわからない。 

女性 70歳代以上 太田 各自治会、班で役割分担も決まっていますが実践したことはな

い。 

女性 20歳代 太田 ハザードマップ等はあるが、地域内でのとりくみが活発かわから

ない。 

男性 70歳代以上 太田 個人的には意識は高く、配慮している。 
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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 40歳代 太田 木沢病院のような救急が整っている。 

女性 20歳代 古井 家族がお世話になった。 

男性 60歳代 三和 15～20分以内で病院に行けると思う。 

男性 70歳代以上 太田 かなり整っていると思います。 

女性 50歳代 無回答 大変しっかりしていると思います。 

 

【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 

男性 30歳代 蜂屋 普通だと思う。 

男性 30歳代 古井 木沢病院と太田病院くらいしかないので、救急体制は不安に感じ

ています。 

男性 60歳代 古井 名古屋より約 20年遅れている。 

男性 30歳代 太田 消防団は競技向けになってしまい、防火水槽の場所もわからない

人が多い。 

女性 40歳代 加茂野 救急車の到着が地区により非常に時間がかかる。 

男性 70歳代以上 伊深 市外地は心配。 

女性 50歳代 古井 救急車には救命士を。 

男性 70歳代以上 三和 道路の整備と体制が整ってこその万全と考える。 

男性 60歳代 山之上 高齢者が多く、救急車要請が高くなっている。 

男性 60歳代 古井 自助もぜひ伝えるべきでは。 

女性 40歳代 太田 救急病院の対応をもう少し考えてほしいです。 

男性 30歳代 蜂屋 交通量多く、消防車等の配車が不安な地域あり。 

女性 20歳代 太田 整っていると思うが、消防時の緊急放送が聞こえづらい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 加茂野 救急車を利用したことがないので。 

男性 40歳代 下米田・牧野 消防団のご努力による。 

女性 30歳代 古井 利用したことがないのでよくわからない。 

男性 40歳代 古井 必要になったことはないが、必要になってもどうするのかわからな

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 70歳代以上 太田 夜間の点灯など多くの家で増えている。防犯ベルトなど普及して

きている。 

女性 50歳代 古井 以前よりは不審者の話を聞かなくなった。 

男性 70歳代以上 太田 よいと思います。 

 

【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 30歳代 古井 目の前にあるアパートにどろぼうが入ったが、その後の対策が感

じられない。 

女性 30歳代 加茂野 外灯が少なく、夜暗い。 

女性 70歳代以上 太田 夜の路地は暗い。散歩も安心して出来ません。 

男性 30歳代 古井 車上荒らしにあっていますのでやや不安です。 

女性 20歳代 加茂野 治安はよくないと聞きました。 

女性 30歳代 無回答 わかりませんが、これから子どもが小学校なので不安は感じます。 

女性 20歳代 加茂野 いろいろな事件が起きているので、子どもが大きくなった時に一人

で公園にも行かせられない。不安。 

女性 70歳代以上 加茂野 特に今泉、長鉄駅周辺の外灯が少ない。夜遅くなると歩くのに怖

いです。 

女性 60歳代 太田 畑の野菜等も盗まれる。 

女性 40歳代 太田 身近で空巣、変質者被害等あり。とても危険を感じる。 

男性 50歳代 太田 田舎の道の外灯が少なく通学路なのに危ない。 

男性 70歳代以上 太田 近所に空き巣が入った。 

男性 60歳代 下米田・牧野 交番が常駐でない。（人口の割に一名） 

女性 60歳代 古井 今のところ何もないですが、子どもが帰るまでは心配。 

男性 40歳代 太田 外国人が夜たくさんいる。 

男性 30歳代 蜂屋 外灯が少ない。 

男性 60歳代 下米田・牧野 下米田地区の空き巣が多く困っている。 

女性 70歳代以上 太田 何十年と同じで夜は歩けません。高山線から上へ西中学校に行く

道は何度言っても無駄でした。住みたくない場所。 

女性 40歳代 太田 夜は娘を１人ではあぶないので必ず迎えにいく。 

女性 60歳代 古井 家に居ても鍵をかけることがあたりまえになっている。 

女性 20歳代 古井 周辺は外国人がのさばっていて不安。駅南は痴漢も出るしいや

だ。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 最近は１か月の間に近くにパトカーが３回もいたり、（サイレンを鳴

らしている）下着泥棒の話を耳にしたりと、よくはないようだ。節電

とはいえ、外灯が少なく暗い道が気になる。 

女性 20歳代 太田 身近に犯罪は少ないと思う。 

女性 60歳代 古井 暮らしやすくてよいと思いますが、最近は治安は悪くなっていると

思う。 

女性 70歳代以上 古井 何か言いようのない不安がある。（まちの雰囲気） 

男性 40歳代 加茂野 最近よく、変質者の情報を聞くことがあるが、それ以外はあまり聞

かないので普通。 

女性 30歳代 太田 外国人が多く、風習の違いなどで畑の物がとられるなど、こわいと

思う。 

男性 20歳代 蜂屋 自身（家族）が被害にあっているため。 

男性 70歳代以上 古井 夜中に大声でケンカしている人がいる。 

男性 40歳代 太田 交番は役に立たない。ない方がよい。 

男性 40歳代 古井 市政より人の問題だろう。 

男性 40歳代 古井 自治会によってはまだ暗い所がある。 

女性 50歳代 古井 空き巣に入られたことがある。 

女性 50歳代 無回答 車上ねらいや空巣の話は聞きます。 

男性 30歳代 蜂屋 近所で物騒なことがたまにある。もっと見まわってほしい。 

女性 60歳代 太田 夜７時以降の警備、観察をしてほしい。 

女性 40歳代 太田 いろんな情報を早目に教えてほしいです。 

女性 70歳代以上 古井 今のところ安心していますが、やはり要所に防犯カメラの設置が

必要。 

男性 40歳代 山之上 外灯がいつまでも消えたまま。市職員も点検すべきである。 

女性 40歳代 太田 夜中、外灯もなく真っ暗な道が多い。防犯カメラの設置を増やして

ほしい。 

男性 70歳代以上 古井 監視カメラの増設。 

男性 60歳代 無回答 暗い所、人通りの少ない所で不安を感じる。警察の巡回、防犯灯

の整備増を。 

女性 50歳代 加茂野 日中、夜間のパトロールカーをもう少し多くしてほしい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 古井 近所にある公園をおそうじしてくださる人がいます。私の一つの目

安。（落書きの有無、そうじ） 
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（１７）交通安全の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 古井 交通当番の方々よくやって頂けています。 

男性 70歳代以上 太田 よいと思います。 

 

【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 30歳代 蜂屋 団地の周辺でもスピードオーバーの車が多い。 

女性 40歳代 加茂野 西町の交差点が危ない（子どもがひかれそうになった）。 

女性 60歳代 古井 特に中学生のマナーが不足している。 

女性 70歳代以上 古井 カーブの時ウィンカーを出さずに曲がる人が多い。歩いているとよ

く見かける。 

女性 50歳代 山之上 道路が広くない。複雑で地元としては不便である。 

女性 60歳代 古井 年に２、３回事故が起きるが自治会の人に言っても変わらない。 

男性 20歳代 三和 自転車のマナーが少し悪いと感じる。 

女性 30歳代 無回答 わかりません。せまい道があるので、怖いです。 

男性 60歳代 山之上 個人、個人の考え（ルールが守られない）。 

女性 50歳代 蜂屋 工事中が多く、わかりにくいこともある。 

男性 60歳代 古井 節度のある運転（停止、フラッシャ等々）が苦手のようだ。 

男性 60歳代 下米田・牧野 地元では認識は希薄です。 

女性 40歳代 古井 学校が多いためか学生の安全意識が低いと思われる。 

女性 60歳代 太田 西町５～６丁目に不安な所あり。 

女性 60歳代 古井 子供が通学する時横断の際なかなか車が止まってくれない。運

転者のマナーがよくない。横断の時は、手助けが必要。 

女性 40歳代 太田 道が広くなるのはよいですが、その分交通量が増え、事故が起き

やすくなります。 

男性 60歳代 太田 通学の道に、車が通りすぎです。 

女性 40歳代 太田 車の運転者のマナーが大変悪い（若い人）。 

男性 70歳代以上 太田 時々暴走する、信号無視の車を見かける（早朝など）。 

女性 20歳代 古井 年配の人の運転でヒヤッとする事が多い。 

女性 70歳代以上 古井 いまだに携帯・スマートフォンを手にして車の運転をしている人を

見かける。危ない。 

男性 30歳代 太田 学生の自転車マナーがひどい。 

女性 60歳代 加茂野 道の整備。速度制限がなかなかされません。 

女性 40歳代 蜂屋 時々、ポールが壊されたままの道路を見ると、乱暴な人がいると思う。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 加茂野 新しく整備された国道 248号で、深夜に暴走車がいる。 

男性 60歳代 古井 基本ルールが守られていない。 

女性 20歳代 古井 中高生の通学時間帯は自転車、送迎の自動車で混み合って危険

です。 

男性 40歳代 太田 保険に入ってない者は車に乗るな。 

女性 30歳代 古井 歩道が整っていないので、自転車は走りにくく、通学も危険がたく

さんあります。 

男性 40歳代 古井 道がよすぎて車がスピートを出すので危ない。 

女性 30歳代 太田 中学生の自転車マナーなし。 

女性 50歳代 古井 狭い道でも慣れた人などはスピードを出して通ったりする。 

女性 50歳代 無回答 道路整備が中途半端です。 

男性 30歳代 古井 バスの運転が荒い。 

女性 60歳代 蜂屋 老人など自転車指導を希望します。 

女性 20歳代 太田 家の近くは事故が多い。止まれの表示をしてほしい。 

女性 20歳代 加茂野 事故が起きてから、カーブミラーが付けられたりするパターンが多

い。それでは遅い。 

女性 60歳代 下米田・牧野 学生が２列で平気で自転車に乗っている。家庭や学校が指導す

るべき。 

女性 50歳代 加茂野 自転車に乗る人のマナーやルール違反がとても目立つ。学校の

指導を強化してほしい。 

男性 40歳代 山之上 事故多発地区を的確につかみ、信号等の設置を急ぎたい。 

男性 40歳代 加茂野 自転車が乗りやすい環境をもっと進めてほしい。 

女性 30歳代 太田 外国人や高齢者へのルールの周知を徹底してほしい。 

女性 50歳代 古井 学生の自転車のマナーが悪い。爆音、ライトの色の車を取り締ま

ってほしい。 

男性 70歳代以上 古井 夜中に不安あり。意識を喚起する方法はないものか。 

女性 30歳代 下米田・牧野 下米田町の交番の警察官と、市民との交流の場をつくるべき。 
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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 

女性 70歳代以上 古井 自分で歩数計をつけて歩いています。 

女性 30歳代 無回答 自然が豊かでよく散歩します。 

男性 60歳代 下米田・牧野 自宅でルームランナーで歩いています。 

女性 70歳代以上 太田 体調を考えて少しずつとり入れています（医師と相談して）。 

女性 40歳代 太田 歩くぐらいでしょうか。 

女性 70歳代以上 古井 自分では出来る限り動くことを心がけています。 

男性 70歳代以上 太田 要介護にならないよう日頃から注意している。 

女性 70歳代以上 古井 長寿支援センターの対応が大変よい。健康講座、ウォーキングが

よい。 

男性 70歳代以上 古井 自分で気をつけている。 

男性 60歳代 古井 シルバー検診などの体制が出来ている。 

 

【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 太田 高齢者の健康教室の内容は多いが遠方のため参加ができない。 

女性 30歳代 蜂屋 安価でできる健康づくりの施設がない。ちゅうたいのジムは狭くて

暗く、若い人や外国人が多くて利用しづらい。 

女性 50歳代 古井 仕事を持っているのでなかなか取り組めない。 

男性 60歳代 加茂野 特にしていない。 

女性 50歳代 無回答 まったくとりくめていない。 

男性 30歳代 古井 スポーツや散歩の推進を計ることで、健康的な生活が出来、医療

費の抑制につながるかと。 

男性 60歳代 古井 自分で体をつくる努力をもっと求めては。 

女性 40歳代 太田 もう少し、市で実施している健診をアピールして受診者数をあげ

ないといけないと思います。 

男性 40歳代 古井 スポーツ施設（公共）の充実。 

男性 40歳代 山之上 遊歩道の整備を。 

女性 40歳代 蜂屋 自らは、ウォーキングにと思っているが、頻度が低い。無料か低

料金のフィットネス（市で）があれば嬉しい。（関市のような） 

女性 20歳代 太田 市の健康診断でいろいろ受けられるとよい。 

女性 50歳代 加茂野 ちゅうたい以外にも、個人で体力づくりができる施設がほしい。 
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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 

女性 30歳代 無回答 当番医がしっかりしていて、安心です。さぐち内科、土屋クリニッ

ク、安藤小児科どこもすごくよい対応で安心です。 

男性 70歳代以上 古井 近い所に医院がありサービスもよく、私たちも喜んでおります。 

女性 40歳代 太田 木沢病院、太田病院がよいです。 

男性 60歳代 無回答 子供の医療体制が充実している。 

女性 20歳代以下 加茂野 中学生まで医療費がかからないのは他の市にはあまりないことな

ので今後も続けてほしい。 

 

【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 40歳代 下米田・牧野 相変わらず、木沢病院の救急の看板をあげているのに、役目を

果たしていないことに怒りを覚える。儲け主義の病院。誤診も多

く、何かあれば運ばれてしまうことに嫌気。 

女性 70歳代以上 古井 とにかく医者も薬をすすめる。 

男性 60歳代 山之上 まだまだと思います。（大きい病院でも土曜日休みがある） 

女性 40歳代 下米田・牧野 専門的な診察を受けられる病院が少ない。 

女性 20歳代 古井 産婦人科が少ない。 

女性 40歳代 太田 大きな病院での受診は、１日かかってしまいます。（待ち時間が長

いです） 

男性 20歳代 蜂屋 病院が遠い。 

男性 30歳代 蜂屋 妊婦の受け入れが個人病院のみ。他府県からの転入者は、市民

病院では受け入れられなかった。 

女性 20歳代 蜂屋 市内で専門的に受けられないものも多々ある。 

女性 50歳代 太田 高度医療が充実した機関があれば遠くまで行かなくていいと思い

ます。 

女性 30歳代 太田 市内で出産できる病院がない。腕のいい先生は、市外へ行ってし

まう。 

女性 50歳代 無回答 だいたいよい。産婦人科が少ない。 

男性 30歳代 古井 太田病院や木沢病院は待ち時間も長くてもう一つ大きな病院が

ほしいです。 

男性 60歳代 古井 自分で体を作る努力をもっと求めては。 

女性 70歳代以上 太田 休日診療について３時までで終わりですが電話での相談ぐらいお

願いしたい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 山之上 病院への足がまだ不十分。 

女性 40歳代 蜂屋 なぜ日曜診療の所が常置されないのか。勤務者は、休日加算な

しで受診したいと思っているのでは。 

 

【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 太田 今のところ医療とは無縁。 
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（２０）障がい者福祉の推進 

 

【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 30歳代 古井 スーパーなどの大型駐車場で、障がい者専用の駐車場に平気で

停める人が多すぎますね。 

女性 50歳代 加茂野 障がいがある方を街中でみかけることがない。逆にいえば社会参

加できないのでは。 

女性 40歳代 太田 親類にいますが、仕事先がないようです。 

男性 40歳代 下米田・牧野 バリアフリーが十分でないところもある。 

男性 30歳代 太田 残念ながら、まだまだ。 

女性 20歳代 太田 障がい者が通える作業所などの量、種類が少ない。 

女性 50歳代 無回答 あまり整っていないのかもしれない。 

男性 60歳代 古井 公共機関には全て点字ができる人、手話のできる人をおいてほし

い。関西のある地区では図書館でも手話通訳していますよ。 

女性 30歳代 下米田・牧野 障がい児のサポート内容を増やして欲しい。発達が遅れている子

どもを連れていきやすい支援センターを作ってほしいです。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 古井 身近にそういう人もいないし、自分もまだ若いので、正直考えてい

ないです。 

男性 60歳代 古井 普通（３）が世間並みだ、とのこと。あるべき姿、理想像は私も不

明。 

男性 50歳代 三和 周囲に障がいのある人がいない。 

女性 50歳代 古井 はっきり言って当事者でないのでわからない部分が多い。 

女性 50歳代 太田 よくわからない。 

女性 70歳代以上 古井 基準がわからない。 

女性 40歳代 蜂屋 活動自体知らないので普通評価で。 

女性 30歳代 古井 実際にどうなのかわからない。 

男性 70歳代以上 古井 不明。 
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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 50歳代 古井 高齢者がいるのでとても助かっています。 

男性 60歳代 三和 デイサービスの施設があり、よいと思われます。 

女性 50歳代 無回答 グループホーム、デイサービスなど、いろいろできてきたのでよい

のでは。 

 

【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 太田 バスが少ない。 

女性 60歳代 山之上 施設側の対応の悪さ。高齢者へのいじめである。絶対に許せない。 

女性 50歳代 山之上 施設が少ないと聞きましたが。 

女性 70歳代以上 古井 あまり介護サービス甘えすぎても。 

女性 50歳代 加茂野 福祉センターを利用するのに、遠方の者にとっては足の確保が重

要。市のバスは不便。 

女性 60歳代 蜂屋 一人暮らしになった時、大変不安です。 

女性 60歳代 太田 核家族の人達ばかりのため１人になったら不安を感じると思う。 

女性 50歳代 蜂屋 今後高齢者が増えていくので施設など利用できるか不安。 

男性 60歳代 古井 施設が少ないように思う。 

男性 30歳代 蜂屋 全国的に弱い。 

女性 40歳代 太田 老老介護の人が多い（身のまわりに）。 

女性 40歳代 蜂屋 施設は多くなったようだが、自宅で暮らす高齢者に交通機関が不

足していると思う。自分での運転は危険とわかっていても、手段が

他にないので運転している人が多いと思う。 

女性 70歳代以上 古井 至れりつくせりで余分。もっと各自で自立出来る方法を。 

女性 30歳代 太田 収入がなくなってから、市へ払う金が高く、この先不安である。 

男性 30歳代 古井 福祉会館のサービスの拡大と魅力ある福祉会館になればと思い

ます（そういう話を聞きます）。 

男性 60歳代 山之上 社会福祉協議会の活発化。 

男性 60歳代 古井 何歳になっても「やりたいこと」を勧めると案外人は活性化するよう

だ。 

女性 60歳代 古井 老人ホームなどの、入所のまち等ネットでみられるといい。 

女性 50歳代 蜂屋 老人ホームの金額が高すぎます。年金内で納まるようにしてほし

い。 

男性 40歳代 山之上 介護施設のさらなる充実を。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 加茂野 高齢者一人暮らしのところへ業務で出かけることがあるが、孤独、

不便を述べる人が多い。 

男性 70歳代以上 古井 介護施設の増設。 

男性 50歳代 古井 特別養護老人ホームに入れない人の解消。将来さらに不安。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 加茂野 よく知りません。 

女性 50歳代 古井 はっきり言って当事者でないのでわからない部分が多い。 

女性 20歳代 古井 家族がお世話になっている。 

女性 70歳代以上 古井 基準がわからない。 

男性 40歳代 加茂野 よくわからない。 

男性 70歳代以上 古井 今のところ、人の世話にならず生活しているため、不明。 

男性 50歳代 加茂野 現時点においてわからない。 

男性 40歳代 古井 知らない。不要なので。 
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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 

女性 40歳代 古井 自立しなくてもよい体制になっていると感じます。 

 

【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 どのような支援があるのかの情報がない。 

男性 40歳代 太田 市が生活困窮者の訴えを聞かないらしい。 

男性 30歳代 蜂屋 アピールを見たことがない。 

男性 60歳代 加茂野 高齢者一人暮らしのところへ業務で出かけることがあるが、孤

独、不便を述べる人が多い。 

女性 30歳代 太田 本当に必要な人には、冷たいと思う。市は、目を向けるところが違

うと思う。 

男性 50歳代 古井 市民税の軽減に住宅の確保など困窮者に対して真剣にやってい

ると思えない。 

男性 60歳代 山之上 これから体制を見直していただきたい。 

男性 30歳代 太田 本当に支援が必要かの見極め。 

男性 60歳代 三和 生活保護（若い人）の支援をするとよい。 

男性 60歳代 無回答 支援が必要な人達を見守るためにも、そう言った方の情報を民生

委員等に確実に伝達すべき。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 加茂野 よく知りません。 

男性 60歳代 古井 実情を知らず、評価できない。 

男性 60歳代 下米田・牧野 正直わかりません。 

女性 50歳代 古井 はっきり言って当事者でないのでわからない部分が多い。 

女性 60歳代 下米田・牧野 よくわかりません。 

女性 40歳代 蜂屋 知らないのでわからない。 

女性 20歳代 蜂屋 それなりだと思う。 

男性 70歳代以上 古井 周囲に該当者がおらず不明 

女性 50歳代 無回答 よくわからない。 
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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 

男性 40歳代 古井 高齢者が増加する中ではとても大切である。 

男性 40歳代 下米田・牧野 自治会はよく機能している。 

女性 60歳代 太田 絶えず、気持ちを持っている。自転車、歩いている方など声はか

けている。 

女性 60歳代 加茂野 つくりつつあります。 

男性 60歳代 三和 交流サロンが定期的におこなわれている。 

 

【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 

男性 30歳代 加茂野 地域内の交流が少なく、助け合える関係は築けていないと感じま

す。 

女性 20歳代 下米田・牧野 高校生以降から地域への参加が少なくなっているため、そう感じ

るのかもしれないが、地域活動が少なくなった気がする。 

男性 60歳代 山之上 持ち家率が低い（アパートが多い）。 

男性 70歳代以上 太田 他人の家（心）にどこまで入り込めるか、という問題が多い。 

女性 20歳代 太田 昼間仕事しているので、顔も合わさない知らない人がいる。 

男性 60歳代 山之上 交流がなく助け合い支え合う関係ができていない。 

女性 50歳代 古井 自治会には入っているが、まだまだ近隣住民との関係は希薄（自

身が）。 

男性 70歳代以上 太田 ふれあいサロンも、あるところとないところがあり、アンバランス。 

女性 70歳代以上 古井 福祉会館などでの様子しかわかりません。 

男性 30歳代 太田 なかなか昔みたいにはいかない。 

女性 40歳代 蜂屋 賃貸で暮らすものにとっては、無縁。気楽ではあるが災害時に不

安に思う。 

女性 20歳代 太田 高齢者や主婦などはできているが、他の世代で乏しいと思う。 

男性 60歳代 加茂野 高齢者一人暮らしの所へ業務で出かけることがあるが、孤独、不

便を述べる人が多い。 

女性 70歳代以上 古井 実情を知り、理解し合える関係がまだ希薄。 

女性 30歳代 太田 誰もが、無関心である。 

女性 20歳代 古井 20代の自分には、地域の交流を感じることは、ほぼありません。 

男性 20歳代 蜂屋 昔から住んでいる方と外（市外）から市内（同地域）に住んだ方と

の意見の隔たりが大きい。 
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【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 他人に立ち入れない。 

女性 40歳代 太田 なんとなく。 
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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 

女性 70歳代以上 古井 中学生まで医療費無料のため。 

女性 30歳代 無回答 予防接種等のお知らせもありうれしいです。 

男性 30歳代 蜂屋 ぎふっこカードはよい。 

女性 40歳代 太田 娘、息子が色々お世話になりました。 

女性 70歳代以上 古井 基準がわかりませんが、整っている方だと思います。 

女性 50歳代 無回答 市報を見る限り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 

男性 40歳代 古井 全く市役所から情報が伝わってこない。 

女性 20歳代 蜂屋 特化しているものも特にないと思う。 

女性 30歳代 加茂野 保健師さんのアドバイスで傷ついたという知人が何人かいる。 

女性 40歳代 蜂屋 体制は知らないがやむを得ず母子になった人とそうでない人、区

分して補助してほしい。不適切受給の人がいます。 

男性 40歳代 加茂野 子どもが安心して遊べる公園、広場の整備、プレーパークがある

とよいと思う。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 加茂野 よく知りません。 

女性 20歳代 下米田・牧野 どのような体制があるのか、把握できていない。 

男性 60歳代 古井 すでに「母子保健」の時代は遠く現状不明。評価不可。 

女性 40歳代 古井 市外から引越して来て、予防接種の問診票をもらいに行った時、

かかりつけの病院が市外とわかったら「基本、美濃加茂市の病院

をかかりつけにして下さい」と言われた。市外から引っ越してきて

いるのだから、仕方ないのに、と思った。 

男性 50歳代 三和 周囲に子どもがいないのでわからない。 
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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 30歳代 蜂屋 医療費を負担してもらえるのはありがたい。 

女性 20歳代 加茂野 はじめの一歩や乳幼児学級はとてもよいと思います。 

男性 40歳代 太田 保・幼稚園が十分あると思う。 

男性 30歳代 蜂屋 ぎふっこカードはよい。 

女性 50歳代 古井 広報誌などに子育て支援のお知らせが多くのせられているから。 

女性 40歳代 太田 保育園での支援サービスがよかった。 

女性 40歳代 蜂屋 よくわからないけど、医療費が０割らしいので。 

女性 20歳代 太田 子育て支援のサロンもいくつかある。もっと広まるとよい。 

女性 50歳代 無回答 医療費も 15歳まで無料のようでよいことだと思います。 

 

【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 

女性 30歳代 加茂野 充実しているとは思えない。 

女性 20歳代 古井 保育園、幼稚園が少ない。 

女性 30歳代 太田 産婦人科が少ない。 

女性 30歳代 蜂屋 赤ちゃん訪問は義務的に来ているだけで、詳しいことは病院にと

いわれるので必要性を感じない。 

女性 50歳代 加茂野 そういうサービスがあることがわかりにくく、あまり利用できなかっ

た。 

女性 20歳代 蜂屋 不妊の助成やチャイルドシートの助成など不十分だと思う。 

女性 30歳代 太田 産む病院は市外（木沢しかないから）。小児科も子どものことを考

えた医師がいない。みんな他人事で冷たい。 

女性 30歳代 加茂野 公園が少ない。 

女性 30歳代 古井 小学生が遊べる児童館がなくて驚いた。とても住みにくくなりまし

た。 

男性 60歳代 無回答 子どもを安心して産める施設が少ない。 

女性 50歳代 古井 子育てが自分できちんとできるような親の教育が大切。一時預か

りの利用を考える（本当に必要か）。 

女性 50歳代 山之上 未満児の保育施設がほしい。 

女性 30歳代 無回答 仕事をしているので平日の小さい子のイベントに参加できませ

ん。休日もしてほしいです。 

男性 70歳代以上 太田 子育て支援の推進以前にワーキングプアのため、結婚できない

男女の多いことを解決すべき。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 加茂野 理解不足かもしれませんが、一律の支援ではなく、必要としてい

る方への支援はより厚くしてもよいのではないか。 

女性 30歳代 下米田・牧野 子ども支援センターが西町から三和へ移動になり大変不便になり

ました。ただでさえ子どもを外出させるということは大変なのに、と

思います。利用者が減ると思います。 

女性 60歳代 太田 地区ごとに集まり、不安な事など話し合い公民館など（地区の）子

育て、料理など活用したらよいのでは。 

男性 60歳代 古井 安心して子育てが出来る体制に取組んで下さい。子どもは国の

宝。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 すでに「母子保健」の時代は遠く現状が不明。評価不可。 

男性 20歳代 蜂屋 どんなサービスがあるか知らない。 

男性 50歳代 三和 周囲に子どもがいないのでわからない。 

男性 30歳代 太田 これからだと思います。 
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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 

女性 40歳代 太田 保育園、小学校、中学校とよい先生ばかりでした。 

女性 20歳代 太田 地域とかかわる時間が持てているのがよいと思う。 

男性 40歳代 太田 大変よい。 

女性 50歳代 無回答 待機児童もいないようですし、よいと思います。 

 

【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 

女性 30歳代 加茂野 充実しているとは思えない。 

女性 30歳代 無回答 まだ通っていませんがすごく悪い評判を聞きます。戸建を買ったこ

とを後悔しています。 

女性 20歳代 古井 保育園、幼稚園が少ない。 

女性 30歳代 太田 美濃加茂は学力が低いと聞いた。 

女性 20歳代 加茂野 保育園の決定通知が遅い。職場への連絡も遅くなり迷惑をかける

し、入園準備も時間がぎりぎり。加茂野にもう一つ保育園を作って

ほしい。 

男性 70歳代以上 太田 不登校の生徒が増えていて学校の対応も後手後手になってい

る。 

女性 20歳代 太田 幼稚園が少なすぎる。 

男性 30歳代 太田 親が出すぎ。 

男性 40歳代 山之上 加茂郡より教員給与は高いのに、小規模校は特にそれに見合っ

た教育が行われていない。 

男性 70歳代以上 太田 我々の時代とは大きく異なり、余りにも恵まれ、甘えが甚だしい。 

女性 30歳代 太田 先生の質が低下している。おどして言うことをきかせる先生ばか

り。 

女性 30歳代 古井 小学校は充実していると思います。幼稚園は２園しかなく、ひとつ

の園からは入園を断られ、選ぶことが出来ず困りました。 

男性 40歳代 古井 小学校のＨＰを見る限り、魅力を感じない。 

女性 40歳代 加茂野 １学級または１学年の子どもが多過ぎて目が行き届かない面が

多々あると感じる。 

女性 50歳代 加茂野 中学生の部活動が年々少なくなっている。ふらふらしている。 

女性 60歳代 太田 おちこぼれ、不良などの見守り重視。 

女性 50歳代 蜂屋 子ども達の言葉が美しくない。教師と生徒、教師と親、教師と教師

の人間関係をよくして、心の教育をしてほしい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 すでに「母子保健」の時代は遠く現状不明。評価不可。ただし、近

隣住民の授業参画も考えられる。 

男性 50歳代 加茂野 加茂野小体育館の建て替え。 

男性 40歳代 古井 山手小学校の老朽化。 

女性 40歳代 古井 学童保育について、両親が共働きで祖父母と同居だと学童保育

を利用できないようだが、祖父母が見てくれない家庭もあるようで

す。その場合も対応してもらえるとありがたい。という方もいます。 

男性 30歳代 太田 道徳等「人として」をもっと教えるべき。 

女性 40歳代 太田 ゆとり教育廃止後の子どもたちや、先生にかかる負担は大きいで

す。 

男性 50歳代 下米田・牧野 中学校数を増やすべき。 

男性 50歳代 古井 不適応、外国籍、障がいのある小中学生に対応するためもっと支

援員を増やす。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 山之上 現状が不明です。 

女性 70歳代以上 古井 子どもがいないのでわからない。 

女性 50歳代 古井 当事者でないのでわからない。 

女性 40歳代 蜂屋 接していないので評価出来ない。福祉活動や職業体験があるの

か。 

女性 70歳代以上 三和 子どもが少ないため。 

男性 70歳代以上 古井 小さな子が居らず、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】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 蜂屋 若者が、アルバイトにはげむ姿が、とてもよい。すなおで礼儀も正

しい。 

女性 50歳代 蜂屋 下校時間の放送で「地域の方も見守って下さい」と声をかけるの

は、効果があると思います。 

 

【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 30歳代 無回答 わかりませんが、西中学がずいぶん荒れていて、評判が悪いで

すので、青少年育んでもらいたいです。 

女性 60歳代 太田 見て見ぬふりをしてしまう。 

女性 50歳代 古井 あいさつ等は積極的にしているが、それ以上のことはしていない。 

女性 40歳代 太田 未成年のたばこが目立つ。 

女性 50歳代 加茂野 地域ぐるみはなかなか難しい。協力的でない人が多い。 

男性 30歳代 太田 見て見ないふりをする（すぐ親が出てくるから）。 

女性 40歳代 蜂屋 見たことない。公園では夜遅くまでバスケットボールをしている

人、夏休みに、ロケット花火する人、奇声あげる人を見ます。ロケ

ット花火など、保護者も一緒にやっていたのを見た。危険ですね。 

男性 70歳代以上 太田 少子化で、納得出来る広場、遊び場のないのが、かわいそう。 

女性 30歳代 太田 夢を持ち目を輝かせるような雰囲気のあるまちではない。 

男性 70歳代以上 古井 その様子が見られない。 

男性 50歳代 古井 自分自身何もしたことがない。 

男性 40歳代 古井 聞いたことない。夜のコンビニに居るとぞっとするときがある。 

女性 50歳代 無回答 近くの子ども達には声をかけやすいが広い範囲となると少々難し

い。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 山之上 悩み相談できるところはありますか。 

女性 20歳代 太田 近所の小中学生の顔も名前も知らない。 

男性 60歳代 古井 接触すらできない。 

女性 20歳代 太田 いるかどうかわからない。 

男性 60歳代 無回答 私達の地域では少子化、高齢化が進み子ども会等もなくなりまし

た。 



    

- 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 

女性 30歳代 無回答 ポルトガル語で色々書かれていて、感心しています。 

男性 40歳代 古井 先駆的に取りくんでいるから。 

男性 30歳代 蜂屋 外国人の方が多く就労されていると思います。 

女性 60歳代 古井 以前よりは皆なれてきたように思う。 

女性 70歳代以上 古井 市民の間では結構理解しているのではないか。交流となるとまだ

まだですが。 

女性 20歳代 太田 他市と比べると理解は深い方だと思う。 

男性 70歳代以上 太田 十分とは言えないが、現在ブラジル人との交流を大切にしている。 

 

【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 30歳代 蜂屋 そんなに深める必要性も感じない。 

女性 40歳代 下米田・牧野 美濃加茂市の今の地域に越してきて強く思うのは、他所の人を受

け入れない人が多い。 

女性 50歳代 古井 年令を重ねた人は外国人＝悪いというイメージを持っている人が

多いと思う。 

男性 30歳代 古井 他県ではサンバカーニバルや交流が盛んな自治体があると聞き

ます。ブラジル人が多いわりに交流は少ないかと。 

男性 40歳代 古井 元々共生できるはずがない。文化の違いなど。 

男性 60歳代 古井 報道からの情報の入手のみ。 

男性 20歳代 蜂屋 深まっていないかと。 

男性 40歳代 太田 まだまだ外国人をうける土壌になっていない。 

女性 60歳代 下米田・牧野 整理することが出来ない。 

女性 40歳代 蜂屋 すべてではないのでしょうが、マナーの悪い人が気になります。交

通マナー、図書館でのマナーが悪い。一番ひどいと思ったのは、

畑から野菜を盗む人。すべて中国人でした。 

女性 40歳代 古井 外国人を特別扱いしすぎているような気がします。 

男性 60歳代 加茂野 外国人もタクシー利用することが多いが、わからないことが多い

し、外国人にもわかってもらえていないのでは。 

女性 50歳代 加茂野 住み方が悪い。 

男性 60歳代 加茂野 郷に入っては郷にしたがえのことわざを外国人に理解してほしい。 

女性 60歳代 太田 住んでいる方を呼んで、交流し合えたら。迎える方も大切ではない

でしょうか。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 太田 まずは、日本を知ってルールを守ってもらうべき。ここは日本だか

ら。 

 

【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 古井 交流がなくわからない。 

女性 70歳代以上 古井 交流がないのでわからない。 

女性 40歳代 太田 ブラジルの方との交流がそんなにないので。 

男性 60歳代 古井 交流がない。 

男性 50歳代 古井 まったくといっていいほど交流なし。 

女性 50歳代 古井 交流する機会がない。 

女性 50歳代 無回答 子どもが小中の時はいろいろありましたが手が離れてしまうと、交

流もなくなってしまう。 
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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 30歳代 蜂屋 小学校で蜂屋柿の実習はよいことだと思う。 

女性 40歳代 太田 文化の森や中山道の利用など。 

男性 70歳代以上 太田 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 60歳代 古井 文化会館の活用が薄い。 

男性 30歳代 古井 文化会館があまり利用（活用）されてないですね。 

男性 70歳代以上 太田 地域の祭礼の継承が、なかなか困難なところもある。 

女性 20歳代 古井 あまり。 

男性 30歳代 太田 まだ知らないことが多々ある。 

男性 40歳代 山之上 文化会館の催し物が地味、華もない。 

女性 40歳代 蜂屋 中山道まつりはやっているようだが他は思いつきません。 

男性 50歳代 古井 図書館があるのが本当にありがたい。しかし、部屋を借りるのに

市民でもお金が必要で利用されていない。東図書館。 

女性 50歳代 無回答 よい所、作品があってもあまり知られていない。 

女性 70歳代以上 古井 市外、全国へのＰＲが足らない。 

男性 60歳代 無回答 中山道は市の歴史資産として整備しては。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 大切にすべきは何か。 
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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 

男性 70歳代以上 太田 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 

男性 30歳代 蜂屋 あまり充実はしていないと思う。 

女性 30歳代 加茂野 電車の本数が少なく、使えない。 

男性 70歳代以上 三和 あい愛バスを利用しているが、本数が少なく、使いやすいといえない。 

女性 70歳代以上 古井 あい愛バスでも時間が書いていないので 30 分前としてあるがわから

ない。 

女性 20歳代 下米田・牧野 電車の本数が少なすぎる。 

女性 50歳代 蜂屋 名鉄に乗って名古屋に行けないのが不便。ＪＲは北口もあって使

いやすい。 

女性 40歳代 古井 ルートがあまり充実してない。 

女性 40歳代 古井 市外から来ているので特に感じます。本数もないし、すごく不便に

感じます。 

男性 60歳代 古井 いつ頃走っているか、どこに停留所があるか、わかりづらい。 

男性 20歳代 蜂屋 最悪です。 

男性 70歳代以上 加茂野 あい愛バスの利用者が少ないのは、運行に問題がある。 

女性 70歳代以上 太田 市内バス週２×時間１日の回数など車のない者には不便。 

女性 40歳代 太田 長良川鉄道の運賃が高いので利用したくても、車で送迎してしま

う。 

女性 60歳代 古井 車がないと不便な気はする。 

男性 20歳代以下 古井 電車を通学に利用しているが、本数が少ないし、ＴＯＩＣＡが使えな

い。 

女性 30歳代 蜂屋 駅までのアクセスにバスの本数が少なく、通勤に利用できない。 

女性 20歳代 太田 お年寄り専門のよう。 

女性 20歳代 古井 電車の本数を増やしてほしい。 

男性 40歳代 下米田・牧野 路線バスは、外から来た人にとって不便。 

女性 40歳代 蜂屋 電車の本数も少なく、バスも不便。近くにない。乗合バスは古井地

区だけ。本当に必要な田舎地区にないから不便。危険でも自家用

車で皆、走っています。 

女性 20歳代 蜂屋 結局車になる。 

男性 40歳代 加茂野 やむを得ないが、公共交通機関だけで生活をするのは厳しい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20歳代 太田 正直バスが使いにくい。充実するといいけれど難しいと思う。 

男性 60歳代 三和 バス（市）は時間がかかりすぎます。 

男性 60歳代 加茂野 市内循環バス、デマンドタクシーの利用率も低い。 

男性 40歳代 加茂野 あまり使用しないのでわからないが、市の中心に行くのに車がメ

インになるのでバス等がもっと走るとよいと思う。 

女性 30歳代 太田 バスは走っているのか。電車は名古屋方面に行きづらい。駐車場

が少ない。 

女性 20歳代 古井 バスがわかりにくい。 

女性 30歳代 加茂野 車がなくては生活できない。 

女性 30歳代 古井 市内をまわるバスに予約がいるのと、値段が高くて驚きました。 

男性 50歳代 古井 市内全域でのバス利用ができなくなった。 

女性 50歳代 加茂野 車を持たない者にはすべてが不便です。 

女性 30歳代 蜂屋 バスが少ない。 

女性 50歳代 古井 あい愛バスに乗ったことがないが、将来車の運転ができなくなった

ら利用するかもしれないと思うと、使いやすいコミュニティバスとし

て利用したいと思う。 

女性 50歳代 無回答 あい愛バスはわかりにくいです。 

女性 70歳代以上 古井 高齢者には大変。 

女性 50歳代 加茂野 交通が悪い。車がないと動けなさすぎる。 

男性 60歳代 加茂野 バスはめったに便はないが、老後のことを考えると通院などのた

め充実を希望します。 

男性 70歳代以上 蜂屋 バスの小型化 

女性 20歳代 加茂野 名鉄がほしい。 

男性 30歳代 古井 バロー美濃加茂店、三洋堂書店、トヨタの交差点は事故が起きや

すい状態として有名です。危険。 

女性 70歳代以上 古井 電話予約が出来ない。 

女性 30歳代 無回答 まだわかりませんが、無人駅は淋しさを感じます。コンビニなどが

駅にくっついていると安全面もよいと思います。 

女性 60歳代 蜂屋 コミュニティバスの利用をもう少しわかりやすくしてほしい。 

男性 60歳代 山之上 自分で車移動できるのでよいが、今後はあい愛バスも利用すると

きが来ますので、見直しして下さい。 

男性 40歳代 蜂屋 最寄りの駅までやや遠い（ＪＲ）バス路線が充実するとよいです。 

女性 20歳代 古井 名鉄を通してほしい。 

男性 50歳代 太田 名鉄電車で、乗れる駅がほしい。 

男性 60歳代 古井 自動車がすべてで、ドア TO ドアは達成しているが、今後を考える

と「お先きまっくら」。基幹バスのルートから、地域へのルートを延

ばして便数を増やせないか。 



- 58 - 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 山之上 地域差が大きい。 

女性 60歳代 太田 利用しない。大きなバスより小型車だとシルバーの方が利用しや

すい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 下米田・牧野 まだ自分で車の運転をするので、感じない。電車はあまり利用し

ない。 

男性 30歳代 加茂野 使用することなく、よくわかりません。 

女性 60歳代 下米田・牧野 使っていない。 

女性 70歳代以上 太田 使ったことがない。 

女性 50歳代 山之上 市外で市バスの他、予約タクシー低料金（￥300）で利用ができる

と聞きましたがありますか。 

女性 50歳代 古井 自家用車を利用しているのでよくわからない。 

女性 60歳代 下米田・牧野 使用していない。 

男性 50歳代 伊深 北部地域。 

女性 70歳代以上 古井 １、２度使用しただけなので。空に近いコミュニティバスを見ると大

丈夫か、と思いますが。 

男性 30歳代 太田 最近使ったことがない。 

男性 60歳代 古井 利用したことがない。 

女性 60歳代 下米田・牧野 バス停も変更になりました。 

男性 70歳代以上 古井 何もない。（今のところ自分で行動できるため） 
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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 

女性 30歳代 無回答 住宅は、快適です。住み心地よく便利で気に入っています。 

女性 40歳代 太田 住みやすいと思います。 

男性 70歳代以上 太田 よいと思います。 

 

【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 

女性 40歳代 下米田・牧野 野焼きではなく、ゴミを燃やしている家がある。何度か、大きな燃

やしたゴミがベランダに風で吹いてくる。田舎ほど、通報しない、で

きないことがある。自治会でもあいまいにされる。 

男性 60歳代 山之上 公共施設が多い。 

女性 60歳代 蜂屋 道路端の草や、空地の草が高く大きくなっている所が、気になる。 

男性 70歳代以上 下米田・牧野 美濃加茂市は外国人が多すぎる。 

男性 60歳代 蜂屋 農地、住宅地の区分をしてほしい。水田のまん中に住宅があり農

業がしにくくなっている。 

男性 40歳代 蜂屋 近くの歩道周囲の樹木がすぐに繁る。見通し悪くなるので定期的

に剪定していただけるとありがたいです。木が多すぎるかな、とも

思います。 

男性 60歳代 下米田・牧野 歩道の確保等、申請を出しましたが何年も回答がない。 

女性 50歳代 古井 住宅街の道路がとても狭い。 

女性 70歳代以上 太田 家のまわりの遊休地が整備されておらず、とても迷惑です。 

女性 60歳代 下米田・牧野 30～40年頼んでも、整備されない。 

男性 70歳代以上 太田 狭い道路網に住宅が密集しているところも多々あります。 

男性 50歳代 下米田・牧野 夜の道が暗い。消火栓が少ない。水槽が少ない。 

男性 30歳代 太田 整備はされていますが、管理が出来ていない。 

女性 60歳代 加茂野 道路環境が遅れています。 

男性 40歳代 山之上 なぜ平地に住宅地が広がらないのか。 

女性 40歳代 太田 子供が多い住宅街に公園がなく、広々と遊べる場所がないので

残念です。（加茂川町付近） 

女性 70歳代以上 下米田・牧野 ひどい道路がそのままで危険を感じることがあります。 

女性 70歳代以上 古井 狭い農道沿いに住宅が建つようになった。危険。道路拡張はどう

なるのか。（本郷地区） 

男性 60歳代 古井 公害対策が不十分。 

男性 40歳代 古井 価格が少し高い。山の上に住宅、山の下に商業地では老人にきつい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 下米田・牧野 守るべき農地は守る。農地のとなりの住宅地開発には反対。 

女性 50歳代 無回答 団地の中に商店や銀行などもないので車で動かなければいけな

い。 

男性 40歳代 太田 渋滞をなくす。道路整備。 

女性 20歳代 古井 川がもっと身近に見えるとよい。 

男性 60歳代 古井 耐震化の比率（学校、公共施設など）の情報公開。 

 

【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 古井 不明。 

女性 30歳代 古井 中部台は快適そうだな、と思いますが。 
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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 

女性 30歳代 無回答 学校などの環境が小さく古いと思います。自然が多く景観は美し

いです。 

女性 40歳代 太田 他県他市の友人から、きれいだとよく言われます。 

男性 70歳代以上 古井 行動範囲が狭く、よくわからないが風景は美しい。 

 

【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 60歳代 蜂屋 素材を生かしきれていない。 

男性 60歳代 加茂野 加茂野町辺りでは、無秩序に宅地開発が行われている。 

女性 50歳代 山之上 ゴミが多すぎる。 

男性 70歳代以上 太田 ＪＲ太田駅北街の商店看板が不揃いですっきりしてない。 

女性 20歳代 太田 ゴミが多い。夏は雑草だらけ。 

女性 50歳代 蜂屋 駅南通りに魅力を感じない。 

男性 60歳代 山之上 都市が計画的に作られていないので美しいとは感じない。 

男性 20歳代 蜂屋 道路に段差が多すぎて怖い。 

男性 60歳代 太田 今、工事中の河川（木曽川）はだめ。 

男性 20歳代以下 古井 たまに公園でらくがきを見つける。 

女性 20歳代 古井 まちにとけこんだ安全な公園がない。 

男性 30歳代 太田 雑草が生えっぱなしで、道路幅が狭くなったり、汚く見える。 

女性 60歳代 加茂野 雑草、ゴミがなければ。 

女性 60歳代 伊深 休耕田が荒れ放題。 

女性 60歳代 古井 道路脇にゴミが多いところがある。 

女性 30歳代 加茂野 どこかさみし気。 

男性 30歳代 古井 自然しかないまちなら、桜をたくさん植えて観光名所にするくらい

にしてほしい。吉野山のような。 

女性 70歳代以上 加茂野 道路、公園等、草花を植えて美しいまちにしてほしい。 

女性 70歳代以上 古井 もう一度行って歩いてみたいと思うまちなみがあれば、近隣から

来てもらえると思うのですが。 

男性 40歳代 加茂野 無秩序な市街化は防がなければならない。看板や店舗デザイン

の規制、ルールづくり。 

女性 20歳代 太田 川沿いの桜並木など残していってほしい。 

女性 70歳代以上 古井 市内は緑が少ない。花木を植栽して明るいまちなみに。道路はま

ちの顔である。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 古井 看板等の適正化。 

男性 60歳代 古井 電線、ケーブル、電柱が異常に多い。出来る所から地中へ。電力

会社ＮＴＴへの積極的な申し込みを強く希望する。倒れると避難

出来ない。 

女性 50歳代 無回答 美しいと思うが活用されてない。 
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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 

男性 70歳代以上 太田 前平公園は整備されている。 

女性 40歳代 蜂屋 中部台だけは、整備されている印象。 

 

【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 蜂屋 公園の数が少ない。 

女性 20歳代 加茂野 公園がない。 

男性 30歳代 加茂野 子供から年寄りまでが活用できる公園となっていない。 

男性 30歳代 蜂屋 30年前と大きく整備されていない。特に前平公園。 

女性 20歳代 太田 遊具が古い。 

男性 30歳代 古井 公園内にペットのフンがあることがある。 

男性 60歳代 下米田・牧野 毎週外人が占拠しています。 

女性 40歳代 古井 人があまりいないので怖い。 

女性 50歳代 古井 古い公園が多く、子どもが遊びたい環境になっていない。 

女性 30歳代 太田 遊具が古い公園が多い。 

男性 20歳代 蜂屋 公園が少ない。 

女性 30歳代 蜂屋 子供に遊ばせにくい。すべり台はあるのに階段がない、薄暗い。

順番があるのか、10 か月以上もそのまま。公園で遊べないため、

家の前の道路などで遊ばせてしまう。 

女性 40歳代 太田 近所の公園が草だらけの時があるため。 

男性 20歳代以下 古井 たまに公園でらくがきを見つける。 

女性 70歳代以上 加茂野 公園等遊具などさびや色おちなど目立ちます。 

女性 20歳代 古井 人気がなく安全でない。 

女性 70歳代以上 古井 小さな公園は市民の手で整備したいが、現状は草が生えたりして

いる公園に子どもが（老人も）いない。 

男性 30歳代 太田 木等が伸びっぱなし。整備がまったくされていない。広場が少ない。 

男性 40歳代 加茂野 身近な公園が足りない。 

男性 60歳代 古井 遊具等の保守管理が行なわれていない。 

女性 30歳代 太田 大人がのんびりするのはよいかもしれないが、子には体を使える

遊具が必要だが、市内にない。 

女性 30歳代 加茂野 公園少なすぎる。楽しい遊具がある公園がないに等しい。 

女性 30歳代 古井 公園がほとんどないのには驚きました。子どもも遊ぶところがない

ため寂しいと言います。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 加茂野 近くにもっと公園がほしいです。 

男性 30歳代 古井 前平公園は古くて、改良の余地があるかと。散歩など色々なコー

スをつくるなどしてほしいです。 

女性 50歳代 下米田・牧野 ボランティアなど市民がつくる公園があってもよい。 

女性 70歳代以上 古井 地域の（自治会でやればいい）公園はたいへん草が生える。生活

保護の人々も出来るだけ参加すべき。 

女性 30歳代 無回答 大きな公園があるのがよいです。宅地の中にも公園がほしいで

す。 

女性 20歳代 加茂野 家ばかりたくさん建っているのに歩いて行けるところに公園がな

い。公園がほしい。 

男性 50歳代 加茂野 せまい。人が集まれるような広い公園を望む。 

男性 70歳代以上 古井 公園内の鉄類、木類等の安全性として十分に注意して観察して

ほしい。 

男性 60歳代 蜂屋 草刈、剪定をしっかりとお願いします。 

女性 60歳代 古井 森山団地（美濃加茂高横）の公園ですが、駐車場が私用に使わ

れているので、きちんとした管理をお願いしたいです。 

女性 20歳代 加茂野 各町内に最低１つはきれいで遊びやすい公園がほしい。 

女性 70歳代以上 太田 公園がない。散歩が出来る木がたくさんの公園が出来るとよい。 

男性 60歳代 加茂野 予算の制約があると思うが、古くなった遊具があり、整備してほし

い。 

女性 30歳代 下米田・牧野 乳児が遊べるような公園がもっとほしいです。 

女性 60歳代 加茂野 くずかごがなくても美しい公園でありたい。自分の出したゴミは持

ち帰る。 

男性 60歳代 三和 樹木の剪定と維持管理をするとよい。 

女性 70歳代以上 古井 小公園は多いが、利用者が少ない。地区で清掃、管理する体制

を。 

男性 40歳代 加茂野 もう少し、公園などの場所がわかりやすいとよいと思う。 

男性 40歳代 太田 よいが、公園の清掃は、市がするべき。 

男性 60歳代 無回答 公園の除草、遊具のメンテナンス（塗装）を。 

男性 60歳代 古井 災害時の避難場所としての役割をもつ公園整備を進めてほしい。 

女性 50歳代 無回答 マラソンなどできるように。 

男性 30歳代 山之上 サン・スポーツランドの木周辺の整備を。 
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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 

男性 30歳代 古井 昔に比べると木曽川周辺は本当によくなったと思います。さらなる

向上に期待しています。 

女性 50歳代 蜂屋 木曽川の堤防ロードは、ランニングしたり、自転車で利用したり、

景色もよく坂祝まで続いているのがよい。 

女性 40歳代 太田 太田スポーツ少年団（サッカー）で活用している。 

女性 20歳代 太田 スポーツをする姿を目にする。 

男性 70歳代以上 太田 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 

男性 70歳代以上 三和 土砂がたまり、川の体を成していない。 

男性 60歳代 下米田・牧野 池はブラックバスを放す人がおり、釣り人がゴミを捨てて行く。 

男性 20歳代 蜂屋 憩いの場ではないでしょう。 

男性 60歳代 太田 今、工事中の河川（木曽川）はだめ。 

女性 70歳代以上 加茂野 色々なゴミが目立ちます。 

女性 40歳代 蜂屋 以前は河岸の散歩道を利用していたが、横着な人（団体で騒ぐ

人）が居て恐くなってから利用しなくなった。憩えない。 

男性 40歳代 加茂野 川があるのに、川と親しめる施設、場所がない。（可児市役所付近

の親水公園はよい。） 

女性 30歳代 太田 犬の散歩させる人のマナーが悪い。フンのしまつ、リードをはなし

て散歩させているなど。 

女性 50歳代 無回答 あまり活用されていない。 

男性 50歳代 太田 桜並木等があるとよい。 

女性 70歳代以上 太田 木曽川の景観を観光誘致につなげることはできないですか。 

男性 20歳代 古井 ライン下りを復活させてほしい。 

女性 60歳代 加茂野 小川であっても散策等が出来るよう。 

女性 70歳代以上 下米田・牧野 道路もせまく、子供たちの遊び場もなく、遠くの施設より公園等が

ほしい。 

女性 70歳代以上 古井 木曽川畔もっと憩いと親しみの場所へ。加茂川沿い、花木、ホタル

を。 

男性 70歳代以上 古井 一部はなっているが危険の標識などが必要。 

男性 60歳代 無回答 加茂川にはゴミが投げ入れられ、河川道路は草が生い茂っていま

す。何とかして下さい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 山之上 ライン公園、サッカーコートの整備を望む。 

男性 60歳代 三和 ライン下りの中止後、ライン公園の整備を。 

男性 60歳代 古井 ライン公園など。 

 

【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 市も大変だと思います。 

女性 40歳代 古井 どこの河川空間のことか。 

男性 30歳代 太田 今後を期待しています。 

女性 40歳代 加茂野 今後に期待する。 
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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 40歳代 太田 美濃加茂市は住みやすいので。 

女性 70歳代以上 古井 この地はまだ森林や田畑も十分で、空気もきれいだから守ってい

きたい。 

女性 50歳代 無回答 よくなってきていると思います。 

 

【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 

男性 30歳代 蜂屋 近くの工場が臭い。 

女性 40歳代 下米田・牧野 （31）でも書きましたが、ゴミを燃やす件。 

女性 60歳代 蜂屋 （31）と同じ。草が生え過ぎていて息苦しい。 

女性 50歳代 加茂野 自宅でのゴミ焼却。（農業以外で） 

男性 40歳代 太田 加茂川が汚い。 

男性 30歳代 蜂屋 交通量が多いので、慢性的に渋滞が起きている場所があると感じ

ます。 

男性 60歳代 下米田・牧野 アルコスの工場の黒煙が多く、環境悪く、農地が不安。 

女性 40歳代 加茂野 近くの養鶏所のハエ。臭い。田畑をやっている人が朝から草を燃

やすので、洗濯物が干せない。 

女性 20歳代 蜂屋 空気はいまいち。 

男性 60歳代 下米田・牧野 工場の排水がひどい。為岡の工場。 

女性 20歳代 太田 水がきれいなのかわからない。 

女性 60歳代 加茂野 空気がよくない。 

女性 60歳代 伊深 家庭ごみを燃やしている人がいるため。 

男性 70歳代以上 古井 加茂川。昔の面影がない。 

女性 70歳代以上 古井 犬の飼い主マナーが悪い。フン、尿注意を。釣り場で木曽川の大

河台無し。木曽川の中洲を自然のままに。 

男性 60歳代 古井 不法焼却が目立つ。 

女性 30歳代 太田 水は、わからない。空気は、ディーゼル車の規制が遅いと思う。 

女性 50歳代 古井 川の水がきたない。いまだに犬のフンを片づけない人がいる。 

男性 40歳代 太田 カヤバ工業のケムリはどうか。 

女性 30歳代 古井 カヤバ工業の工場から出る大量の煙と臭いで窓が開けたくない

時があります。 

男性 60歳代 無回答 40 年来飲用として利用していた井戸水から異臭が発生し、飲めな

くなってしまいました。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40歳代 古井 工事が多すぎる。工事車両等が多く空気が汚い。 

女性 50歳代 加茂野 工場からの焼却の煙に苦痛を受けている。 

男性 60歳代 太田 家庭菜園程度でも野外での焼却を見受けるが徹底的になくすべ

き。 

女性 50歳代 山之上 ウォーキング途中の川の水がきれいな時とバスクリンを入れたよ

うな水の時とありますがなぜ。 

男性 70歳代以上 太田 加茂川水量が少ないため、川垢が多く、改善の必要があります。 

女性 30歳代 無回答 池などの水がもっときれいだとよいと思います。 

男性 60歳代 加茂野 田畑での焼却は全面禁止が望ましい。 

女性 60歳代 加茂野 もうこれ以上山を壊さないでほしい。空気や水が随分変わりまし

た。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20歳代 古井 まあまあ。 

女性 40歳代 蜂屋 何もしなければ自然しかない。 
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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 40歳代 下米田・牧野 山手線にある（山手幼稚園近く）リサイクルは、時間も関係なく行

けるので、便利。 

女性 50歳代 蜂屋 ごみの減量は、まだまだだが、無人のリサイクル場が増えてきて

助かります。 

男性 60歳代 古井 リサイクルは民間業者が大活躍し大助かり。省エネ。太陽光を拡

大。 

女性 70歳代以上 太田 市外の人から夏、生ごみを週３回収というのはうらやましいとよく

聞いています。 

女性 50歳代 古井 近くにリサイクルできる場所が割と多くあり活用している。 

男性 60歳代 三和 自治会で取り組んでいる。 

男性 70歳代以上 太田 よいと思う。 

男性 40歳代 加茂野 リサイクル活動ではないが、リサイクルゴミの取り扱いがやりやす

い。 

女性 60歳代 下米田・牧野 月 11回のリサイクルはよいことです。資源になることですから。 

女性 50歳代 無回答 リサイクル運動はよくできていると思います。 

 

【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 30歳代 無回答 雨水で節水を。と思ったのですが、関市や多治見市のように助成

金がほしかったです。 

女性 20歳代 太田 我が家ではリサイクルを徹底している。ゴミのポイ捨てが気にな

る。 

女性 70歳代以上 古井 ポイ捨てが依然として多い。 

女性 50歳代 加茂野 関市の方が活発だ。 

男性 30歳代 古井 リサイクルを推進するなら図書館や福祉会館などに、ガラスや電

池などリサイクルＢＯＸ置いてみては。 

女性 50歳代 加茂野 ごみ収集の時間が地域によって早い遅いがあり不便。交互に時

間を調節してほしい。 

男性 60歳代 古井 相模原市のような公的な不要品の有償引取り施設がほしい。 

男性 50歳代 加茂野 各務原市のような処分場を。 

男性 30歳代 太田 諸外国人にゴミの捨て方をくわしく教えて下さい。 

女性 30歳代 太田 アパート住まいのため、リサイクルステーションがたくさんあれば

活用しやすい。（特に不燃物など。）情報がほしい。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 太田 リサイクルをもっと広めていきたい。やっている人はやっているけ

ど、やってない人はまったくだから。 

女性 60歳代 加茂野 どうすることが減量、対策につながるのか。常に情報発信と個々

に考えることが大切。 

女性 40歳代 蜂屋 可燃物以外は出しにくい。少量の不燃物に大きなゴミ袋を有料で

購入するのは難しい。小さい袋の導入と回収ボックスの設置によ

り、気軽に参加したい。 

女性 30歳代 太田 ビン、カン等の収集場が増えるとよい。 

男性 60歳代 無回答 ゴミの分別、収集場所への出し方等もう一度教えて下さい。地域

は心ない人の行為に困っています。 

男性 50歳代 古井 啓発や工夫が不十分。もっとごみを減らせると考える。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 加茂野 自宅でのゴミ焼却。（農業以外で） 

女性 20歳代 古井 まあまあ。 

女性 70歳代以上 古井 広報にもごみの量についての記載があり、あとは市民の自覚実

践。 
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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 50歳代 古井 市役所に行っても、職員の方はとても親切です。 

女性 30歳代 無回答 親切でとてもよいと思います。 

女性 50歳代 蜂屋 丁寧に対応してもらいました。 

男性 20歳代 蜂屋 とても親切です。 

女性 40歳代 太田 市役所の方はいつも笑顔ですてきです。 

女性 50歳代 加茂野 他のところよりはよい。引っ越した時びっくりするくらい対応がよか

った（20年前）。 

女性 20歳代 太田 よい対応だと思う。 

男性 60歳代 無回答 応対は明るく親切に感じます。業務のスキルと効率化のさらなる

向上を期待します。 

女性 50歳代 加茂野 以前市役所に行った時、職員さんの対応は大変親切でした。 

女性 50歳代 無回答 大変よいと思います。 

女性 60歳代 下米田・牧野 市役所へ行くことがないのでわからないけれどよいと思います。 

 

【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 

女性 30歳代 加茂野 建物自体が古く、暗く感じ行きにくい。 

女性 50歳代 加茂野 無駄口が多い。特に年配男性。年配男性の職員同士が、おしゃ

べりしている。田舎の役場ではないので注意されたし。 

男性 50歳代 太田 カウンターに立っていてもなかなか気づいてくれない職員がわりと

います。 

女性 40歳代 古井 お役所的なところがある。 

女性 20歳代 加茂野 職員さんによって言うことが違う場合がある。 

女性 30歳代 蜂屋 保健センターの人が少しきつい。 

男性 60歳代 下米田・牧野 職員でも自治会の参加が少ない。現在の課長さん。 

女性 50歳代 古井 接遇面はよいと感じるが、ミスや対応不足があった（他の人からも

同意見を聞いた）。 

女性 70歳代以上 加茂野 用事で役所の窓口に行くと、一斉に顔をあげて見られるのは感じ

が悪い。 

男性 60歳代 加茂野 直接、市民と接する機会が多い一般事務職の職員は親切で丁寧

に案内してくれるが、技術職職員はそうではなく差がありすぎる。 

女性 40歳代 太田 窓口の対応が悪い。横柄である。 

女性 20歳代 古井 シティホテルがある限りもれていく。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代以上 古井 公務員という使命感をもって働いている方も多いが、ここに差があ

り何とも言えない。 

男性 30歳代 太田 明るくないです。 

女性 60歳代 太田 長年の体質ですかね。対応が悪い。一部の方かもしれないが、わ

からないから聞きに行ったのに上から目線ですか。 

女性 40歳代 蜂屋 人による。よい対応も、そうでない対応も受けました。運営内容自

体知らない。 

女性 60歳代 古井 文化会館の現在の館長は、評判が悪い。感じが悪く、暗い。 

女性 70歳代以上 古井 あいさつ、おもてなしの態度があまりよくない。 

女性 30歳代 太田 人によって対応を変える人がいる。めんどうに関わりたくない空気

を感じる。 

男性 20歳代 蜂屋 職員自体ではなく市役所入口（ロビー）の雰囲気が暗い。 

女性 30歳代 加茂野 人によって言うことが違う時があり、とまどうことあり。 

男性 40歳代 太田 人の顔を見たら、あいさつをすること。頭を下げるのは上司だけ。

コネのサイクルをやめろ。全人にマナーを学ばせること。 

男性 50歳代 古井 窓口はいいが、管理職の意識が極めて低い。決まったことをやら

せるだけ、創造性不足ではないか。可児市に負けている。 

女性 70歳代以上 古井 勉強不足が目立ちます。残念。 

男性 70歳代以上 古井 女性職員は満足に感じるが、男性は不満。 

男性 30歳代 古井 以前のように福祉会館の外のトイレを 24時間使えるように戻すべ

きかと。災害時に鍵がかかっていたらどう思いますか。 

女性 70歳代以上 古井 質問に対してわかりやすく対応してほしいです。 

女性 60歳代 古井 職員の教育を強く希望します。人づくり。 

女性 60歳代 太田 パート、または職員さんは受け持つ職場の勉強をして下さい。 

男性 40歳代 古井 たらい回しをされたことが何度もあるため。市民目線で仕事を。 

男性 70歳代以上 加茂野 地域住民の意見をもっと聞き、最も良好にするにはどうしたらいい

のか考えること。 

男性 50歳代 伊深 休日も行う。 

女性 30歳代 下米田・牧野 市の採用についてキャリア採用があってもいいと思う。他市から

結婚して来て、でも年齢は、という人が周囲にたくさんいます。45

歳ぐらいまでの採用を一回やってみてはどうでしょうか。 

女性 30歳代 下米田・牧野 それぞれの人間性はあるものの、たとえば、こども課なら、その課

に合った言動を求めます。各課にあった対応を。 

男性 60歳代 太田 人によっては、と思う。 
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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 太田 市債が減少している。 

 

【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 40歳代 加茂野 国民健康保険料が高い。引っ越しをしてきて、水道料金が高くて

驚いた。 

女性 60歳代 山之上 電話対応ができていない。何人もの人に替わり、同じことを何度も

話さなければならない。 

女性 60歳代 蜂屋 公共施設などの備品、事務用品など、細かいところに、もう少し配

慮してほしい。有効に使われていないように感じる。 

女性 60歳代 蜂屋 町内の協力金が高すぎる（蜂屋町）。 

男性 40歳代 古井 政治的力のある方に優先的に予算が配分され、一般市民レベル

に還元されていない。 

女性 40歳代 古井 どこに使われているかわからない。 

男性 40歳代 太田 税金が高い。 

女性 70歳代以上 古井 市広報にグラフで表されているだけでは解りづらい。 

男性 40歳代 太田 市の窓口の職員がものを知らない。 

女性 60歳代 下米田・牧野 人が多すぎる。 

男性 50歳代 伊深 無駄だらけ。 

男性 60歳代 加茂野 無駄のない運営を心掛けていると思うが、結果が見えてこない。 

女性 40歳代 蜂屋 感じたことがないです。ただ、近隣の坂祝町、富加町も、まとめて

美濃加茂市でないのは不思議。 

女性 50歳代 加茂野 無駄がたくさんあると思う。税金が高い。 

女性 20歳代 蜂屋 無駄はあると思う。 

男性 40歳代 加茂野 職員はすぐに予算が無いと発言。言い訳の材料にしている。 

女性 30歳代 太田 一円でも、無駄にしないという意識がない。 

女性 20歳代 古井 使いみちもよくわかりません。 

男性 40歳代 太田 この問がばかげている。それは、あなたたちが考えること。市の職

員が無駄な税金。半分の人員でよい。 

男性 60歳代 無回答 税金の使途、金額等、私達には伝って来ません。 

男性 50歳代 古井 市長は、差し押えでも税金を取ると言っているようだが。有効に使

われているか疑問。公共料金が他と比べ高いことはないか。 

女性 50歳代 無回答 すべて有効に使われているとは思えません。 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 山之上 外灯をもう少しつけてほしい（見直し）。 

女性 60歳代 古井 職員を減らすべき。 

男性 60歳代 古井 借金はぜひ０にしてほしい。 

女性 50歳代 加茂野 広報誌をつくりすぎ。見直しが必要。 

男性 60歳代 古井 市議員の数をもっと減らすこと。 

男性 50歳代 蜂屋 公務員の給料が高い。一般の給料（美濃加茂市民）の平均である

べきです。高すぎる。 

女性 30歳代 蜂屋 市内の公園を一度すべて見てほしい。 

男性 30歳代 太田 「あたりまえ」を無くして見直しして下さい。無駄なことが多すぎで

す。 

男性 60歳代 三和 道路、川の維持修繕行なうと大きな災害が少なくできるのでは。 

女性 40歳代 古井 新しい道路はもう要らないと思う。 

女性 70歳代以上 太田 生活保護を受ける人をもう少し調べて下さい。 

女性 70歳代以上 古井 慣例にとらわれずよく調査して下さい。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 下米田・牧野 わからない。こちらが聞きたい。 

男性 30歳代 古井 役所の方々など大変だと思いますが、美濃加茂がよくなりますよう

がんばって下さいね。 

女性 30歳代 無回答 わかりません。広報などで知りやすくなっているのはよいと思いま

した。 

男性 20歳代 蜂屋 よく知らない。 

女性 60歳代 下米田・牧野 よくわかりません。 

女性 70歳代以上 古井 把握できていないので。 

男性 40歳代 山之上 市の税金は市のために使われているか。 

女性 20歳代 太田 健全に使われていると信じたい。 

男性 70歳代以上 古井 不明。広報で詳しく説明してほしい。 

男性 40歳代 古井 精査したことがない。方法も難しい。 

女性 40歳代 太田 道路沿いのトラック協会の立派な建物の、門が開いているのを見

た事がないので。 
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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 

男性 70歳代以上 太田 加茂郡内町村の共助が進んでいると思われます。 

女性 30歳代 無回答 富加や可児、坂祝との連携があり、とてもよいと思います。 

女性 50歳代 古井 最近取り組みが積極的になっている様子が伝わる。 

女性 50歳代 古井 定住自立圏の取り組みが行われているため。 

 

【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 30歳代 古井 価値が高まっているとは思わないです。 

男性 60歳代 古井 文化交流はよいが、合併は問題あり。 

女性 70歳代以上 古井 市民にとっては特に感じられない。 

男性 30歳代 太田 感じない。 

女性 60歳代 太田 思わない。 

男性 40歳代 山之上 連携で美濃加茂市にとってのメリットがはっきりわからない。 

男性 40歳代 加茂野 交流が足りないと思う。 

女性 70歳代以上 古井 つながる事業発表会を聞きに行ったが実感がない。税金の無駄。 

男性 70歳代以上 古井 感じない。 

女性 50歳代 古井 感じない。可児市ががんばっている。 

女性 50歳代 無回答 あまり感じません。 

女性 70歳代以上 加茂野 歩く人や自転車に乗る人にもっと道路を整備してほしいです。 

男性 60歳代 山之上 この地域は加茂地域行政で行っているのでもっと進めてほしい。 

男性 50歳代 下米田・牧野 もっと他町村と協働すべき。 

男性 70歳代以上 加茂野 市町村合併を推進すべし。 

男性 70歳代以上 太田 より一層、連携を密に相互扶助のこと。 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 加茂野 何をもって地域の価値を高まるとしているのか不明。今後に期待

します。 

男性 20歳代 蜂屋 地域の価値とはなんですか。 

女性 40歳代 太田 よくわからない。 
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