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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 50歳代 古井 割と細い数字まで記載してあり、親切かなと思う 

男性 70歳代 蜂屋 ページ数増で各部署の活動、十分に理解できております 

女性 70歳代 蜂屋 広報紙が読みやすい 

 

【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 もう少し細かい市民目線が欲しい。育児など 

女性 50歳代 太田 あまり読みたいと思えない 

女性 70歳代 太田 わかりにくい文言が多く理解できない 

男性 80歳以上 太田 放送が聞きにくい 

女性 80歳以上 太田 
災害時など広報用のアナウンスは、以前から言われていることです

がはっきり聞こえず、その目的が果たされていない 

男性 50歳代 古井 小さい字が読みにくい 

女性 40歳代 古井 放送が聞きとりづらい 

男性 60歳代 古井 身近に情報を得る機会が少ない。よほどアンテナを広げていないと 

男性 60歳代 古井 広報無線がきこえない 

男性 70歳代 古井 市役所移転等重要な情報が正確に伝わらない 

男性 70歳代 古井 市報がややマンネリ化 

男性 30歳代 蜂屋 行政の良し悪しを判断する人がいないので、一方的なチラシ 

女性 70歳代 蜂屋 字が小さい（市民が知らなければいけない所） 

女性 70歳代 蜂屋 自治会に入会しない人がいることに、市がもっと進めていってほしい 

男性 30歳代 加茂野 コラムやエッセイが多すぎる 

男性 70歳代 伊深 
高齢化が進んでいるため文字を大きくしていただきたい。重要なこと

は太枠で囲む配慮をしてほしい 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20歳代 太田 広報紙を目にする機会がない 

男性 30歳代 太田 見ていない 

男性 30歳代 太田 自治会の活動が具体的に知りたいが 

女性 30歳代 太田 広報紙がくばられない 

女性 40歳代 太田 広報紙、自治会に入ってないので見たことない 

女性 50歳代 太田 広報紙のすみずみまで目を通しています 

女性 60歳代 太田 広報紙が届いていない 

女性 70歳代 太田 市報などで 

女性 80歳以上 太田 学びのとびら冊子が配布されなくなった 

男性 20歳代 古井 行政の情報が載っていること自体知らなかった 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 古井 
自分から情報を得るための行動をしていない。ＨＰにＰＤＦがあるこ

とは知っている 

男性 40歳代 古井 広報紙の数が多い。内容も細かいと感じる 

女性 40歳代 古井 これからは関心をもってみたいと思います 

女性 50歳代 古井 
広報紙よりもメールにメール配信サービスを取り入れたことで、より

情報が受けやすくなった 

女性 60歳代 古井 毎月の広報紙で情報がえらえる 

女性 60歳代 古井 あまり読まないのでわからない 

男性 40歳代 蜂屋 メールでの情報発信されている 

男性 60歳代 三和 毎月の広報紙を見ている 

男性 70歳代 下米田 支障が起きていないから 

女性 60歳代 下米田 
広報紙よりスマホの方をたよっているので、紙面のみに関すること

に十分に把握できていないです 

女性 70歳代 下米田 新聞に出てから知った行事とかがたまにある 
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（2）市民意見の反映 

 

【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 アンケートにペンはいらない 

男性 40歳代 太田 大きな声は反映されるが、自治会の意見は反映されない 

男性 60歳代 太田 市役所の移転の問題。前平でよいのではないか 

男性 70歳代 太田 市会議員の在り方、活動に疑問あり（個人の資質か） 

男性 70歳代 太田 意見をどこにするのか 

男性 50歳代 古井 駅前の市役所の移動は本当によいのか 

男性 50歳代 古井 
図書館の利用法に以前要望を書いたが反映されなかった。同ＨＰが

最近改悪された 

男性 60歳代 古井 発信の場が見当らない 

男性 60歳代 古井 
要望書（回覧板で時々まわる）で出してもなかなか実施してもらえな

いことがある。公園内の大木の伐採（災害時の不安は大きい） 

女性 60歳代 古井 市民の方が市政に関心ないように思える 

男性 70歳代 古井 具体的な事例が情報として流れていない 

男性 70歳代 古井 少数（特に弱少者）意見も重要 

男性 30歳代 蜂屋 
子育て世代にもっと手厚くするべき。少子化問題を見て見ぬふりし

ている 

男性 60歳代 蜂屋 
数年前からの自治会要望事項が解消されていない。特に土木関係

（道路ヒビ割れ、排水等） 

男性 60歳代 蜂屋 市の対応が遅い（草刈等） 

女性 70歳代 蜂屋 宣伝がたりない 

女性 70歳代 蜂屋 

生ゴミの袋に自治会名、氏名を書かずに出す人がいるが、各自治

会にて出すことになっていたのに、市がどこに置いても今は良いと

言っていること 

男性 60歳代 加茂野 意見の収集不足を感じる 

女性 40歳代 伊深 
アンケートで自治会や学童のありかた等意見しましたが、全く反映さ

れていません。どこで意見を言えば反映されますか 

男性 70歳代 伊深 
自治会と町づくり協議会との組織の活動内容がはっきりせず、自治

会要望が軽くみられるような気がします 

男性 30歳代 下米田 道を直してと言っても動きがない。要望書の意味がない 

女性 60歳代 下米田 
意見を十分に受ける場が多く用意されていますか。受けたことすべ

て回答なされているのでしょうか 

男性 70歳代 下米田 市役所移転に対してなぜ太田地内でなければいけないか 

男性 70歳代 下米田 意見を言える場がない 

女性 60歳代 無回答 市政側が市民の意見をとり入れても寝耳に水のように見える 

 

【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 
反映されているか、と聞かれても、どんな意見があってどう変化して

いるのか、見える化してほしい 

女性 50歳代 太田 市民の意見がどんなものがあるのか把握していない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 太田 市役所の移転先など 

女性 60歳代 太田 意見を発信する機会、場所がない 

男性 80歳以上 太田 市公報 

女性 80歳以上 太田 
広報や議会だよりに知る部分ですが「市民の意見」と「その結果」が

私には十分に理解できていないため 

男性 20歳代 古井 どこで意見を述べられるのか知らない 

男性 30歳代 古井 どのような市民の意見があったのかを知らない 

男性 40歳代 古井 市民の意見をどこで確認できるか不明 

男性 40歳代 古井 どのように反映をすればいいのかはっきりしない 

女性 50歳代 古井 
市民の意見はどのように伝達すればよいか、その方法がわかりま

せん。メールで入力できるようになっていますか 

女性 60歳代 古井 市政のこともよくわからない 

男性 80歳以上 古井 「市長への提案」広報紙でもっと発表して、市民の意見を高める 

男性 60歳代 山之上 一部の人のみ 

男性 50歳代 蜂屋 実感がない 

女性 80歳以上 蜂屋 道の穴とか市民が電話してはじめて埋める 

男性 60歳代 伊深 評価する手段がない 

男性 70歳代 下米田 市民の意見の全体がわからないので評価できない 
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（3）男女共同参画の推進 

 

【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 

女性 30歳代 太田 
カミーノという取り組みがあることがすごい。実際は女性の負担が多

い 

女性 50歳代 太田 まだまだ女性進出が遅れている 

男性 40歳代 古井 男女共同参画といい女性を優遇しすぎている 

男性 50歳代 古井 女性偏重の傾向あり、姫Ｂｉｚなど 

男性 60歳代 古井 世界的評価と同じ。日本は下位 

女性 60歳代 古井 男性が上かな 

男性 50歳代 蜂屋 
共同参画に向けて行政側からの仕組みやルールの提案があるとよ

いと思う 

男性 30歳代 加茂野 市の要職の割合が偏っている 

男性 70歳代 伊深 
高齢者の参加率が悪いので、高齢者の参加率をアップさせる施策

が必要だ 

 

【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 特に興味がない。情報を発信し受け取るすべがない 

女性 80歳以上 太田 
どのようなところでどれくらい女性が参画できているのが把握できて

いないため 

男性 20歳代 古井 男女に関する取り組みは特に感じない 

男性 40歳代 古井 具体的に何をしているのか知らない 

男性 50歳代 古井 市報の姫ビズの記事はよく読む 

女性 50歳代 古井 男女共同参画を知らない 

女性 50歳代 古井 例がなくて答えられません。イメージを描きにくいです 

女性 60歳代 古井 どんなことが行われているかわかりません 

男性 70歳代 古井 若者が中心では 

 



6 

（4）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 

女性 50歳代 太田 学びのとびらを中心に色々なイベントがある 

男性 20歳代 古井 図書館が多く、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 

女性 30歳代 太田 どの年代でも学べるような市の特別学校があるとよい 

女性 50歳代 太田 やっぱりお金がいるから学べるか。誰もが疑問です 

女性 60歳代 太田 講座の数があまりない 

女性 60歳代 太田 
一部の人たちに伝わっているかも知れないが、私たちには伝わって

いない 

無回答 80歳以上 太田 後期高齢者にも機会をつくり、出席できる環境があるとよいと思う 

男性 30歳代 古井 大学や専門学校がない（少ない）。子どもは県へ出ていくばかり 

女性 30歳代 古井 平日の昼間がほとんど。働いている人は土日にやりたい 

男性 40歳代 古井 図書館が弱い。可児市と比べて文化系のイベント少ない 

女性 40歳代 古井 平日（日中）に開催されても働いているので参加できない 

女性 50歳代 古井 仕事を休まなければいけないものもある 

女性 50歳代 古井 
外国の方が多いので、ブラジル語など習いたいので、もう少し勉強

する日数の幅があるとうれしいです 

女性 50歳代 古井 
学びのとびらを受講したいが平日の昼間が多く、学びたいときに平

等に受けられる工夫が皆無 

女性 50歳代 古井 平日昼間が多く、働いている人にはベストな時間なし 

女性 60歳代 古井 人数によっていろいろな計画をしてほしい 

男性 70歳代 古井 公民館の活用を 

女性 40歳代 山之上 子ども連れでも参加できる学びを増してほしい（小学生くらい） 

男性 30歳代 蜂屋 中部台にも図書館が必要 

男性 30歳代 蜂屋 障害のある子はどうしたらよいかわからない 

男性 60歳代 蜂屋 マンネリ 

女性 70歳代 蜂屋 交通手段がない。あい愛バスも目的地になかなか行かない 

女性 30歳代 加茂野 

市が企画するイベントは「ママ向け」「子どもと一緒に」などのＷＳが

多く、子どもがいない働く女性にとって参加しづらいものが多いと感

じる 

女性 70歳代 加茂野 整っていない 

女性 60歳代 下米田 
学びのとびら、毎回同じようなものが多く、市外に申し込むことが多

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 太田 学べる環境があると思いますが、意力がわかない 

女性 80歳以上 太田 
生涯学習センター等での講座などを利用しているための評価。ただ

自分の空いている曜日や時間が合わないことも多々ある 

女性 60歳代 古井 学びたいときは各々の事情で 

女性 60歳代 古井 自由時間のある人にはいいと思う 

男性 80歳以上 古井 
環境は良好。ただ、数字のみおどり、活動団体の実体がわからな

い。市民活動サポートセンターの活動不明 

男性 60歳代 蜂屋 
あまり市民の目には具体的に理解できるものがあるのかよくわから

ない 

女性 10歳代 加茂野 あまちの森があるから 

男性 60歳代 加茂野 加茂野交流センターの建築 

男性 70歳代 伊深 
各家庭の所得格差によって十分な教育が受けられないケースが増

加している。また、１人親家庭も増加している 
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（5）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 40歳代 古井 周りの人、子供はスポーツをよくやっている印象 

 

【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 10歳代 太田 バスケができる体育館や公園などにコートやゴールが欲しい 

女性 30歳代 太田 社会人スポーツクラブなどあると嬉しいです 

女性 50歳代 太田 
働いている人も参加出来るよう、土日や夜のイベントを増やしてほし

い 

男性 60歳代 太田 スポーツ設備が他の市の施設より劣る 

女性 60歳代 太田 小さなグループの社交場のようで顔見知りでなければ入りにくい 

女性 80歳以上 太田 

やや不満なことも一つある。中体の使用料について。「サークル」と

して利用しているが、健康維持のために行い、医療費を抑制してい

るが、可児市などと比べ、高過ぎるような気がする 

男性 30歳代 古井 スポーツに興味がない。市営ジムがあったらよいかも 

男性 50歳代 古井 施設が古く狭い 

男性 50歳代 古井 
施設は充実していると思う。野球場や川原のサッカー場、テニスコー

ト。他自治体に比して恵まれているわりに利用が今ひとつ 

男性 40歳代 山之上 参加意志がなくても強制的、義務的に参加させられる 

男性 30歳代 蜂屋 トレーニングジムのマシンを新しいものに入れ替えてほしい 

男性 30歳代 蜂屋 
もっと活動できるイベントをやってほしい。スポーツを通じて地域の

活性化になる 

女性 30歳代 蜂屋 

スポーツは大切だが、運動会（町民）は参加する人の少ない自治会

では、各個人への負担が大きすぎて、町民のための運動会とは言

えなくなっている 

女性 40歳代 蜂屋 
グランドが雑。人工芝グランドをつくってほしい。特にサッカーに力を

入れてない。ナイターが使えない 

男性 60歳代 蜂屋 マンネリ化 

女性 80歳以上 蜂屋 ２０才～３５才いないためスポーツができない 

男性 20歳代 加茂野 市内から有名なスポーツ選手を輩出できるように取り組んでほしい 

女性 60歳代 加茂野 
運動会不参加の自治会が増えていて、参加する役員の負担が増え

ている 

女性 70歳代 加茂野 老人でもやれるスポーツを増してほしい 

男性 70歳代 伊深 
シニア世代には安価で利用できるトレーニングルームを併設した総

合体育館を建設していただきたい 

男性 70歳代 三和 高齢者対象が少ない 

女性 60歳代 下米田 魅力あるスポーツがない。他の町に行くことがある 

女性 70歳代 下米田 近くの公民館を活用したスポーツを近くの人（指導）でできたらよい 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 太田 スポーツが苦手なのでわからないです 

女性 50歳代 太田 夜などどんなスポーツがあるか知りたいです 

女性 70歳代 太田 個人的には活発にしています。市のスポーツ活動は参加してない 

男性 80歳以上 太田 軽スポーツ等 

女性 80歳以上 太田 やらない 

男性 20歳代 古井 たぶん行っていると思う 

女性 60歳代 古井 参加希望する人は一部だと思います。仕方ありません 

女性 60歳代 古井 市のウォーキングには大勢の人が参加しているようです 

男性 70歳代 古井 校庭の開放は 

男性 60歳代 蜂屋 
若い時代（３０代まで）は自治会行事によく参加した。高齢者はそれ

なりに活動すれば 

男性 60歳代 加茂野 
スポーツは好きな人だけがやればよいものであって、強制的にやら

せるものではない 

女性 60歳代 下米田 参加していないのでわからない 

男性 70歳代 下米田 ごく一部の人に限られる 
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（6）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 50歳代 太田 道路に花などがやってあるのが（敬老会）いいですね 

男性 80歳以上 太田 十分である 

男性 70歳代 三和 行政のバックアップにより進んでいる感じ 

女性 60歳代 下米田 
まちづくり協議会の方たちはさまざまな活動を企画してくださってい

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 

女性 30歳代 太田 自治体との協働をもっとしないと本音が拾えていないかなと 

女性 50歳代 太田 もっと企業とタイアップした活動をしたらどうでしょう 

女性 80歳以上 太田 その画策があまりよく見えない 

男性 50歳代 古井 市外で働いた経験者を活かせていないのでは 

女性 60歳代 古井 イメージがわかない 

男性 70歳代 古井 一部の人達の情報でしかわからない状態です 

男性 70歳代 古井 幅広い旗振りを 

男性 80歳以上 古井 
古井地区まちづくり協議会、10 年かかって未だに立ち上げ出来ない

理由は。考えているだけでは前に進まない。スピード感必要 

男性 50歳代 蜂屋 行政側に熱意が感じられない 

女性 50歳代 蜂屋 
蜂屋地区は車がないと買物出来ない。歩いていけるコンビニもな

い。困っている 

女性 80歳以上 蜂屋 少しずつ進んでいるよう。太田、古井より蜂屋はだめ 

男性 30歳代 加茂野 市民に関心があるのか不明 

男性 60歳代 加茂野 不足と感じる。参画メンバーはまだ限定的 

女性 70歳代 加茂野 思わない 

男性 70歳代 伊深 高齢化社会に対応したまちづくりが進んでいないように感じられる 

女性 60歳代 無回答 協力勢いがない 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20歳代 古井 共に何かをした記憶がない 

男性 40歳代 古井 特に感じない 

男性 40歳代 山之上 実際どうなっているのか全くわからない 

男性 30歳代 蜂屋 家庭ゴミの分別にもっと力を入れたい 
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（7）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 40歳代 古井 自治会活動は盛んだと思う 

女性 30歳代 加茂野 全国的にある「若者会議」のような取り組みがあっていいと思う 

男性 60歳代 三和 町作り協議会が活発に活動している 

女性 60歳代 下米田 クリーン大作戦等全体に参加できている 

 

【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 太田 
減災などをするためにも、もっと気楽に参加できる自治会づくりが必

要 

女性 50歳代 太田 高齢者のサロン運営もあるが、子ども会の活動も活発になるといい 

女性 50歳代 太田 全く取り組んでいない 

女性 60歳代 太田 市のリーダーシップが見えてこない 

男性 70歳代 太田 自治会組織の見直しと行政区割を市主導で強力に 

女性 80歳以上 太田 

自然体と言うが特別積極的とは言えない状況。また独身男性の家

庭は自治会脱会者も多い。災害時などは周りの人との協力が必要

など、ゴミの収集を自治会や市税にかかわることを知ってもらうのに

どうすればよいのかと思う 

女性 80歳以上 太田 やっていない 

女性 60歳代 古井 無関心層が多いと思います 

男性 70歳代 古井 もっと広かれた市政をお願いしたい 

男性 80歳以上 古井 
市政に無関心の人が多い。高齢者をもっと活用すべきだ。遊んでい

る人が多い 

男性 30歳代 蜂屋 
行政は市民の話を聞かないと思っている。今の共働き世代に消防

団はきつすぎる 

男性 30歳代 蜂屋 
自治会に入らなくてもふつうに生活できるのに、自治会に入る意味

がない 

男性 50歳代 蜂屋 形だけの場合が多いから 

男性 60歳代 蜂屋 
地元住民と転入者との関係が今後の課題である（自治会未加入問

題） 

男性 60歳代 蜂屋 自治会員の減少 

女性 70歳代 蜂屋 
道端の草、空地の草（特にセイダカアワダチ草）等が多く、草を刈る

人が少なくなっている 

女性 80歳以上 蜂屋 人口少ないためだめ 

男性 60歳代 加茂野 新しく入ってこられる方にはまったく感心がない人が多い 

女性 70歳代 加茂野 いない 

女性 70歳代 加茂野 思わない 

男性 70歳代 伊深 
交流センターの早期建設により、更に地域づくりが盛んになると思

います 

男性 70歳代 下米田 情報が少ない 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 私はまだ仕事が忙しくなにもしていません 

男性 80歳以上 太田 個人参加 

男性 30歳代 古井 高齢のボランティアの方はよく見かける 

男性 50歳代 古井 新しい住宅地ではよくコミュニケーションとっているみたいだ 

女性 50歳代 古井 
自治会の行事参加のことですか。例がないので答えられない。イメ

ージが描きにくい 

男性 70歳代 古井 活動は財源の援助が 

男性 60歳代 山之上 一部の人 
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（8）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 30歳代 太田 市民の間で少しずつ作られていると思う 

男性 80歳以上 太田 ややある 

男性 50歳代 古井 
市そのものがブランドだと思う。日本のど真ん中。４本の国道、３本

の鉄路、４本の大橋。５万人の街には過ぎたるものです 

女性 60歳代 古井 蜂屋柿かな 

男性 70歳代 古井 果物（梨・柿）、菓子 

女性 40歳代 蜂屋 蜂屋柿 

女性 60歳代 蜂屋 蜂屋柿 

男性 70歳代 蜂屋 蜂屋柿（干柿） 

女性 80歳以上 蜂屋 堂上蜂屋柿 

女性 10歳代 加茂野 柿 

女性 70歳代 加茂野 蜂屋柿なんか凄くほこりに思う 

男性 70歳代 伊深 特に。蜂屋柿、正眼寺かな。工作機の博物館 

男性 60歳代 三和 堂上蜂屋柿 

 

【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 30歳代 太田 まったく感じられません 

女性 40歳代 太田 あるのにまだまだ消極的に感じる。アピール不足 

男性 50歳代 太田 蜂屋柿頼みの所がある 

女性 50歳代 太田 もう少し観光で人を呼べる事があればと思う 

女性 50歳代 太田 蜂谷柿と山之上の梨ぐらいしかない 

女性 60歳代 太田 限界集落にはなにも生まれてこない 

男性 70歳代 太田 柿ぐらいしかない 

女性 70歳代 太田 柿のほかはわからない 

女性 80歳以上 太田 柿しかない 

男性 20歳代 古井 美濃市はブランド力があるが美濃加茂市は名前を知っているくらい 

男性 30歳代 古井 ない 

男性 40歳代 古井 これだと言えるものが特に出てこない。梨 

男性 50歳代 古井 外面を気にしすぎ。堂々たれ。温故知新 

女性 50歳代 古井 国内外、なんてありえません今は 

女性 60歳代 古井 梨、柿しか思いつかない 

男性 80歳以上 古井 なにもない。ＪＡめぐみのと取り組んでやらないとできないのでは 

女性 80歳以上 古井 なし 

男性 30歳代 蜂屋 必要ない。目的が大きすぎる。小さなことからコツコツやろう 

男性 30歳代 蜂屋 
名物のない町とテレビで言われてショックでした。あそこで蜂屋柿を

出さなかったかよくわからない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 蜂屋 柿だけか 

男性 60歳代 蜂屋 食の世界遺産『蜂屋柿』今後の継承者と作付面積が課題 

女性 60歳代 蜂屋 あまりない 

男性 20歳代 加茂野 「美濃加茂と言えば」というものがない 

男性 50歳代 加茂野 特にあるとは思えない。堂上蜂屋柿もいまいち 

男性 70歳代 三和 物だけにこだわっている感じ 

女性 60歳代 下米田 梨、柿しか思いつかない 

男性 70歳代 下米田 ない 

女性 80歳以上 下米田 堂上蜂屋柿以外感じない 

女性 60歳代 無回答 ブランドになる物はない 

 

【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 あまりないと思う 

女性 50歳代 太田 何もないと思います 

女性 70歳代 太田 なにがありますか 

女性 70歳代 太田 耳に入らない 

女性 80歳以上 太田 まったく感じていない 

無回答 80歳以上 太田 なにも思いつかない 

男性 20歳代 古井 なにか探せばあるかも 

女性 20歳代 古井 美濃加茂の自慢ってなんですかね 

男性 60歳代 古井 美濃加茂ブランド、逆に何かありますか 

男性 80歳以上 古井 具体的意見あれどデジタル的調査では表形できず 

男性 70歳代 山之上 聞かれてもすぐに答えられない 

男性 50歳代 蜂屋 美濃加茂市の観光、名産がすぐに思い浮かばない 

男性 60歳代 加茂野 認知活動がわからない 

女性 50歳代 三和 なに、と聞かれて思いつかない 

男性 50歳代 下米田 思い浮かばない 

女性 60歳代 下米田 市外、県外の人に自慢できる物が思い浮ばない 
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（9）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 60歳代 太田 若い事業者がつくり始めていると思う 

男性 80歳以上 太田 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 

男性 50歳代 太田 可児の方が多くあるように感じる 

女性 50歳代 太田 若者が戻って働ける企業が少ない。特に地元企業 

女性 50歳代 太田 市外へ働きに出る人が多い 

男性 20歳代 古井 可児は多いが美濃加茂は少ない 

男性 30歳代 古井 市外に働きに出ている。ＩＴ系が弱い 

男性 40歳代 古井 市内の（正社員として市役所同等待遇で）働き口はどこにあるか 

男性 50歳代 古井 でもみんな市外（愛知）へ働きに行く 

女性 50歳代 古井 孫育てしながら働く場所が少ない 

男性 60歳代 古井 大手が少なく給与が低い 

女性 60歳代 古井 シニアにはむずかしい 

女性 60歳代 古井 いざ働くとなると自分の時間にあう場所がない 

男性 70歳代 古井 最低賃金のＵＰ 

男性 30歳代 蜂屋 不景気でバイトしたくてもない 

女性 40歳代 蜂屋 障がい者でも働けるよう力を入れてほしい 

女性 70歳代 加茂野 あまりない 

女性 70歳代 加茂野 ほとんどないと思う。年をとってもできる仕事がほしい 

男性 70歳代 伊深 
可児市に労働力が流れている。市内にも更なる企業誘致と工業団

地化が必要だ。北部地区にも企業誘致を 

男性 60歳代 下米田 
労働環境が整っていないから、３０年以上名古屋市の会社に出稼ぎ

に行っているのが現状。市内にあっても賃金が安い 

 

【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 職を変えてないのでわからない 

女性 30歳代 太田 バイトなどは色々あると思う 

女性 50歳代 太田 自分はいい環境で働けていますが、若い人たちはどうですかね 

女性 80歳以上 太田 
労働力と働く場所が見合っているのか。働きたい年齢層の人たちが

望む労働環境とはどんなものかで否回答 

女性 80歳以上 太田 年金生活 

男性 40歳代 古井 普通だと思う 

男性 70歳代 古井 評価できません 

男性 50歳代 蜂屋 希望職によって差がある 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60歳代 蜂屋 
市内でも沢山の働く場所はある。しかし正社員・契約社員・パート

等、今後は雇用企業内の課題でもある 

女性 40歳代 伊深 

以前美濃加茂市の市の職場でお仕事をさせていただきましたが、同

じ職場で仕事をする仲間同士もう少し気持ちよくお仕事できたらいい

なと思いました 
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（10）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 

男性 40歳代 古井 
商店街ではないが、何か買い物をするのに困りはしない。本屋があ

ると良い 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 70歳代 蜂屋 スーパーやコンビニが増えて便利になった 

 

【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 太田 駅前、中山道はもっと力を入れるべき 

女性 30歳代 太田 あまりかんじられない 

女性 30歳代 太田 昔にくらべると人がいない。若い人用に色々やれそう… 

女性 50歳代 太田 商店街より大きい所へ行ってしまうので、くふうが必要だと思います 

女性 50歳代 太田 駅南がとても昼も夜も淋しい 

女性 50歳代 太田 駅前商店街は閑散としている。駐車場がない 

女性 60歳代 太田 シャッター通りになっている。美濃太田駅南口より南側 

女性 60歳代 太田 お土産が持って行けない。町的でない 

女性 60歳代 太田 
駅前通り開発を失敗し、中山道の町並みもうまく立ち上げれない人

たちに開かれたくない 

男性 70歳代 太田 商工会は何をしているのか疑問（組織として） 

男性 70歳代 太田 駅裏の店 

女性 70歳代 太田 賑わっている所、いない所がはっきりしている 

女性 80歳以上 太田 

居住地が駅南なので、全く活気はない。ただスーパーの割引の日は

店内は賑わうが、知り合いには余り会わない。この現象はどうなって

いるのか 

女性 80歳以上 太田 賑わっとらん 

女性 80歳以上 太田 遠い、歩いていける所にない 

無回答 80歳以上 太田 駅前は全く淋しいもの 

男性 10歳代 古井 もっと賑わうべき 

男性 20歳代 古井 あれで活発な商店街ならシャッター街も活発になる 

男性 30歳代 古井 旧（南）駅前商店街はひどい 

男性 30歳代 古井 太田駅前が賑っていない 

男性 50歳代 古井 
山手⇔大手の異常な商業集積は他町村害になっている気がする。

地元商店は常連客と外国人が支えています 

女性 50歳代 古井 近くに商店街がない 

女性 60歳代 古井 駅前はシャッターがしまっているところが多い 

女性 60歳代 古井 商店街が夜は人手がありません 

男性 70歳代 古井 大型店舗が中心（太田／古井駅前はシャッター化） 

男性 70歳代 古井 太田駅南の市街地はさみしい状況 

男性 30歳代 蜂屋 もっと蜂屋と加茂野の方に作ってほしい 



18 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 スポーツ専門のお店がヒマラヤ、アルペン、ＤＥＰＯない 

男性 50歳代 蜂屋 駅南は不必要ではないか 

男性 50歳代 蜂屋 駅南地区がかんさんとしている 

女性 50歳代 蜂屋 
蜂屋地区にバロー、Ｖドラ、アオキ等を誘致して下さい。買物難民で

す。車使わず行けるようお願いします 

男性 60歳代 蜂屋 駅南と駅北では対称的だ。北部の開発スピードは早い 

女性 60歳代 蜂屋 駅前通りがさみしすぎる。さびれていると思う 

女性 70歳代 蜂屋 駅前がさびしくなった 

男性 30歳代 加茂野 商店街がほぼ機能していない 

男性 50歳代 加茂野 加茂野町にはコンビニはありますがスーパーはありません 

女性 50歳代 加茂野 周辺には何もありません 

女性 60歳代 加茂野 欲しい物はネットで買ってしまう。本でさえ。すぐ手に入らないから。 

女性 70歳代 加茂野 思わない 

男性 60歳代 伊深 旧商店街は衰退、大型店舗が繁栄。どこも同じ 

男性 70歳代 伊深 大型店の誘致により商店街の賑わいが減少してきた 

男性 60歳代 三和 地方山間地はない 

男性 50歳代 下米田 古井、太田の商店街がさみしい 

女性 80歳以上 下米田 商店が少なくて困る 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 太田 北口は賑やかになった。南口はさびれてる。昔は逆だった 
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（11）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 太田 どんどんやってほしいです 

男性 80歳以上 太田 工業団地の整備はされているが、企業誘致はそこそこと思う 

男性 60歳代 伊深 いる 

女性 60歳代 加茂野 工業団地が多くできている 

女性 70歳代 加茂野 空いたところの活用が進んでいていい 

男性 70歳代 下米田 工業団地等に積極的に誘致をしており、労働環境は良い 

 

【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 50歳代 太田 少ないもっと 

女性 30歳代 太田 工場は多い 

女性 60歳代 太田 
蜂屋工業団地内は企業誘致が進んで当市局に感謝する。問題は

地元雇用がどれくらいあるのか 

女性 50歳代 太田 結果が出ていない印象です 

男性 20歳代 古井 大企業などに就職したい子どもたちは県外へ出ていくばかり 

男性 30歳代 古井 地元の企業が拡大していけるといい 

男性 40歳代 古井 
蜂屋地区は何もない。車がないと買物出来ない。歩いて行けるとこ

ろにバロー等誘致して下さい 

男性 50歳代 古井 市長が先頭に立って企業誘致をする気が無いのでは 

女性 60歳代 古井 評価できません 

男性 20歳代 古井 企業誘致をもっと積極的にする 

男性 60歳代 蜂屋 交通便の活用を 

男性 30歳代 蜂屋 無い 

男性 50歳代 蜂屋 北部地区にも工業団地を造成して地域の活性化を図ってほしい 

女性 50歳代 蜂屋 
県内の他の市と比べてやや弱い気がする。東海環状の下り口があ

ることを更に有効活用できればと思う 

女性 40歳代 蜂屋 回りの市町村にたよっている美濃加茂市 

男性 60歳代 三和 
誘致する場所が集中しているので、その近くの道路が渋滞したりし

て迷惑してる 

 

【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 特長あるカテゴリー、セグメントに 
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（12）市街地の設備 

 

【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 太田 
コノミヤが便利。その他の店はたまに便利。若者の店が増えるとい

い 

男性 80歳以上 太田 ある 

女性 40歳代 蜂屋 コレクトパークとても充実しています 

男性 50歳代 蜂屋 かんさんとしているが一部店舗は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 30歳代 太田 南に活気ない 

女性 30歳代 太田 あまり使わない 

女性 40歳代 太田 
市街地北側の東西の通り（はま寿司や岐阜タンメンがある通り）の

交通渋滞がひどいと感じます 

女性 40歳代 太田 
どこも駐車場がせまく（ない所も）車では行きづらい。北口方面へ行

ってしまう。ここ数年南口は行ってない 

男性 50歳代 太田 ほとんど利用しないため車を駐車する場所が少ない 

男性 50歳代 太田 
店が古いし、車を止める場所が少ない。買い物をしたい感じではな

いです 

女性 50歳代 太田 全く買物出来ない。金融機関利用程度 

女性 50歳代 太田 シャッターが下りている店が多いから、貸すなどして活用してほしい 

女性 50歳代 太田 駅前にコンビニ等があると良い 

女性 50歳代 太田 全く不便、銀行ぐらいしか行かない 

女性 60歳代 太田 店舗が限られている 

女性 60歳代 太田 全く感じない。衰退している 

女性 60歳代 太田 典型的な限界集落の店舗。駐車場も少なく、買物する店ではない 

男性 70歳代 太田 太田地区、古井地区の土地活用住民が定住できない原因 

男性 70歳代 太田 駐車場がない 

女性 70歳代 太田 若い人が買い物しようと思わないのでは 

女性 80歳以上 太田 
あまり不便とも感じないが特別便利でもない。私の場合は車も必要

な交通手段となっている 

女性 80歳以上 太田 歩いて行けない 

男性 20歳代 古井 買い物は駅近くでは何もそろわない 

男性 20歳代 古井 利用されていない土地が多く、密度が低い 

女性 20歳代 古井 南より北の方が便利 

男性 30歳代 古井 同じような商店ばかりできている。スーパー、ドラッグストアばっかり 

女性 30歳代 古井 駐車場少ない 

女性 30歳代 古井 山手町は栄えているが太田町はイマイチ 

男性 40歳代 古井 買い物をあの辺りではしない。飲み屋街という印象 

男性 50歳代 古井 
空いてて結構なことですが、食事できる店が無いので、そりゃ寂れま

すな 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 古井 駐車場が少ない。北側に施設が集中している 

男性 60歳代 古井 全体、駐車スペースが少ない 

男性 60歳代 古井 店舗の魅力不足や駐車場の不安 

女性 60歳代 古井 駐車場がない 

女性 60歳代 古井 シャッター閉まっているお店多いかな 

女性 60歳代 古井 買い物が出きる所。見て歩く所が少ないと思います 

男性 70歳代 古井 南は無理、北へ北へと伸びるべき（過去は振返るな） 

男性 70歳代 古井 駐車場（無料）が足りない 

男性 70歳代 古井 地理的には便利 

男性 70歳代 古井 駐車場が少ない 

女性 70歳代 古井 交通に不便を感じる 

女性 70歳代 古井 店に駐車場がない 

男性 80歳以上 古井 駐車場なし。道巾狭い。魅力ある商店なし 

女性 80歳以上 古井 
近い店で買物がしたいのに、現存の商店街では望めません。客は

あまりいません 

男性 70歳代 山之上 この所何年も駅前で買い物した事がない 

男性 30歳代 蜂屋 
昔の商店街を大切に残したいのは、年寄り議員の思い出のため

か？ムダな税金使わないでほしい 

男性 30歳代 蜂屋 
車止める所がないので行きにくい。どこも寂しい。北の方に作ったほ

うが流行ると思う。汚く見える南の方は 

女性 40歳代 蜂屋 車がこむのでお店が集まった複合商業施設にしてほしい 

男性 50歳代 蜂屋 他の地域の者にとって魅力ある整備とはいえない 

女性 50歳代 蜂屋 車がないといけない。バスは時間の都合がつかない 

男性 60歳代 蜂屋 
魅力ある店が少なく、駐車場も無い。年１回も行かない、行く店が無

い。駅南北地域の発展と度合が大きい 

男性 60歳代 蜂屋 北（山手中心）が活性化しているだけで全然ダメ 

男性 70歳代 蜂屋 
個人商店（多）為、一つの物１店で購入できず、近年利用しておりま

せん 

女性 80歳以上 蜂屋 駅北バス下りて買い物にいくより私は山手で買います 

女性 70歳代 蜂屋 乗用車以外の乗物がない 

男性 30歳代 加茂野 駐車場もなく、シャッターの閉まっている店も多い 

男性 50歳代 加茂野 特にお店もなく立ち寄れる所もなく利用しにくい 

男性 60歳代 加茂野 無料駐車場が判らない 

女性 60歳代 加茂野 誰も歩いていない 

女性 60歳代 加茂野 車では立ち寄りにくいので最近は行っていない 

女性 70歳代 加茂野 坂道が多すぎる 

女性 70歳代 加茂野 感じない、行かない 

女性 70歳代 加茂野 南北の交通が不便 

女性 70歳代 加茂野 年令（年の差）チョイト遠いかな 

男性 60歳代 伊深 市民でありながら全く必要のない地域になってしまった 

男性 70歳代 伊深 
駅南地域は広い駐車場がないため買い物に不便。食を中心とした

食べ歩きの街などにしたらと思う 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳以上 伊深 なぜ駅前にこだわる必要があるのですか 

女性 50歳代 三和 駐車場が店先にない 

男性 60歳代 三和 行かない 

男性 50歳代 下米田 あまり店が無い 

男性 60歳代 下米田 駐車場がないし、自分のほしい物が無い 

女性 60歳代 下米田 
もう何年と行って無い。店が点在の上、用を足さない。すべてなくて

も町に統一感が有ると人が来る。駐車しにくい。 

女性 60歳代 下米田 駐車スペースが少ないので駅前から足が遠のく 

男性 70歳代 下米田 交通の便から考えても便利であるとは感じない（駐車場等） 

男性 70歳代 下米田 魅力がない 

女性 70歳代 下米田 車が無いと不便。乗れなくなったらどうしよう 

無回答 80歳以上 太田 気軽に買物に入れる店がない 

女性 60歳代 無回答 
店がなく駐車場もなく不便。店が少ない。車でも買い物する気分に

なれない 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 寂しい限りですね 
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（13）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 太田 野菜とかおいしく安く手に入っています 

女性 50歳代 太田 農協で買い物をしている 

女性 50歳代 太田 農協は賑わっている 

男性 80歳以上 太田 入る 

女性 80歳以上 太田 
活発かどうか分らないが、野菜など農産物はＪＡの販売所でよく購

入している 

男性 40歳代 古井 比較的良い 

女性 60歳代 古井 柿、梨が美味しい 

男性 30歳代 蜂屋 梨がおいしい 

男性 60歳代 蜂屋 
自分自身が有機農法もどきで農業生産活動をしているからほぼ満

足 

 

【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 あまりそう思わない 

女性 50歳代 太田 ＪＡにもっと頑張ってほしい 

女性 60歳代 太田 一部の人達が作っているが次の世代に伝承されて行かは疑問だ 

女性 20歳代 古井 地元のを手に入る所が少ない 

男性 80歳以上 古井 花き栽培など出来ないか。魅力ある商品なし。中京圏が近いのに 

男性 70歳代 古井 遊休地（休耕の増加） 

男性 30歳代 蜂屋 大きいスーパーで買った方が安くておいしい 

男性 70歳代 蜂屋 ＪＡ撤退で利用できず 

女性 70歳代 蜂屋 無人販売所がもっとあればいい 

男性 70歳代 伊深 
生産者の高齢化により耕作放棄地が年ごとに増加し、生産農家が

減少したため農林業の先が見えない 

男性 70歳代 三和 鳥獣害の予防対策に抜本的に取り組む姿勢が見られない 

女性 70歳代 下米田 地元産をもう少し安く流通するシステム作りをしてほしい 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 太田 わからないですが、梨とかは買いました 

女性 50歳代 太田 ＪＡにもっと頑張ってほしい 

女性 60歳代 太田 一部の人達が作っているが次の世代に伝承されて行かは疑問だ 

女性 80歳以上 太田 たぶんあるのでは 

男性 20歳代 古井 少し作っていますね 

男性 70歳代 古井 遊休地（休耕の増加） 

女性 80歳以上 蜂屋 今自分８０才なりますので買わない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 下米田 どんなものがあるかわからない 

男性 60歳代 三和 家庭内で作っている 
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（14）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 50歳代 太田 リバポートパーク、文化の森、健康の森などは充実してきている 

男性 60歳代 太田 昭和村、リバーサイドなどよい。温泉施設を作ってほしい 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 30歳代 蜂屋 
他の市でもみのかものおん祭は有名。だからもっと力を入れて。毎

年変化をつけてほしい 

女性 40歳代 蜂屋 アスレチックがあるのは良いと思う。ＢＢＱなど 

男性 60歳代 蜂屋 ライン公園一帯（含め） 

女性 60歳代 加茂野 遊びに行けるところが結構ある 

 

【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 

男性 30歳代 太田 リバーポートパークとか中途半端 

女性 30歳代 太田 １カ所に江戸、昭和、平成が集まっているのに活かせていない 

男性 40歳代 太田 活力しきれていない 

女性 60歳代 太田 他市の方に自慢する所がない 

女性 60歳代 太田 
何もない。第三セクターでことごとく失敗した人たちが何を聞いてい

るのか 

男性 70歳代 太田 市として何を目玉として推進したいのか分からない 

無回答 80歳以上 太田 観光資源ないと思う。地元にもアピール必要では 

男性 20歳代 古井 観光する場所がない 

男性 40歳代 古井 太田宿が中途半端 

男性 50歳代 古井 美濃太田駅南側の衰退 

男性 50歳代 古井 抜群の交通アクセス（道、鉄道、橋）が遊んでます 

男性 60歳代 古井 清流里山、全く知られていない。名称変更したのか 

女性 60歳代 古井 観光地はほど遠い思います 

男性 70歳代 古井 ＰＲ不足（観光大使…） 

女性 70歳代 古井 木曽川の活用が少ない 

男性 80歳以上 古井 他県市から呼び込めば出来るのにＰＲのやり方、方針が悪い 

男性 30歳代 蜂屋 中途半端。宿泊施設でも作ったらいいと思う 

男性 50歳代 蜂屋 ＰＲ方法が印象にない。ターゲットは誰かを明確に 

女性 60歳代 蜂屋 これといった場所がない。里山公園ぐらい 

女性 80歳以上 蜂屋 まだまだ 

女性 30歳代 加茂野 観光はまだまだ 

女性 70歳代 加茂野 思わない。どこですか 

男性 60歳代 伊深 市外の友人、知人に聞いても「何もないね」と言われている 

男性 60歳代 三和 魅力な観光地がない 

女性 60歳代 無回答 魅力的な所は一つもない 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 美濃加茂の魅力がわかってないです 

女性 50歳代 太田 リバーポートパークから中山道会館迄続く観光名所となるといい 

女性 60歳代 太田 中山道をもっと活かしたらと思います。ライン公園整備。 

女性 80歳以上 太田 
魅力的な観光地とはどこ。「清流の里…」は前から思っていたけど、

整備不足、不必要な落葉の始末やくもの巣の除去がされていない 

男性 50歳代 古井 エコツーリズムを目指すべき 

女性 50歳代 古井 

若い人々たちが移り住んできている。災害がなく、学校も多く、買い

物もしやすく…あとは交通網を充実させたい。あいあいバスの時刻

表が暗記できるようなものになると利用しやすい。それには利用者

増が必要となりますね。毎時何分発と固定されると利用しやすいか

もしれない。以前可児川駅から自宅まで利用１００円はありがたかっ

たです 

男性 30歳代 古井 
中山道は江戸時代をより意識して。昭和村は明治村を見習ってほし

い 

男性 60歳代 蜂屋 
魅力的にするのは当市へ訪れるお客様がどう感じるかである。時間

はかかるかもしれない 

男性 70歳代 伊深 
美濃加茂市はライン下りが代表的な観光となっていたので復活が

望まれる。船底を巾広で安定したもので再考されてはいかがか 

男性 70歳代 三和 既成概念にとらわれた対策から脱皮する必要あり 

 

 



27 

（15）防災体制の発信 

 

【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 太田 目に見える所に備えが見られる 

女性 80歳以上 太田 

自治会は市の防災訓練に合せて年に１回の訓練。消火器の配置の

認知については秋の総会の時に行っている。ただこの秋までの民

生委員さんは高齢者に対して台風や訓練日の前後には何かと配慮

して貰えて感謝しています 

男性 20歳代 古井 サイレンなどはよく響く 

女性 20歳代 古井 防災訓練がしっかりある 

男性 40歳代 古井 断水のときは地域で助け合いがありました 

 

【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 50歳代 太田 災害時に備え自治会加入してもらえるように働きかけを 

女性 60歳代 太田 意識が低い 

女性 40歳代 古井 
スピーカーの位置又は向きがかわったのか、放送が以前聞こえて

いたものが今は聞こえない 

男性 50歳代 古井 具体的な災害を想定したものではない。地域ごとに具体化が必要 

男性 60歳代 古井 
地震、風水害等、災害により避難場所が異なる。訓練も何の災害か

を明確にすべきか 

男性 70歳代 古井 新市役所建設予定地（駅前？）は水害が… 

男性 70歳代 古井 
避難し易い小学校（山手）は周囲を全てフェンスで囲ってあり、緊急

時には使えない 

男性 80歳以上 古井 
毎年防災訓練が自治会毎になるが、集まって点呼してすぐ解散。せ

っかくの時間がもったいない。方策を考えること 

女性 80歳以上 古井 防災の報送があっても家の中にいると内容が聞きとれない 

男性 40歳代 山之上 １番危ないと思われる場所が避難所となっている地区がある 

男性 30歳代 蜂屋 消防団制度の廃止を希望 

女性 50歳代 蜂屋 ペットと一緒に避難出来ればと思う 

女性 80歳以上 蜂屋 自治会としてもあまり関心がない 

男性 60歳代 加茂野 体制内容が乏しい 

女性 70歳代 加茂野 コミテイは狭すぎて加茂野は無理な所があります 

男性 70歳代 三和 
防災ラジオの配布など良い事もあるが、高齢者、過疎地をもっと重

視してほしい 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 太田 家が壊れないか心配。食べもの、水は用意したが 

女性 50歳代 太田 水とか少しは備えています 

女性 60歳代 太田 
想定ができない役所が想定外の天災でであったと言い訳をしない様

に 

男性 80歳以上 太田 いる 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50歳代 古井 うちの回りは水はこないし、崩れる裏山も無いし 

女性 60歳代 古井 あまりしていません 

男性 70歳代 古井 災害の少ない処であるが個々の備えが重要 

男性 30歳代 蜂屋 やってない 

男性 60歳代 蜂屋 
まだまだ他人事のような感じの人が多い。自分自身も今後は意識を

変えつつあります。※最近の気候の変化、地震、台風等 

女性 30歳代 加茂野 近くに備えあり 

女性 70歳代 加茂野 火災には特に注意です 

男性 70歳代 伊深 家庭内では逃げる方向を話し合っている 
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（16）災害時の情報伝達体制 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳以上 太田 いつもメールを受信しています 

男性 50歳代 古井 うるさい位で丁度いい。年寄りはあれでも聞こえんそうだ 

女性 30歳代 蜂屋 メールはすごく便利で助かる。無線は聞こえづらい時もあるので 

女性 40歳代 蜂屋 Ｅメールで受信しています。メールとてもありがたいです 

男性 30歳代 加茂野 すぐメールは大変便利 

女性 30歳代 加茂野 メールはくる 

男性 70歳代 伊深 防災行政無線機を各戸に配備されたことがとても良いと思います 

 

【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 太田 メールは便利。無線は基本言ってることが聞こえない 

女性 50歳代 太田 無線は聞き取りにくい 

男性 60歳代 太田 広報が反響して聞きずらい 

女性 60歳代 太田 あまり知らないので「すぐメール」を使った事がない 

女性 60歳代 太田 周知されていない 

女性 60歳代 太田 
広報みのかもは言葉を簡素化して「緊急避難」を連呼して、伝えた

い事の目的を分かりやすくしてほしい 

男性 70歳代 太田 市民へのＰＲ不足もある 

女性 70歳代 太田 スマホでの情報手段を教えてほしい 

女性 70歳代 太田 メールなどは年寄りには 

男性 80歳以上 太田 放送が聞きにくい 

女性 80歳以上 太田 無線とは。耳が遠いので。メールなし 

男性 20歳代 古井 存在を知らなかった 

女性 20歳代 古井 無線は聞こえないし、メールは携帯電話を持たない人には使えない 

男性 40歳代 古井 防災無線は何を言っているか分かりません 

女性 40歳代 古井 無線があること知りませんでした 

男性 50歳代 古井 広報（美濃加茂）がまったく聞こえない 

男性 50歳代 古井 無線が聞こえづらい場所がある 

女性 50歳代 古井 無線の放送が重なっていて分からない 

女性 50歳代 古井 たまに聞こえにくい時がある 

女性 60歳代 古井 防災行政無線（広報）聞きとりにくい。何言ってるかわかりにくい 

女性 60歳代 古井 
特に火災時の放送は年配の男性の声で何も分からない。若いはっ

きりした声で放送してほしい 

女性 60歳代 古井 広報の放送が聞こえない 

女性 60歳代 古井 メールは使用していますが十分ではないと思う 

男性 70歳代 古井 全員がメールを扱っていないので、各戸に伝達できる対策が必要 

女性 70歳代 古井 無線放送が聞きとりにくい 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 古井 高齢者の家が持っていないのが多い 

女性 80歳以上 古井 
小学校の下校などは大変よく聞こえのに、なぜ差があるのか。市か

らの放送をしっかり聞きたい 

女性 40歳代 山之上 お年寄りや目や耳、体の不自由な人への対応はどうでしょうか 

女性 50歳代 山之上 すぐメールを知らない 

男性 30歳代 蜂屋 気づかない 

女性 60歳代 蜂屋 防災無線が人の声でないので聞きとりにくい 

女性 60歳代 加茂野 放送は聞き取りにくい 

女性 60歳代 加茂野 防災無線が聞き取りにくい 

男性 70歳代 加茂野 
中継所が使用不能の時に「メール」は使えますか？無線は聞こえま

せん 

女性 60歳代 無回答 家の中にいると放送が聞こえない 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 登録していないので 

男性 70歳代 古井 市外地の個別連絡方法 

女性 70歳代 加茂野 感じない 
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（17）消防・救急体制の設備 

 

【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 太田 普通かと思う 

女性 80歳以上 太田 
消防・救急について嫌な話は聞いたことがないので、体制が整って

いるのではないかと。消防署はＡＥＤを講習も行っている 

男性 40歳代 古井 不安は今のところ無い 

男性 60歳代 蜂屋 救急体制は即時対応され、完成されており感謝 

女性 30歳代 加茂野 新しく病院が立つ予定あり 

 

【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 60歳代 太田 周知されていない 

男性 40歳代 古井 救急を受ける病院に不安がある 

男性 50歳代 古井 救急には問題なし、消防は不安 

男性 50歳代 古井 
以前ＡＭ７：００に１１９番したら可児の南署から１５分かかって来てく

れました。歩いて木沢行った方が早かった 

女性 60歳代 古井 
火事の時のアナウンスの仕方が悪い。変な所で切るので分かりにく

い 

男性 70歳代 古井 消防・防災放送の活用が少ない様に思われる 

男性 30歳代 蜂屋 地域の消防団に無駄金を払うのやめてほしい 

女性 30歳代 蜂屋 消防は厳しすぎます 

男性 70歳代 伊深 各地域毎にヘリコプターの発着基地となる表示が必要だ 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 20歳代 古井 あるなぁというかんじ 

男性 50歳代 古井 消防署が森山から下米田へ移るから 

女性 50歳代 古井 引っ越しして１年未満まのでよく分からない 

女性 60歳代 古井 まだお世話になった事がないので 

男性 70歳代 古井 民間消防団の増強 

女性 40歳代 蜂屋 警察はどう呼ぶ 
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（18）防災・災害時対策の強化 

 

【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 参加率の高い防災訓練が行われている 

男性 70歳代 古井 無沈害への安心感が強い 

 

【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 50歳代 太田 
洪水の場合と地震の場合の避難所を変えた方がいい地域があるの

では 

女性 60歳代 太田 町内が動いていないのにビックリしている 

女性 80歳以上 太田 
対岸の火事のように、まだ危疑感がないためか、市の防災訓練の

時のみ 

男性 50歳代 古井 家の立地条件から見ると不安 

男性 50歳代 古井 起り得る災害を全く想定していない避難訓練なら止めた方が良い 

男性 60歳代 古井 何災害に対する訓練かを明確に 

女性 60歳代 古井 防災訓練も大事ですが治水にもっと力を入れた方がいいのでは 

女性 70歳代 古井 
高齢者が多く参加が少ない（年に１回では少ない）（ｗｅａｒｅが表示が

少ない） 

男性 80歳以上 古井 現状に合ってない体制不充分 

女性 50歳代 山之上 地域にあっているかは疑問 

女性 70歳代 加茂野 自治会の方で最々話し合いが必要 

男性 70歳代 伊深 風水害に対する訓練も必要だと思います 

男性 70歳代 三和 山間部の実情が考慮されていない、遠い、足がないなど 

 

【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 特別ではないがある 

女性 50歳代 太田 訓練に参加しています 

女性 60歳代 太田 参加した事がないので分からない 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 20歳代 古井 参加してない 

男性 60歳代 古井 イベント化 

女性 60歳代 古井 町内での活動をしている 

女性 60歳代 古井 参加したことがないのでわからないです 

 

 



33 

（19）防災対策の補助金 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80歳以上 太田 ややよい 

男性 40歳代 古井 具体的な金額を知らないが設備は普通だと思う 

男性 60歳代 蜂屋 自治会要望すれば即決対応を頂き感謝している 

 

【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 70歳代 三和 消防車が入らない住宅地に消火器を設置して欲しい 

女性 30歳代 太田 まだまだ全員理解できていない。もっと防災に力を入れるべき 

女性 50歳代 太田 自治会ごとの備蓄庫を設けてほしい 

女性 60歳代 太田 防災器具庫がどこにあるか分からない 

男性 80歳以上 古井 市民には何も知らせれてない。どこに何があるのか判らない 

男性 70歳代 伊深 
防災器具庫に配備されている物品について、誰もが分かるように絵

入り表示するなどするとよいと思う 

男性 50歳代 下米田 古いまま、使えない所あり 

男性 60歳代 下米田 確認する術が無い 

 

【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 知識不足で分かりません 

男性 80歳以上 太田 通学路のブロックに協力したが 

女性 80歳以上 太田 市の補助金制度がどのようなものか知らないので評価できない 

男性 20歳代 古井 参加がしてない 

女性 50歳代 古井 補助金制度がどの程度か分かりませんが 

女性 60歳代 古井 どの位のお金が出ているのか調べた事がないので 

男性 70歳代 古井 備えあれば憂いなし 

男性 70歳代 古井 現状を把握していないため評価できません 

女性 30歳代 加茂野 実際に十分かどうか分からない 

女性 60歳代 加茂野 この制度があることを知りませんでした 

男性 60歳代 伊深 制度の内訳を知りません 
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（20）防犯体制の設備 

 

【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 太田 危険とは思ってない 

女性 50歳代 太田 パトカーの見回りをよく見かける 

女性 70歳代 太田 危険を感じた事がない 

女性 80歳以上 太田 街中に居住しているからか、今の所あまり危険に思ったことが無い 

男性 40歳代 古井 総じて平和、防犯意識も高いと感じる 

男性 50歳代 古井 カメラが増えた 

男性 30歳代 蜂屋 街灯が良い 

男性 30歳代 加茂野 安心して外出できる 

 

【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 50歳代 太田 やっぱり心配 

女性 50歳代 太田 自分ご近所で行った事について、正確な知らせがないので不安 

女性 50歳代 太田 不審者が増えているのは気になっているが 

男性 70歳代 太田 町内暗い所有り 

女性 80歳以上 太田 外国人が多く不安 

女性 20歳代 古井 空き巣があったから 

男性 30歳代 古井 バイパスの下、公園などに不審な車がよくいる 

女性 40歳代 古井 外灯が少なく夜危ないと思う 

女性 40歳代 古井 
子どもの自転車がいたずらで３度盗まれたり、近所に空巣が入られ

たり、敷地内のものが盗られたりすることがある 

女性 40歳代 古井 家で自転車を盗まれた事があり、カギをしっかりしなければと感じた 

男性 50歳代 古井 家の立地条件から見ると不安 

男性 50歳代 古井 
夜間人通りが少なすぎて強盗も来ない街です。ただ夜間、早朝バス

を待ってる外国人が狙われないか心配です 

女性 50歳代 古井 夜道を明るく、もっと街路灯をつけてほしい 

女性 50歳代 古井 外国人に不安を感じる 

女性 60歳代 古井 空き巣被害をよく聞く 

女性 60歳代 古井 空き屋が多過ぎて不安な部分あり 

女性 60歳代 古井 
近所に外国の人が家を建て、自治会に入っていない。自分たちだけ

で固まっている 

女性 60歳代 古井 
近くで空き巣に入られた家があるので、お巡りさんの巡回をしてほし

い 

男性 70歳代 古井 駐在署の増強 

男性 70歳代 古井 地域のパトロール制度がない 

男性 40歳代 山之上 歩道がない。通学路が危険だと感じる 

男性 20歳代 蜂屋 中部台の電灯が消えている 

男性 30歳代 蜂屋 ドロボーが増えている 



35 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40歳代 蜂屋 空巣が心配 

男性 60歳代 蜂屋 最近隣人敷地内に駐車の窓ガラスが夜間割られた事件が発生 

女性 30歳代 加茂野 もう少し外灯を 

女性 60歳代 加茂野 何度も泥棒が来ていて不安。家の回りの植木を取りました 

女性 70歳代 加茂野 まあまあです。泥棒に入られました。窓ガラスを割られました 

男性 70歳代 伊深 
自治会単位で防犯灯の再調査を実施して、必要に応じて追加増設

する 

男性 70歳代 三和 防犯カメラを集落単位で設置してほしい 

男性 60歳代 下米田 過去に空き巣に入られた 

 

【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 暮らせていると思う 

男性 70歳代 太田 アパートの住民が誰だか分からない 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 20歳代 古井 鍵を閉めたら安心 

女性 70歳代 古井 近隣に不審者あり 

男性 70歳代 下米田 地域による 
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（21）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 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 40歳代 古井 大きな事故などが起きておらず道路環境も良いと思う 

女性 40歳代 古井 
小学生の通学など、ボランティアの方が付き添いなどしていてすば

らしいと思う 

男性 30歳代 蜂屋 事故が少ないと思う 

女性 70歳代 加茂野 なっていると思う 

 

【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 

女性 30歳代 太田 守ってない人が多く、あぶないとかんじる 

女性 30歳代 太田 たまに高齢車の車がこわい動きをしている 

女性 40歳代 太田 横断歩道の前に人がいても止まらない 

男性 50歳代 太田 
最近マナーがひどすぎる。スマホながら運転、方向指示器をださな

い勝手なドライバーが増えた 

女性 50歳代 太田 昔のようにはいかない 

女性 60歳代 太田 ある一部？ 

女性 70歳代 太田 道いっぱいになる自転車、歩行者のむれ 

女性 80歳以上 太田 
近くに信号機のある交差点がありますが、右折信号でも直進する大

型車を見掛けます 

男性 20歳代 古井 歩行者が危ない所が多い 

女性 20歳代 古井 横断歩道で止まらない車やあおり運転の車がいる 

男性 30歳代 古井 車のマナーが悪い 

男性 30歳代 古井 交通ルール悪い 

女性 30歳代 古井 
一時停止しない人やスピードを出して運転されると怖い（車と自転

車） 

男性 40歳代 古井 歩行者に対する車両の振舞は身勝手。非常に。当市に限らないが 

女性 40歳代 古井 

自治体より市への要望でカーブミラーの設置を数年前から依頼して

いるが、ちっとも付けてもらえない、なぜなのか理由を知りたい。本

郷町９丁目 

女性 40歳代 古井 引き逃げ、あて逃げ等がまだ多い。子供たちの安全を確保したい 

男性 50歳代 古井 
朝早い時間、夜遅い時は不安。信号無視や一旦停止、中学生の暴

走自転車など 

男性 50歳代 古井 
なんで中京地区はウインカーを出さんのか。女は暗くなってもスモー

ルライトを灯けんのか 

女性 50歳代 古井 カーブミラーをつけた方がいい所がある 

女性 50歳代 古井 停止線のない交差点に不安がある 

男性 60歳代 古井 横断歩道の白線 

男性 70歳代 古井 運転中のスマホの利用が夛く大変気になります 

男性 70歳代 古井 交通道徳教育・指導は…足りない 

男性 70歳代 古井 交通取締理が少ない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 山之上 交通安全の会議は無駄です 

男性 50歳代 蜂屋 高齢運転者の増加に不安を感じる事が多くなってきた 

男性 60歳代 蜂屋 

中高校生の通学ルート上の点検。樹木の倒木等、カーブミラ地際の

腐蝕点検。特に小中高生の通学路一斉点検。道路（歩車道あり）、

段差と水たまり（冬場の凍結等）の解消 

女性 60歳代 加茂野 ながらスマホが多いように思う 

男性 70歳代 加茂野 ふみきり、一旦停止の所で停車しない車がたくさんいる 

女性 70歳代 加茂野 道がわるい 

男性 70歳代 伊深 県道における自転車、歩行道路の整備が必要である 

男性 60歳代 三和 朝の車が早い 

男性 70歳代 三和 道路整備が遅れている 

男性 70歳代 下米田 危ないところもある 

女性 70歳代 下米田 高校生の飛び出しが多い 

女性 60歳代 無回答 生活道路で自分はルールを守っても相手が守らない所がある 
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（22）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 50歳代 太田 会社で健康診断を受け気にしている 

女性 50歳代 太田 ジムに通い自己管理を行っている（週２回） 

男性 80歳以上 太田 いる 

女性 80歳以上 太田 
３つの趣味を持っているので、週３～４回外出し、運動等で腹筋の

強化、判断と行動、下肢の老化防止に努めている 

女性 40歳代 古井 月・水・金の健康ステーションの参加。もっと曜日が増えるとよい 

男性 50歳代 古井 食事やサプリなど 

女性 60歳代 古井 週１回くらいは汗を流す運動をしている 

女性 60歳代 古井 市の筋トレと１日おきの１時間ウォーキング 

男性 70歳代 古井 ３（４）公園の充実ＯＫ 

女性 50歳代 山之上 自己責任の事です。市が力を入れているからではない 

男性 30歳代 蜂屋 可児のジムに行ってる 

女性 40歳代 蜂屋 暴飲暴食はせず、バランスの良い食事作りに気を付けています 

男性 60歳代 蜂屋 
毎日が自戒の念にとらわれている。反面、農作業で適当に体力は

使っている 

男性 70歳代 蜂屋 ジョギングで健康維持 

女性 70歳代 加茂野 体操教室に入ってます 

男性 60歳代 伊深 膝を痛めてから思うように運動が出来てないから 

男性 70歳代 三和 散歩ぐらい 

 

【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 子育て中につき自分はないがしろになる 

女性 50歳代 太田 平日働いている人も市のスポーツ教室に参加出来るとよい 

女性 50歳代 太田 もっと気軽に運動できる場所や講座を増やしてほしい 

女性 80歳以上 太田 していない 

男性 30歳代 蜂屋 どうしたらいいかわからない 

女性 70歳代 蜂屋 健康づくりへの参加が少い 

女性 80歳以上 蜂屋 体重が３７ｋｇ－３５ｋｇなってから 

男性 70歳代 伊深 近隣に安価で利用できる施設がない 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20歳代 古井 金がないからむり 

男性 50歳代 古井 年３回の血液検査、服薬してます。補助金出ませんか 
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（23）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 50歳代 太田 近くに（徒歩で行ける）所に医療機関ができて便利です 

男性 70歳代 太田 病院近くで楽です 

男性 80歳以上 太田 いる 

女性 80歳以上 太田 あると思う 

女性 60歳代 古井 年１回健康診断を受けている 

女性 60歳代 古井 はい 

男性 70歳代 古井 身近に病院が多くありがたいと思っています 

女性 50歳代 山之上 美濃加茂は医療が充実しているので助かってます 

男性 40歳代 蜂屋 大きな病院が一つしかない 

男性 60歳代 蜂屋 定期検査等で色々お世話になっている 

男性 80歳以上 三和 あい愛バスによって病院に行きやすくなっている 

 

【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 40歳代 太田 小児科が少ないです 

女性 60歳代 太田 岐阜市まで通っている。皆さんの評判が悪い 

女性 80歳以上 太田 

最近はコーヒータイムの席でよく出る話ですが、お医者さんから「お

年ですから」と老化だから仕方がないと言われる。病は体だけでは

なく心も病んでいるので「ああよかった」とか「何とか自分で努して進

行しないようにしよう」と思えるような言い方のできるお医者さんを求

めます。医師会にそんな助言をして下さい。医療費が減ると思いま

す 

男性 20歳代 古井 金がないから受けれない 

女性 40歳代 古井 私的ですが遠い為②にしました 

男性 70歳代 古井 生活習慣病検診の完全無料化 

男性 70歳代 山之上 一番大きな病院なのに施設が整っていないといって関へ回された 

男性 30歳代 蜂屋 どこに行ったらいいのかわからない 

女性 40歳代 蜂屋 子供でも紹介状がないと課金 

女性 70歳代 蜂屋 病院へ通うバスが少い 

女性 40歳代 加茂野 行きたいと思う婦人科や産婦人科がない 

男性 60歳代 加茂野 
医療機関の大小を問わず駐車スペースを探すだけで体調が悪くな

る 

女性 60歳代 加茂野 高度なものは他の病院に行く 

男性 70歳代 伊深 
北部地域は富加、関市方面への通院される方もあり、あい愛バスの

富加方面への運行が求められる 

女性 80歳以上 下米田 
人工透析を受けているが、市内には利用できる施設が少なく、可児

市で行っている 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 救急診察の充実を 

女性 50歳代 古井 サービスがなく分からない 
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（24）障がい者福祉の推進 

 

【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 太田 施設などはかなり進んでいると思います 

女性 50歳代 太田 なりつつあるのかな 

男性 80歳以上 太田 いる 

女性 80歳以上 太田 
以前から見たら随分良くなっているのではないかと思いますが、障

がい者の方から見てどうでしょうか 

 

【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 50歳代 太田 障がい者イベントが少ない 

女性 60歳代 太田 市民の意識が低い 

女性 60歳代 太田 もう少し気くばりが必要だと思う 

男性 50歳代 古井 
障害者用の駐車スペースに車止めるバカに罰金払わせる条例を作

って下さい。全国に先がけて 

女性 50歳代 古井 道路など道がガタガタ 

女性 60歳代 古井 障がい者が働いているところをみたことがない。掃除くらいです 

女性 60歳代 古井 まだまだ整っているとは思えない 

男性 70歳代 古井 もっとスポーツのできる場所の提供をして欲しい 

男性 40歳代 山之上 
障がいがあるとまったく仕事もなく、年金頼みの生活になっており、

社会から切り捨てられているような気がする 

女性 50歳代 山之上 実際は難しい 

男性 30歳代 蜂屋 なってないわからない人がルールきめてるからじゃないかな 

男性 30歳代 加茂野 バリアフリーの施設が不十分 

男性 70歳代 加茂野 歩道に段差ある 

男性 70歳代 伊深 事実上困難と考える。理解不足がつきまとうと思われる 

女性 60歳代 下米田 バリアフリーが少ない 

男性 70歳代 下米田 場所の提供が少ない 

 

【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 特別すごくは感じない 

女性 60歳代 太田 知識不足で判断出来ません 

男性 60歳代 古井 周囲にいないのでわからない 

男性 60歳代 古井 実態が不明 

男性 30歳代 蜂屋 障がい者ではないので分からない 

男性 50歳代 蜂屋 イメージがない 
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（25）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 太田 デイサービスにお世話になっています（義母、実母とも） 

女性 50歳代 太田 自治会単位のサロン運営はいい 

女性 50歳代 太田 昨年介護サービスを利用し、満足したサービスを受ける事が出来た 

女性 60歳代 太田 自己資金不足でも大丈夫 

男性 80歳以上 太田 いる 

女性 80歳以上 太田 たぶん 

男性 40歳代 古井 病院がちゃんとしていると思う 

男性 70歳代 古井 支援センターが利用しやすく助かります 

女性 50歳代 山之上 父がお世話になってます 

男性 70歳代 山之上 市の職員のおかげで母がデイサービスに通うようになりました 

男性 60歳代 蜂屋 
過去に父が介護で大変お世話になり、すべての対応に満足してい

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 20歳代 太田 タクシー助成等が少なく感じる 

女性 30歳代 太田 車がないと不安… 

男性 70歳代 太田 

独居、高期高齢者世帯への支援として連絡体制（機器の貸出し、訪

問等）をもっと積極的にすること。先進行政市として富山県黒部市

（？）が実施しているらしい 

女性 70歳代 太田 ホームページ等は誰でも見られるわけではない 

女性 80歳以上 太田 

ボランティアでよく施設に伺いますが、お世話をする介護士の方の

人数がまだ十分でない為か、よく変わります。まず介護士の方の待

遇を改善しないと受ける人も日々の生活に幸せを感じられないと思

います。問題は山積みになっている思う 

男性 20歳代 古井 高齢者は神様ですという精神を感じる国なので 

女性 20歳代 古井 高齢者への支援。特に交通手段の面で不安 

女性 50歳代 古井 交通網を発達させる。タクシーチケットの発行を増やす 

女性 50歳代 古井 車いすで外出するのに道路の状態が悪く、でこぼこしている 

男性 60歳代 古井 施設不足 

女性 60歳代 古井 高齢者にはまだまだだと思う 

男性 70歳代 古井 入所施設の増強 

男性 40歳代 山之上 

４０～６０代前半の人も介護保険でまかなっていると世代ギャップが

多すぎやりにくい。４０～６０代専用のデイサービス等を行政主導で

設置して欲しい 

男性 30歳代 蜂屋 分からない。高齢者に税金が使われているのは嫌 

女性 40歳代 蜂屋 
高齢者施設が増えていると共に、介護の質が低下しているように感

じます 

男性 70歳代 伊深 
高齢者の１人暮しや親子で高齢となっている場合もあり、複雑な家

庭環境に対応できる推進が出来ていない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 下米田 
高齢者への支援活動をボランティア任せにしている。協力して欲し

い 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 
何も知らない事ばかり。知らないとそんしている感じ。色々おしえて

ほしい 

女性 70歳代 太田 ８０５０問題 

女性 80歳以上 太田 受けれるサービスが分からないため利用できない 

男性 50歳代 古井 ここも東京の坂だらけの街に比べたら天国です 

女性 70歳代 加茂野 ぜひこれから行ってほしい 
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（26）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 80歳以上 太田 いる 

女性 40歳代 古井 充分すぎると思う 

女性 50歳代 蜂屋 
Ｂ型支援等の紹介してもらうとき、説明が丁寧でその後もフォローし

て頂きありがたかったです 

 

【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 太田 
今そうじゃない人にも、もしもの時のために情報がもっとわかりやす

いといい 

女性 40歳代 太田 福祉課の対応の不満をよくききます 

女性 50歳代 太田 どこまでやってみえるかわかっていません 

女性 50歳代 太田 家計相談等の活用を 

男性 70歳代 太田 
高齢者対策（独居老人、高期高齢者）への支援体制の充実（人と施

設併せて） 

女性 80歳以上 太田 なっていないのでは？ 

男性 20歳代 古井 市では対応不可かと。できるならして下さい 

男性 60歳代 古井 やりすぎ 

女性 60歳代 古井 かなりの支給があると聞きますが 

男性 70歳代 古井 重点的な雇用を 

女性 50歳代 山之上 働かないと困窮します。働くことです 

男性 30歳代 蜂屋 困っています 

男性 70歳代 伊深 
申告制度なので、その線上にある方の体制が出来ていないと思わ

れる 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 はっきり言ってこれは本人しかわからない 

男性 40歳代 古井 身近では無いので感覚がない 

男性 60歳代 古井 実情わからない 

男性 30歳代 蜂屋 困窮した本人が変わらないと自立できない 

男性 50歳代 蜂屋 イメージがない 

男性 60歳代 蜂屋 具体的な体制がよくわからない 

男性 70歳代 蜂屋 周知されていません 
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（27）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 80歳以上 太田 いる 

男性 40歳代 古井 地の人と我々のような他所者が仲良く出来ていると思う 

 

【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 

女性 30歳代 太田 まだまだ交流ができてない。どうしていけばいいかわからない 

男性 50歳代 太田 
デイサービスなど好きな場所で利用したい。市内のデイでないと利

用できないと返事があった。他地域ではダメですか 

女性 50歳代 太田 新しい方とはあいさつするていどで助け合うまでいってないです 

女性 50歳代 太田 自治会加入率を高める。特に若者家庭 

女性 80歳以上 太田 

近年はバリアフリーになっている場所が多くなっているので、あとは

心の支え合いでしょうか。そうした場面にあまり出くわしていないの

で 

女性 80歳以上 太田 大家さんのみ 

男性 20歳代 古井 あまり 

女性 20歳代 古井 自治会に入らない人も多く、交流がない 

男性 30歳代 古井 皆自分の家庭のことで忙しい 

男性 50歳代 古井 
年寄りの一人暮しが増えてるので、いざという時こぼれ落ちる人が

出てきます 

男性 60歳代 古井 自治会、近所付き合い、自治会不加入者が 

女性 60歳代 古井 あいさつ程度 

女性 60歳代 古井 近所づきあいは得意ではありません 

男性 70歳代 古井 場所不足 

男性 70歳代 古井 自治会内でも人との交流が次第に疎遠になりつつある 

女性 70歳代 古井 高齢者がふえたので難しい 

女性 50歳代 山之上 田舎でも人間関係が希薄です。皆働いているので 

男性 30歳代 蜂屋 団地で野球をしたり、練習させる親がいる。迷惑 

男性 30歳代 蜂屋 つづける事がたいへんす。すぐやめればいいと思っている 

男性 60歳代 蜂屋 自治会の衰退 

女性 40歳代 伊深 

田舎ならではの行事等、子育て世代には難しいことでも、当たり前

の様に行われ、その場に子どもを連れていかざるをえなくて、子ども

が落ちつかず、自治会の方に注意されてしまったことがありました 

男性 70歳代 伊深 
個人的には理解して行動していますが、地域の中では具体性に乏

しい 

女性 80歳以上 伊深 だんだん希薄になってきている気がします 

男性 70歳代 下米田 参加できない人もいる 
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【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 自分から聞いている 

男性 50歳代 蜂屋 イメージがない 

女性 70歳代 加茂野 そういう社会に願ってます 

女性 60歳代 下米田 もっと声かけをし、支え合う地域になっていく事が必要だと思う 
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（28）母子保護の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20歳代 古井 たぶん 

男性 50歳代 古井 学校便りを読むかぎり良いことしか書いてない 

女性 30歳代 太田 中学まで医療費がかからないので助かっている 

男性 80歳以上 太田 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 50歳代 太田 
医療費の無料化になっているのですぐ病院へ行く。どうかと思う部

分もある 

女性 50歳代 太田 公園の整備を… 

女性 50歳代 太田 幼稚園の待機児童の問題 

男性 40歳代 古井 妻がそう言っている 

男性 70歳代 古井 公園遊具の充実とＰＲ 

男性 30歳代 蜂屋 他の市より不足 

男性 30歳代 蜂屋 金がないので無理 

男性 70歳代 伊深 施設の充実が求められる。人員の確保 
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（29）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 

女性 70歳代 加茂野 昔の時代を思えば十分に充実していると思う 

男性 20歳代 古井 町が平和 

男性 40歳代 古井 幼児期までは満足 

女性 50歳代 太田 
孫（１０ヶ月）は母子ともに利用させてもらっている。横のつながりが

できてありがたい 

女性 50歳代 太田 私たちの子育て時代よりよくなっている 

男性 80歳以上 太田 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 太田 もっと期待したいです（児童館の使いやすさなど） 

女性 30歳代 太田 サービスが使いにくい 

女性 30歳代 太田 インフルエンザの助成をして欲しい。関市・美濃市はあるので… 

女性 40歳代 太田 
学童に入れる為に必要な就業時間がお隣の可児市より長い。その

為に可児に住んでいる知人がいます 

女性 50歳代 太田 保育園とかがへっている 

女性 50歳代 太田 中学生までの医療サービスは大変役立った、ありがたい 

女性 30歳代 古井 
児童館を１個増やしてもらい、大型遊具を室内に入れて、天気が悪

くても遊べるようにしてほしい 

女性 50歳代 古井 可児市にあるマーノのような施設がほしいです 

女性 60歳代 古井 わからない。子ども会も活発に活動されていないと思う 

女性 60歳代 古井 安心して出産する病院が少ない（孫の出産から） 

男性 70歳代 古井 育休暇の取得は 

男性 30歳代 蜂屋 他の市より不足 

男性 30歳代 蜂屋 金がない 

女性 30歳代 蜂屋 
以前出産した病院で「美濃加茂市は近隣市町よりも出産までのサー

ビスが劣っている」と言われた 

女性 30歳代 加茂野 
市営の保育園の閉園時間が早すぎる。インフルエンザの予防接種

の補助ほしい 

女性 30歳代 加茂野 
子どもを産むときは他の市へ転居するつもりです。特別魅力的な対

策がある市だと思えない 

男性 50歳代 加茂野 支援センターが少なくてせまい 

男性 70歳代 伊深 
国の幼保無償化で市の財政は充分に対応できていますか。他の支

援に支障が生じてくるのではないか 

男性 30歳代 下米田 もう少し保育園を入りやすくしてほしい 

女性 50歳代 下米田 保育園、保育士が少なすぎると思います 

男性 70歳代 下米田 産院がない 
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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 加茂野 若い人達に頑張ってほしい 
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（30）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 古井 見廻隊活動ＯＫ 

女性 50歳代 太田 なかなか 

女性 50歳代 太田 地域での学びを大切にしていると思う 

女性 50歳代 太田 小・中学校にも支援員を配置し、学校教育の支援は充実している 

男性 80歳以上 太田 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 太田 そもそも幼稚園、保育園少ないのでは 

女性 40歳代 太田 
先生はがんばって下さっていると思いますが、部活動等の先生の負

担を減らしてあげてほしいです 

男性 30歳代 太田 図書館を充実させてほしいです 

女性 30歳代 太田 先生によりかたよりがすごい。人により学校が嫌になる可能性あり。 

女性 40歳代 太田 休みが多すぎると思う 

男性 30歳代 古井 中学校数が少ない 

女性 30歳代 古井 
幼稚園も少なく競争率がすごい。もう少し受入人数など増やせない

か？ 

男性 40歳代 古井 おおむね良い 

男性 50歳代 古井 

してるらしい。出来る子は可児高へ行くし。交通安全委員で年４回立

哨やったけど加茂高生あいさつ返してくれるのが２～３割です。みの

かも高生はほぼ９割返してくれました。加茂の校長に言っとけ！上

（教員）がダメだから生徒もダメなの 

男性 30歳代 蜂屋 他の市より不足 

女性 70歳代 蜂屋 
双葉中には部活動が少なく、生徒の希望に答えられていないので

はないかと思う 

女性 30歳代 加茂野 
幼稚園が少なすぎる。無償化になったことで倍率が上がり、入れなく

なっている 

女性 50歳代 加茂野 小学校のマンモス化（加茂野） 

男性 70歳代 伊深 地域の特徴を生かした魅力ある教育が必要だ。質の向上 
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（31）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 

女性 50歳代 太田 「見守り隊」が一生けん命やってくださっている 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 40歳代 古井 育んでいる感覚はないが少年達がスしていないと思うので良い 

 

【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 50歳代 太田 中高生をまき込むイベントが少ない 

女性 80歳以上 太田 

昔は他人の子も我が子のように導くことが出来ましたが、今の私に

は出来ませんし、地域ぐるみでこの問題に取り組んでいるとは思え

ません 

男性 50歳代 古井 どこに何才の子が居るのか判らない 

男性 70歳代 古井 挨拶の大切さを認識してます。挨拶の推進を。 

男性 30歳代 蜂屋 他の市より不足 

男性 70歳代 伊深 子ども会の活動が出来ていないので、地域の中での存在感が薄い 

 

【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 学校が合わなくても未来が見れる市にして欲しい 

男性 70歳代 古井 子供会の育成、行事 

女性 50歳代 山之上 実際どの様な取り組みをしているか知らない 
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（32）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 太田 どこの国の人かわからないが仲良くはしたい 

女性 50歳代 太田 外国人への生活援助を積極的に行っている 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 50歳代 古井 
この地区に住む外国人は基本的に良い人達が多く、相互不干渉で

丸く収まってます 

女性 60歳代 古井 外国人との交流、言語の勉強などしたい 

女性 80歳以上 古井 目があえばあいさつ 

 

【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 太田 もっと何かできそう 

女性 50歳代 太田 もっと色々外国の方と交流できる場をつくってほしいです 

女性 60歳代 太田 外国の方の教育がしてない様に思う 

女性 70歳代 太田 
外国人がいるから治安がわるいとかすぐ言う。言葉の問題があって

お互い理解しづらいこと 

女性 40歳代 古井 
あたたかい時期になるとホームパーティーがあり、さわがしいので夕

方ぐらいから室内でやってもらえるといいと思う 

女性 60歳代 古井 言語の問題があり難しい 

男性 70歳代 古井 外国人の方々の自治会活動への参加がほとんど無い 

男性 70歳代 古井 交流がない。自治会への加入がない。 

女性 70歳代 山之上 日本のルールを守ってほしい 

男性 30歳代 蜂屋 足りない。もっと１０倍くらい力を入れてもらわないと関われない 

男性 30歳代 蜂屋 関りがない 

女性 70歳代 加茂野 民家の道路を走るとき音が大きくうるさい 

 

【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 外国人市民はけっこういるはずなのにほとんど関わりがない 

女性 40歳代 太田 外国人は多いがあまり交流はないです 

女性 80歳以上 太田 

私自信には何の差別もありませんし、多様な文化への理解はしてい

るつもりですが、逆に人によっては日本に定住するための日本文化

に理解が無いことも 

男性 20歳代 古井 あまり外国人はみない 

男性 40歳代 古井 
子供たちの世代では仲良くやっているし、子供たちが仲良くなれば

親も仲良くなると思う 

女性 50歳代 古井 その逆がない 

女性 50歳代 古井 できればもっと交流できるとよい 

女性 60歳代 古井 外国人と出会う事がないのでわかりません 

男性 70歳代 古井 ふれあいの機会が少ない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80歳以上 古井 先の見通しがよく判らない 

男性 70歳代 伊深 
校下毎に小学校の料理実習室を活用に、食の文化交流がおこなわ

れるとよい 

男性 70歳代 下米田 あまり接する機会がない 

男性 60歳代 加茂野 情報が無い 

男性 60歳代 蜂屋 外国人（ブラジル人）が少なくなった 
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（33）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 80歳以上 太田 いる 

女性 40歳代 蜂屋 文化の森での展示会よく伺います 

 

【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 70歳代 太田 
文化の森などによく行きますが、いつも見るものが決っている、同じ

ものが 

女性 80歳以上 太田 
自分では大切にしているつもりですが、それ程多くの人が大切にし

ているかと言うと疑問を感じる 

男性 30歳代 古井 文化会館など芸術に触れる機会がもっとあるといい 

男性 40歳代 古井 
ほぼ文化、芸術系に関しては不毛の地だと思う。可児市に大分水を

あけられていると思うが 

男性 80歳以上 古井 
文化団体連盟がしっかりしていない。他の市町村に比べ活動悪い。

美濃加茂市は良いところがいっぱいある 

女性 50歳代 古井 
美術館がなくてさみしい。文化の森の展示品の充実。文化会館で映

画がみられるように可児市のアーラのようになってほしい 

男性 50歳代 古井 
選考基準が不明確な坪内賞は恥ずかしい。シェークスピアならなぜ

蜷川幸雄を選ばなかったのか 

男性 70歳代 古井 昔話やしきたりの復活が必要 

男性 30歳代 蜂屋 中山道にこだわりすぎてる。古い議員のこだわりがおかしい 

男性 30歳代 蜂屋 続けるのが大変 

女性 70歳代 加茂野 出来る限りです 

男性 60歳代 三和 人手不足になっている 

 

【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 どんなものがあるかちょっとしかわからなくてもったいない 

女性 50歳代 太田 お祭り等は盛んだが芸術歴史についてはどうだろうか 

男性 30歳代 古井 触れる機会がない 

男性 70歳代 伊深 
文化の森での催し物など興味があります。市の広報以外に催事内

容等を広く知らせていただきたい 

女性 60歳代 下米田 文化の森をもっと活用出来るといいと思う 
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（34）公共交通の充実 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30歳代 太田 あい愛バスは良いと思う 

女性 50歳代 太田 
なかなか公共の物はつかわず、自家用車ばかりなんですが、赤い

バスはめだつし可愛い…利用したいです 

女性 50歳代 太田 あい愛バスの時間の工夫はよいと思う 

女性 50歳代 太田 以前より良くなった 

男性 50歳代 古井 今はぜいたくすぎ。あい愛バスは小さいので良い 

男性 70歳代 古井 コミュニティバスＯＫ、３（４）公園巡回 VｅｒｒｙＧｏｏｄ 

男性 50歳代 蜂屋 だんだん改善されていると思います 

男性 60歳代 蜂屋 あい愛バスが充実（便利） 

女性 50歳代 加茂野 あい愛バスはよく利用します 

男性 70歳代 下米田 あいあいバスは便利になった 

男性 60歳代 三和 あい愛バスが良い 

 

【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 ＪＲしかないところ（本数少ない）名鉄もほしい！ 

女性 30歳代 太田 前よりは便利だが、細かい部分ではもう少し足りない。電車が不便 

男性 50歳代 太田 バス停が少ない。足が悪い老人は利用が少ないと聞きました 

女性 60歳代 太田 あい愛バスの運行本数が少ない 

女性 60歳代 太田 あい愛バスの利用が増えることを望みます 

女性 60歳代 太田 利用する事が少なくなっている 

女性 80歳以上 太田 
自分には行きたいと思った場所への往復がなく、あまり使おうと思っ

たことはない 

女性 80歳以上 太田 全く至極不便 

男性 80歳以上 太田 あい愛バスの乗り場が無い 

女性 20歳代 古井 家の近くには公共交通機関はないので不便 

女性 40歳代 古井 使った事はありませんが、駅が近いので何かあれば便利だと感じる 

女性 40歳代 古井 充実はしているが時間に追われる、本数が少ない 

男性 40歳代 古井 
コミュニティバスを頑張っているのは分かりますが、便利さを感じる

（車が無くても良いくらい）程ではありません 

男性 40歳代 古井 
高山線の本数が少なすぎる。できれば電化して名古屋直通ができ

るといい 

女性 50歳代 古井 あい愛バスの時間、もっとふやして下さい 

男性 50歳代 古井 とんでもない所にあい愛バスの停留所がある 

男性 50歳代 古井 
ＪＲ高山線が美濃太田止まりや太多線直通が多いので古井に来な

い 

女性 60歳代 古井 車がなければ病院も行けない 

女性 60歳代 古井 使いにくいです 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 古井 市バスがほとんど空で走っている 

男性 70歳代 古井 運行の仕方をつねに改革してゆく姿勢が求められる 

男性 70歳代 古井 商業施設、病院への直行出来る路線があるといいな 

女性 80歳以上 古井 時間がかかる 

女性 50歳代 山之上 最低です。ＪＲと名鉄の乗りつぎ 

男性 30歳代 蜂屋 あい愛バスもったいない 

男性 30歳代 蜂屋 ないでしょ 

男性 40歳代 蜂屋 あい愛バスの時間（昼の時間帯がなさすぎる） 

女性 50歳代 蜂屋 
買物するためバスを利用したいが、帰りのバスの時間の間隔が空

きすぎて利用するに不便。買物シャトルバスがあれば。 

男性 50歳代 蜂屋 運転ができなくなった時の生活のイメージができない 

男性 20歳代 加茂野 最寄り駅が遠い。長良川鉄道の運賃が高い 

女性 30歳代 加茂野 使いたい時間にあい愛バスが走っていない 

男性 30歳代 加茂野 少ない 

女性 50歳代 加茂野 
バイパスはあっても市バスがなく、車を持たない市民にとっては不

便です。銀行とかも旧バイパスまで行かなくてはいけません 

男性 60歳代 加茂野 
市のバスは有効に活用されているか疑問（空席率目立つ、巡回１時

間は長すぎ） 

女性 70歳代 加茂野 悪いです 

男性 70歳代 加茂野 
長良川鉄道は時間になると、ＪＲから乗りかえの人がドアをたたいて

も行ってしまうので使いづらいです 

男性 60歳代 伊深 
せっかくのあい愛バスの利用率が何故上がらないのかアンケートを

とってみたら良いのでは 

男性 70歳代 伊深 
朝夕の時間帯にバスの本数が少ないので通学等に不便。高山線、

太多線の発着に考慮していただきたい。 

女性 80歳以上 伊深 あい愛バスの待ち時間が長い。福祉会館への直通がほしい（昼間） 

女性 40歳代 三和 バスと電車の乗りつぎの時間が合わない 

女性 50歳代 三和 仕方がないとは思いますが目的地までの時間がかかる 

男性 80歳以上 三和 駅によって分断され、バスとバスの連絡が悪くなっている 

女性 60歳代 下米田 
しかたない事ですが下米田は駅が遠く不便。車に乗れなくなったら

不安 

男性 70歳代 下米田 市内移動時に時間がかかる 

女性 80歳以上 下米田 
あい愛バスを利用している人をほとんど見たことがない（年間０～２

人程） 

女性 80歳以上 下米田 
市のバスはバス停が遠く、高齢で利用できない。もっとこまやかな対

応を望む。病院もタクシーを利用している 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 利用する機会が全くない 

女性 60歳代 太田 利用しないのでわかりません 

男性 70歳代 太田 ＪＲと私鉄（名鉄）の協調。行政としての働きかけやＰＲ 

男性 70歳代 太田 不使用 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20歳代 古井 使う気がない 

男性 30歳代 古井 利用しない（マイカーのみなので） 

女性 40歳代 古井 使いたい時間にあい愛バスがない 

男性 50歳代 古井 
利用しないので判らない。あい愛バス遅くまで走っててごくろうさまで

す 

女性 60歳代 山之上 使っていないのでわからない 

男性 60歳代 山之上 一部の人 

男性 70歳代 蜂屋 利用しておりません。今後活用します 

男性 30歳代 加茂野 車中心なので道路状況に左右される 

女性 60歳代 加茂野 
使わないのでわからないが、近い将来お世話になるので、今以上に

なるのを期待してます 
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（35）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 80歳以上 太田 いいと思う 

男性 40歳代 古井 いる 

男性 50歳代 古井 中部台、蜂屋台等、環境整備が整えられつつある 

女性 60歳代 古井 平和、静か、良い 

 

【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 養鶏所なんとかなりませんか 

男性 80歳以上 太田 田舎だからちょっと怖い 

女性 80歳以上 太田 公園ほしい 

男性 30歳代 古井 一部に集中しすぎている 

男性 30歳代 古井 道路整備が不十分 

男性 40歳代 古井 住宅地、商業地等に市としての区割整備に介入出来ないか 

女性 60歳代 古井 娯楽があまりない。つまらない町と思われる 

女性 60歳代 古井 普通 

男性 70歳代 古井 外灯が少ない 

男性 70歳代 古井 されてない 

男性 60歳代 山之上 お金しだい… 

男性 30歳代 蜂屋 乱開発気味（中心部） 

女性 30歳代 加茂野 歩道がデコボコで電柱もあったりして自転者等危ない 

女性 30歳代 加茂野 防犯にも関わるが、空き屋が多く快適とはいえない 

女性 50歳代 加茂野 市内全体をよく見ていないので分らない 

男性 60歳代 加茂野 他市の方がすぐれている 

女性 70歳代 加茂野 
長い間住んでいますが、側溝が泥などでうまっています。きれいに

ならないでしょうか 

男性 70歳代 伊深 家が急激に増えすぎ 

女性 60歳代 無回答 夏、秋には道路の草刈が伸びほうだいである 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 太田 良くも売れるもんだと感心してます 

女性 80歳以上 太田 今住んでいる所はまあまあです 

男性 20歳代 古井 夏、秋には道路の草刈が伸びほうだいである 

女性 80歳以上 下米田 せまい横丁の奥に家があったりする 
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（36）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 80歳以上 太田 いる 

男性 20歳代 古井 中部台のみ 

男性 30歳代 古井 自然が多く残っている美濃加茂は大好きです 

男性 40歳代 古井 美しい里山風景です 

男性 50歳代 古井 天地池きれいにされてる 

女性 70歳代 古井 中部台は良い。駅南は改善できる 

男性 80歳以上 古井 やや思う 

女性 50歳代 山之上 中山道辺りは良いと思います 

男性 60歳代 伊深 美しいと感じるのは木曽川から可児側を見た時 

 

【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 太田 
北部地域は農家の方が路肩の大部分を草刈りしているが、昨今は

耕作されない土地付近の路肩の草が繁茂している 

女性 40歳代 太田 除草不足 

男性 50歳代 太田 キレイにしたいです 

男性 50歳代 太田 昼は良い 

女性 60歳代 太田 夜は暗い。街灯が欲しいと思う 

女性 60歳代 太田 街路樹ひどすぎる。素人が剪定しているのですか 

女性 80歳以上 太田 気がする 

女性 30歳代 加茂野 道路にゴミが（国道インター）捨てられている 

女性 70歳代 加茂野 美しいとは思わない 

女性 50歳代 古井 
太陽光パネルが景観として悪い。設置場所を検討してほしい。葬儀

場を国道沿に作ってほしくなかった 

男性 70歳代 伊深 電線の地中化の準備をしてはどうか 

女性 70歳代 加茂野 
空き屋、駐車場等、歯抜け状態で、とても美しいまちなみとはほど遠

い 

男性 20歳代 古井 主要道路も草がぼ～ぼ～見ぐるしい町です 

男性 40歳代 古井 前ページにも書いたが草だらけでいやです 

女性 60歳代 古井 建売住宅が多くなった為自然が少なくなった 

女性 60歳代 古井 上には上がいる 

男性 70歳代 古井 あまり感じた事がありません 

男性 30歳代 蜂屋 思わない。緑がない。統一されてない 

男性 30歳代 蜂屋 人の住んでいない家があり、調べてほしい 

女性 70歳代 蜂屋 
岐阜から来てきたない町だと思ってしまいました。でもゴミは拾って

います 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50歳代 太田 昼間に市内にいる時が少ない 

男性 50歳代 古井 太田橋付近が美しくなった 

男性 50歳代 古井 無理して美しくする必要無し。付け焼刃はすぐはがれます 
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（37）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 80歳以上 太田 いる 

男性 40歳代 古井 大きな公園の整備はされている 

女性 50歳代 古井 太田橋付近が充実 

女性 40歳代 蜂屋 里山公園は美濃加茂市が誇れる素晴らしい公園だと思います 

女性 30歳代 加茂野 リバーポートパークはいいところだと思いました 

男性 70歳代 伊深 健康の森は良く整備されていて利用しやすいという事を耳にします 

 

【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 

女性 20歳代 太田 公園が減っている 

女性 30歳代 太田 前平公園の遊具のサビがひどい 

女性 30歳代 太田 草のびほうだい。車をおく場所が欲しい 

男性 30歳代 太田 各務原市民公園、学びの森あたりを見習って下さい 

女性 40歳代 太田 草ぼうぼう、遊具ショボすぎ 

女性 40歳代 太田 公園が少ないです 

女性 50歳代 太田 全国的に子供達の遊具が気になります。調査できていますか 

女性 50歳代 太田 人気がなく淋しい公園もあり、怖く感じる 

女性 50歳代 太田 各務ヶ原市民公園のような自然な広場があるとよいと思います 

女性 60歳代 太田 除草不足 

女性 60歳代 太田 以前に比べ少なくなっている 

女性 70歳代 太田 あまり子供達が遊んでいない 

男性 70歳代 太田 草刈強化 

男性 70歳代 太田 公園がない 

女性 80歳以上 太田 近くにない 

女性 80歳以上 太田 小児の遊び場がないように思う 

女性 30歳代 古井 
公園の遊具も古い。草がボーボーで虫もすごく、遊べないときがあ

る 

女性 30歳代 古井 ペンキはがれてます 

女性 40歳代 古井 草や木がボーボーに生えている時がある 

男性 40歳代 古井 
近く（徒歩数分）で行けるような公園の数が少ない。あっても遊具が

ない、古い、危い。他の市と比べてもそう感じる 

男性 40歳代 古井 
近隣の公園が古い。木がたくさんありすぎて特に夏は木が生いしげ

り汚く感じる 

男性 50歳代 古井 身近な場所に公園自体がない 

男性 50歳代 古井 器具が古い 

男性 50歳代 古井 利用者（子供・母親）が居ない。錆びてる、草が伸びほうだい 

男性 60歳代 古井 
２０～３０年前の木々が大木になり、特に落葉樹は落葉の片づけが

なく、秋～冬の時期は大変である 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70歳代 古井 どの公園も草がはえている 

女性 70歳代 古井 ゴミが多い（タバコ、ジュース）、草が伸びている 

男性 70歳代 古井 男女別の水洗トイレがない 

男性 80歳以上 古井 
思わない。憩いの場所になってない。小公園は人は少なく、草の伸

び放題。花を植え樹を植え、憩いの場所をつくってほしい 

男性 30歳代 蜂屋 あまりない 

女性 60歳代 蜂屋 

前平公園でサッカーをする人たちがすぐ上の道路に駐車するけど、

道路にいつもはみ出して駐車している。やめてほしい。前平公園の

池の横からサッカーグランドに上がって行くトイレ向かいの道路ぎわ

の木が車の上を通行する時、枝がする。あの木を切ってほしい 

男性 60歳代 蜂屋 前平プールの廃止 

男性 20歳代 加茂野 近くに公園がない 

男性 30歳代 加茂野 草が繁茂している公園もある 

男性 30歳代 加茂野 虫が多い 

女性 30歳代 加茂野 
新しい公園はきれいだけど、昔からある公園の遊具が古く、劣化し

ている 

男性 50歳代 加茂野 数年も放置されているところがある 

女性 50歳代 加茂野 雑草が多いです 

男性 70歳代 加茂野 落ちばがたくさんあって整備されてない 

女性 70歳代 加茂野 思わない 

女性 70歳代 加茂野 近くになく遠くまで出掛けなくてはならない 

男性 60歳代 伊深 公園がありません 

女性 20歳代 下米田 子供が小さいので安心してあそべる大きな公園がほしいです 

女性 40歳代 無回答 草がボーボーな時期が多い（公園） 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70歳代 古井 健康の森の活用を 
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（38）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 80歳以上 太田 いる 

女性 80歳以上 太田 サッカーやドックランをするにはよい空間だと思う 

女性 60歳代 太田 なっていると思う 

男性 40歳代 古井 リバーポートパークは良い 

男性 30歳代 加茂野 加茂川や木曽川沿いの整備が確実に行われている 

 

【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 50歳代 太田 
いつも雨がふるとやっぱり木曽川が気になります。可児の方の土の

うが気になります 

女性 50歳代 太田 
木曽川についてはなっている所もあるが、小さな川も休憩所があれ

ば 

男性 50歳代 太田 雑草が多く、河沿いの道路は通行しにくい所がある 

女性 60歳代 太田 ライン公園の中洲を美しくして欲しい 

男性 50歳代 古井 大堤防で川が見えず川町とは言えない。国からの補助金狙いか？ 

女性 50歳代 古井 夏場の夜がうるさい 

男性 70歳代 古井 荒れ放題（加茂川、川浦川） 

男性 80歳以上 古井 
大河、飛騨川、木曽川があり、地元として有利なのに、それが生か

しきれてない 

男性 60歳代 加茂野 河川のゴミが目立つ。ビニール等 

男性 60歳代 三和 中山間地にはない 

男性 70歳代 三和 河川敷の竹、木を伐採して欲しい 

女性 70歳代 蜂屋 草も多く、水がきれいじゃない 

男性 60歳代 蜂屋 

蜂屋川の河川改修（浚渫工事）。津保川合流点より工事を要請す

る。憩いの場では無く、大雨・台風時にいつも堤防決壊しないか心

配している。 

男性 60歳代 伊深 木曽川河川のこと？利用率低いですね 

男性 70歳代 伊深 
川浦川をもっと整備して、健康の森と一体となった空間を作っていく

事が必要と思われる 

男性 60歳代 蜂屋 ライン公園一帯をもっと活性化できないか（キャンプ場だけ？） 

男性 50歳代 古井 犬を放してドッグランさせてるバカから罰金とれ 

男性 50歳代 古井 河川まで気軽に行けない 

女性 60歳代 無回答 残土の盛土 

女性 60歳代 下米田 自転車専用道路を作って欲しい 

 

【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 前よりは少し良くなったけれど、よくわからない場所が多い 

女性 80歳以上 太田 行けない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20歳代 古井 ダム 

女性 50歳代 山之上 あまり行かないので知らない 
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（39）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 60歳代 太田 きれいだと思う 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 40歳代 古井 汚いとは感じないがきれいだとも思わない。自然は多くて良い 

男性 70歳代 伊深 北部地域はホタルの保護活動もされており、良い環境になっている 

 

【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 40歳代 太田 野焼きの煙がくさい 

女性 50歳代 太田 整備されすぎてしまい、自然でなくなっていると感じる所もある 

男性 50歳代 太田 少し空気が悪くなっていると思います。車が増えたせいかも 

女性 60歳代 太田 加茂川がきたない 

男性 70歳代 古井 断水にならないようにしてほしい 

男性 70歳代 古井 休耕地の整備は急務 

男性 50歳代 古井 自衛隊機が頻繁に飛来しうるさい 

女性 60歳代 古井 
大雨が降ると水道水がどぶ臭く感じる。浄水場等の根本的な改善

が必要と感じる 

女性 70歳代 古井 畑の草をもやす人が多い。外にほしものが出来ない 

男性 50歳代 古井 
どっかのアホ工場がヘマせん限りいつも美味しい空気と水を頂いて

ます。美濃加茂のＮＯ１セールスポイントです 

男性 30歳代 蜂屋 川が汚い 

女性 40歳代 蜂屋 ヘリでの農薬散布はやめてほしい 

女性 70歳代 蜂屋 草や木がＵ字講も土だらけ、草だらけ 

男性 60歳代 蜂屋 上記の河川整備が解消されれば最高の環境となる 

女性 70歳代 加茂野 まだ家の近くで焚火をする人がいる 

女性 30歳代 加茂野 近所の人が外でゴミを燃やしていて、洗たく物に臭いがつく 

男性 60歳代 三和 環境保全がされていない 

男性 70歳代 三和 遊休農地の整備は個人まかせでは限界、対策をたててほしい 

女性 50歳代 三和 地域の高齢化に伴い、河川の手入れが充分に行なえていない 

女性 60歳代 無回答 住宅地がふえて夏になと悪臭がただよう 

女性 80歳以上 下米田 野焼きが頻繁 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳以上 太田 普通では 

男性 80歳以上 古井 市民の協力が必要 
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（40）循環型社会の取り組み 

 

【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 太田 なるべく考えています 

女性 50歳代 太田 アルビスの取り組みに共感 

女性 50歳代 太田 資源ごみを集めてくれる場所が増えている 

女性 70歳代 太田 私はやっているつもり 

男性 80歳以上 太田 いる 

男性 40歳代 古井 ごみ対策はきちんとしていると思う 

男性 80歳以上 古井 昔にくらべよくなった 

男性 70歳代 伊深 路肩に空缶やビニール袋等のゴミが多くある 

 

【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 太田 世界的な問題です。ゴミ出しの有り方をもっと考えてほしい 

女性 30歳代 太田 もっとゴミ（資源）の回数を増やせば協力できると思う 

男性 30歳代 古井 
リサイクルはステーションがあるので良い。減量という部分は果たし

て… 

男性 70歳代 古井 地球規模の問題なのでより真剣に 

男性 20歳代 古井 名古屋ほどではない 

女性 40歳代 古井 
市のゴミ袋ですが、薄すぎてすぐ破れるので困ります。さすがにもう

少し丈夫にしてほしい 

男性 20歳代 古井 スチール缶の回収をどこかでしてほしい 

女性 50歳代 山之上 各務原市を見習ってほしい 

男性 40歳代 山之上 不燃物の収集回数を毎月にして欲しい 

男性 30歳代 蜂屋 家庭ゴミをもっと分別したい。ＰＰ・ＰＥＴ等。いつかその時代はくる 

女性 70歳代 蜂屋 町にあき缶やコンビニの弁当が捨ててある 

男性 70歳代 加茂野 もっと省エネルギーすべき。ソーラーに転換すべき 

男性 70歳代 下米田 市がどんなことに取り組んでいるかわかりにくい 

女性 80歳以上 下米田 さらなるごみ収集の細分化が必要 

女性 60歳代 無回答 
ルールが守れていない人が多い。アパートに住んでいる方や自治

会加入の方でも守らない方が多い 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 80歳以上 太田 
公報に載せられていることくらいしか分らないので、当り前のことを

やているのかなと思う 

男性 50歳代 古井 
リサイクル、リユースに何かインセンティブ付けてくれれば、会社か

らプリンターのカートリッジ持ってきます 

男性 30歳代 蜂屋 どこに捨てるかわからない 

女性 70歳代 加茂野 参加します（当番の時） 
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（41）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 

女性 30歳代 太田 前向きな人が多く、親しみがあります 

女性 40歳代 太田 市役所の方はとても丁寧だと思います 

女性 60歳代 太田 親切な人もいれば 

男性 80歳以上 太田 いる 

女性 80歳以上 太田 
昔のことを思えば良くなっていると思う。でも今の対応が当り前で更

に市民に寄り添った対応を 

男性 40歳代 古井 前の住んでいた所よりは大分良い 

女性 40歳代 古井 市役所の人はとても親切だと思う 

男性 50歳代 古井 愛想はいい 

女性 50歳代 古井 
部署によって差があり、非常に親切だと感じる部署もあり感謝してい

ます 

男性 70歳代 古井 やさしい方が多くありがたい。 

男性 30歳代 蜂屋 マニュアル通り動いていて、マジメで良いと思う 

女性 50歳代 蜂屋 
親身になって相談に乗って頂けて経済面で助かりました。ありがとう

ございます 

男性 60歳代 蜂屋 市役所での対応はいい 

女性 70歳代 蜂屋 福祉課は大変ていねいだし親切で嬉しいです 

男性 20歳代 加茂野 とても親切に対応してくれた 

男性 70歳代 伊深 窓口の対応は良い印象を感じています 

 

【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 

女性 40歳代 太田 
課によって良い対応もあるけど、そうでない所もある。年金課は最

悪。嫌な思いをさせられた 

男性 50歳代 太田 
福祉の５０～６０代女性、めんどうくさそうな対応に気分が悪くなりま

した 

女性 50歳代 太田 窓口の対応にいつもイライラします 

女性 50歳代 太田 市役所は型苦しく行きにくい。気軽に相談しにくい 

女性 60歳代 太田 市役所の中が少し暗いようなイメージがあります 

女性 60歳代 太田 制度だからと冷たい人もいる 

女性 60歳代 太田 横柄な女性職員がいて、態度が悪い（一部だが） 

女性 60歳代 太田 時には不快に思う事もありました 

男性 70歳代 太田 
市職員が現場（市内・住民）での意識が十分と思えない（部署による

かも？） 

男性 70歳代 太田 

先日住民票を取り行った時、対応した女性職員の件です。全く無愛

想で不親切、上から目線での対応でした。なぜあの様な人をバカに

した態度取るんでしょうか。本当に不愉快でした。あの職員に窓口

対応させてはダメですね。一番奥で仕事させて下さい 

女性 70歳代 太田 だれにでも親切で明るいとは思わない 

男性 20歳代 古井 冷たいことが多い気がします 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30歳代 古井 
あいさつをしない職員がいる。どの課へ行っても時間がかかり待た

される 

女性 40歳代 古井 
東図書館の女性があいさつしても返事なく、笑顔もない人が多い。

子どもも行くためきちんとしてほしい 

男性 50歳代 古井 明らかにコネを使って採用と思われる職員がいると感じた時がある 

男性 50歳代 古井 カウンターの手元照明が暗い（ない） 

男性 50歳代 古井 
スキルが低い。多分非正規の人かな。後ろの方で遊んでる年寄の

給料分けたってちょ 

女性 50歳代 古井 
市民課で証明書を申請したとき、同じ内容なのに職員さんが人によ

って違う対応をされたので困りました 

女性 50歳代 古井 反対（親切ではない）の部署もあると感じています 

男性 60歳代 古井 

① 道路に設置した標識について苦情申し立てをした所、非常に迷

惑そうな顔をされて、結局標識は撤去する事になり、交差点を赤で

塗る事で注意喚起する方法に変っていたが、何の説明も無く報告も

なく工事が終っていた。無駄になった標識も数千円はするだろうと思

え、工事についても一度が２度になり本当に無駄に税金を使ってい

ると思える。なのに、何事も無かったかの様に報告も無いのには呆

れるばかり。誠実な業務をされているとは思えない。②他県より転

入した後、水道料金が１ヶ月毎に請求があり、尚且つ以前は２ヶ月

に１度約４～５千円だったのが、毎月５～６千円と２倍以上になった

為、水道料金についても課に問い合わせた所「他の市の事は知らな

いので高いのかも分からない」と言われ、説明も受けられなかった。

市職員としての対応としては情けないと思う。以上については市長

にも伝えて頂きたい。 

②他県より転入した後、水道料金が１ヶ月毎に請求があり、尚且つ

以前は２ヶ月に１度約４～５千円だったのが、毎月５～６千円と２倍

以上になった為、水道料金についても課に問い合わせた所「他の市

の事は知らないので高いのかも分からない」と言われ、説明も受け

られなかった。市職員としての対応としては情けないと思う。以上に

ついては市長にも伝えて頂きたい。 

男性 60歳代 古井 
市役所、各施設の受け付け以外の人達はあまり明るく親切ではな

いと思う 

男性 70歳代 古井 パソコンばかりに注視しないで 

男性 70歳代 古井 座ってＰＣを見ている人が多いかなと思う 

男性 80歳以上 古井 
職員であいさつもしない人が多い。笑顔で対応を。教育が出来てい

ない 

女性 50歳代 山之上 元気がないです 

男性 60歳代 蜂屋 外でのアクション（行動）が遅い 

女性 60歳代 蜂屋 
時々近所のお年寄りの所に市役所の人が来るけど、すごいスピード

で来て駐車する。気を付けて 

女性 70歳代 蜂屋 部所によって異なる(丁寧で親切でない） 

男性 50歳代 加茂野 娘があまり寄り添ってくれない保健師がいたと言っていた 

女性 50歳代 加茂野 まだまだ上から目線で話す方はいる。市役所へ行く事は憂うつ 

女性 40歳代 三和 
市役所の窓口対応や雰囲気があまり良い印象がないです（暗い感

じ） 

女性 80歳以上 下米田 
人柄なのか、つっけんどんだと感じる言葉づかいで対応を受けた。

職員間の業務に無関係な会話から不快を感じたことがあった 

女性 60歳代 無回答 市民の意見を聞いてくれない 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20歳代 太田 担当者による 

女性 80歳以上 太田 あまり行かないが小路さんのみ 

男性 20歳代 古井 普通 

男性 30歳代 古井 良くも悪くも公務員 

女性 40歳代 古井 課によって違う 

男性 30歳代 蜂屋 土日曜日も交代でやるべき 

男性 30歳代 蜂屋 人それぞれ 

男性 50歳代 加茂野 知らない。市役所へ行かないと職員とは接点がない 

女性 70歳代 加茂野 まあまあ 

女性 60歳代 伊深 その人による 
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（42）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 80歳以上 太田 いる 

男性 40歳代 古井 
使い方をそんんなに気にしていないが、特段ムダを感じることはな

い。ゆるキャラがないのも良い 

男性 50歳代 古井 
まあまあまともな方ですが、これだけのインフラ、これからの維持に

はいくらお金あっても不足かと思います 

 

【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 太田 
広報みてもわからないし、いったい何に使われているのかわからな

い 

女性 50歳代 太田 どこにどれくらい使われているのか 

男性 70歳代 太田 赤いバス無駄 

男性 70歳代 太田 市報での市民への公開して（正確に）いくことだと思う 

女性 80歳以上 太田 
一つだけ上げれば「８０２０」の施策は健康維持の為に良いが「ＭＹ

箸」より歯ブラシにする方が無駄がないと思う 

無回答 80歳以上 太田 
送付の封筒は無駄、既存の茶封筒で充分、ペンもどこの家にもある

もの。サービスのいきすぎではないか 

女性 40歳代 古井 

今回このアンケートも税金ですよね…アンケートは仕方ないにしても

鉛筆は同封しなくてもよいと思います。市役所に来所した人に配布

すれば郵送代はかからないのでは？回収率も高いと思います。待

ち時間にアンケートに協力してもらうようにすればよいですね。封筒

も赤の印刷いらなくないですか？印刷代とかムダな気がします 

女性 40歳代 古井 使われていると思うが実感がない 

男性 60歳代 古井 市職員の節約意識が低く感じる 

女性 60歳代 古井 例えばこの鉛筆は必要か。各家庭に筆記具はある 

男性 70歳代 古井 大きな器は不用なり 

男性 80歳以上 古井 市議会がやっているように、事業の評価が必要。公開してほしい 

女性 50歳代 山之上 無意味な助成金の流れ 

男性 30歳代 蜂屋 消防団が無駄。いらない 

男性 50歳代 加茂野 市長選が多かった為 

男性 60歳代 加茂野 
スカイロード線の法面がコンクリートになっていますが必要なんです

か 

女性 70歳代 加茂野 
補助金で飲み食いしているところもあれば、自分達の会費で補って

活動しているところもあります 

女性 60歳代 伊深 市民税が高い 

男性 70歳代 伊深 
広範囲から意見を聴取し、市民に分かりやすい税金の使用を心掛

けていただきたい 

男性 80歳以上 三和 まだまだ無駄が多いと思う 

女性 50歳代 下米田 保育園の無償化には賛成とは言いがたいです 

女性 60歳代 無回答 
市営住宅に住んでいます。１人また１人と出て行き、１人です。家賃

が３月まで変わらないのがとても不満です 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60歳代 無回答 農地の補助金の使い方 

 

【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 ムダがなくは難しい 

女性 80歳以上 太田 無駄使いしているのかは自分たちで思い起せば 

男性 20歳代 古井 少しは無駄は発生する 

男性 60歳代 下米田 質問は個人個人で考え方が違うので答えようが無い 
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（43）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 80歳以上 太田 いる 

女性 80歳以上 太田 
例えば災害時の応援や諸々の支援、生涯学習講座の共有、施設の

使用等について、地域の価値が少しは高まっていると思う 

男性 80歳以上 古井 連携がもっと進めばおもしろいことが出来ると思う 

 

【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 

女性 50歳代 太田 人の行き来が多くなり、情報共有出来るとよい 

女性 60歳代 太田 田舎過ぎる、保守的 

男性 20歳代 古井 学びの扉のような連携を進めてほしい 

男性 20歳代 古井 変わらず 

男性 40歳代 古井 可児市と仲が良いのか分からない 

男性 50歳代 古井 平成の大合併、リジェクトした根性、全国に見せたろまい 

男性 30歳代 加茂野 連携はしているが価値向上といえない 

女性 30歳代 加茂野 関市と比べると子育ての面でまだ不足を感じる 

男性 60歳代 加茂野 感じない 

男性 70歳代 伊深 伊深、三和地区は連携による価値の高まりが実感できない 

 

【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 加茂地区を全体として合併したほうがよい 

男性 70歳代 太田 以前あった広報行政（市、加茂郡）を再考する機会があると思う 

男性 60歳代 古井 何の価値か 

男性 70歳代 古井 遠い口の行政より近くの隣り組 

男性 50歳代 蜂屋 何か連携しているのですか 

男性 30歳代 蜂屋 地域の価値って何ですか？質問が幼稚すぎて困る 

男性 70歳代 下米田 七市町村の統合を考えるべきである 

男性 70歳代 下米田 何が行なわれているかよくわからない 

 

 


