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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 

女性 30 歳代 古井 
主な情報収集元はスマホだが、市のサイトは分かりやすく見や

すい 

男性 70 歳代 古井 近市報の充実に期待している 

女性 30 歳代 加茂野 行事等は広報紙で見逃しても、すぐメールで届くので 

女性 50 歳代 加茂野 
藤井前市長の取り組みで、いろんなことをされていたので、いい

なとは思っていました 

男性 60 歳代 下米田 ＷＥＢの内容も充実している 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 見にくい 

女性 30 歳代 太田 もっと外に発信していってほしい。分かりやすく広報してほしい 

女性 50 歳代 太田 広報が届くのが遅い時がある 

男性 60 歳代 太田 市民の意見がもりこまれているの 

女性 60 歳代 太田 興味があり読みやすい情報誌を作って下さい 

女性 60 歳代 太田 難しいことばで言われるのが理解しにくいです 

男性 70 歳代 太田 月号により、ポイントを絞ってアピールしては 

男性 70 歳代 太田 やや満足は理解しにくい。例えばほぼ満足とか 

男性 70 歳代 太田 情報を知るための部署を、明確な一覧表があるとよいと思う 

男性 70 歳代 太田 カタカナ語が多い（カミーノ）日本語の表現でお願いしたい 

男性 70 歳代 太田 
広報、ミノカモメールで知る事が出来ますが・・・広報がハッキリ

聞きとれません 

女性 70 歳代 太田 広報紙よみきれない、枚数多すぎ 

男性 80 歳以上 太田 
毎月の広報だけでは高齢者には解りません。文字が小さくて読

みずらい 

女性 80 歳以上 太田 80 才以上の者には、あまり関係ないかな 

男性 20 歳代 古井 
広報紙そのものが家に届くようにしてほしい（外で受けとらなけ

ればならない） 

女性 20 歳代 古井 見づらい 

男性 30 歳代 古井 情報を得たいと思える面白そうなメディアが無い 

女性 30 歳代 古井 広報誌がおもしろくない 

女性 30 歳代 古井 アパートに広報紙が届かない 

男性 60 歳代 古井 税金の使用状況を具体的に（事業内容と投資額を毎月） 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80 歳以上 古井 広報が１回で、月の計画が中間忘れることが多い 

男性 60 歳代 山之上 

広報紙の場合は、紙面の都合により大局的部分が主で、小さな

事まで書ききれないでしょう。又、ＨＰでは情報量が多すぎて、皆

さん必要と思う部分だけ見ているのではないでしょうか 

女性 30 歳代 加茂野 読む気にならない 

女性 30 歳代 下米田 
住所は美濃加茂市なのに広報がこない。アパートだから、情報

がえられない 

男性 60 歳代 下米田 インタ－ネットによる情報がいまいち 

 

【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 広報誌が届いていない 

男性 50 歳代 太田 ほぼみていない 

女性 20 歳代 古井 広報紙をもらっていない。どこでもらえるんですか 

女性 20 歳代 古井 広報ミノカモなどで得ている。ケーブルテレビでも得ている 

女性 30 歳代 古井 広報紙が届いていない 

女性 40 歳代 古井 広報紙が家に届かないため見ていない 

女性 50 歳代 古井 広報紙を見る機会があまりない 

女性 60 歳代 古井 市報に目を通すぐらいだけど 

女性 30 歳代 山之上 必要な時、興味のある時に広報やネット検索をして見ている 

男性 70 歳代 蜂屋 内容を見ますと細かく進んでいる 

女性 30 歳代 加茂野 広報誌は届かないので分からない 

男性 60 歳代 加茂野 必要な所だけ見るので（全部見ていない） 

男性 60 歳代 加茂野 アパートの住人には何も情報は来ない 

男性 60 歳代 伊深 文化の森、図書館へ出入りしているので、よく解かっています 
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（2）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 70 歳代 古井 
随時要望等に対し、正面から受け止め実施してくれた。また適切

な助言もしてくれる 

男性 70 歳代 蜂屋 自治会より市へ申し込みしており、よく検討されている 

男性 60 歳代 下米田 ＷＥＢで市民の要望も親切に対応して頂いている 

 

【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 意見する場がない 

男性 60 歳代 太田 個人の市民意見は、すぐには反映されない 

男性 60 歳代 太田 なにがどう反映されているのか 

女性 60 歳代 太田 個人の意見を反映させる手段は 

女性 60 歳代 太田 都合の悪いことは聞きながして無かった事として対処されている

男性 70 歳代 太田 苦情が少ない事が反映です 

男性 70 歳代 太田 市民の意見は全然反映されていないように思える 

男性 70 歳代 太田 意見を反映する場所、機会がない（どこで、誰に） 

男性 70 歳代 太田 予算の確保 

男性 70 歳代 太田 
意見をいっても理に適った返答がかえってこない。市当局の一

方的な主張が強く、反映する姿勢がみられない 

男性 70 歳代 太田 
市民の要望が伝わっていないと思います・・・要望はアンケートで

もとっていますか 

女性 30 歳代 古井 意見の窓口とはどこにあるのか分かりません 

女性 30 歳代 古井 市に意見を出しても反映されず 

女性 30 歳代 古井 
意見をお伝えする手段が分からない。メール、市役所窓口など

受け付けて下さっているのか分からない、又、言いづらい 

男性 40 歳代 古井 自治会を通して要望したことの動きが遅い 

男性 50 歳代 古井 反映する機会、場所が分からない人が多いのでは 

男性 60 歳代 古井 市民の意見の見える化の取組みが不充分 

女性 60 歳代 古井 
市政に興味を持っていれば答えられるがどこまでが聞き入れら

れているかわからない 

男性 80 歳以上 古井 
ケーブルテレビ等に市の補助を加えてほしい。全家庭がテレビを

通して市政の反映を図っては 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 山之上 

自治会や団体からの意見には聞く耳をもっている様に感じます。

個人の意見は勝手な部分もあると思いますが、もう少し耳をかた

むけていただきたいと思います 

男性 60 歳代 蜂屋 行政側主導の机上論理が先行しているのではないか 

女性 30 歳代 加茂野 公園をつくってほしい 

女性 30 歳代 加茂野 
意見がどのように吸いあげられているのか不明。どこに言ったら

いいか分からない 

女性 30 歳代 加茂野 
反映されているかどうか、どんな意見が出ているのかを知らない

し、普通に生活していてその情報は入ってこない 

女性 40 歳代 加茂野 給食費無料はどこに 

女性 50 歳代 三和 小さい町はあとまわしにされる 

男性 60 歳代 下米田 自治会要望書の実行が少ない。前年度継続が多い 

女性 60 歳代 下米田 道路の整備が進まない（修繕箇所道路） 

男性 70 歳代 下米田 市民の意見をのべる場所がない 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 どういう意見が出ているのか知らないので 

男性 50 歳代 太田 わからない 

女性 50 歳代 太田 どんな声があがって、どんな反映されているか、分かりにくい 

男性 70 歳代 太田 分かりません（意見を言った事がないから） 

男性 70 歳代 太田 よくわからない 

女性 70 歳代 太田 意見出したことないので分かりません 

女性 70 歳代 太田 友達同士では話すが市政までには及ばない 

男性 30 歳代 古井 分からない 

女性 30 歳代 古井 どんな意見が挙がっているか知らないので、判断できません 

女性 30 歳代 古井 その視点で考えた事がなく分からない 

女性 40 歳代 古井 
こちらに転入して１年たっておらず、よく分からずに判断しかねる

ものは、以下３にしてあります。すみません 

女性 50 歳代 古井 市民の意見をどのように聞いているのかわかりません 

男性 70 歳代 古井 わからない 

女性 30 歳代 山之上 あまり分からない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

男性 60 歳代 蜂屋 自分で要望した事がないので分らない 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 

女性 30 歳代 伊深 よく分らない 
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（3）男女共同参画の推進 

 

【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 山之上 
カミーノ。女性に対するサポートもしっかりできているかなと思い

ます 

女性 50 歳代 蜂屋 女性ということで差別されない 

男性 60 歳代 加茂野 いいと思う 

 

【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 20 歳代 太田 同じ仕事内容でも、男性の方が給料がいい（学歴は同じ） 

男性 70 歳代 太田 情報不足 

女性 30 歳代 古井 まだ男性色が強いかと 

女性 50 歳代 古井 情報が少ないと思います 

男性 60 歳代 古井 
男女共同の意味を考えていますか。男としての役割、女としての

役割は性別が明らかになった時点であると思います 

男性 70 歳代 古井 男女共同参画の内容が周知されていない気がする 

男性 80 歳以上 古井 男女共同の催しものを多く、企画が必要 

男性 60 歳代 山之上 

職員数の男女比率、役職の男女比率を見てもとうてい共同参画

とは思えません。女性の意見は非理論的な部分も多々あります

が、それなりのスジは通っている場合も多々あります 

男性 30 歳代 蜂屋 絵に描いた餅。具体的方策が必要 

女性 40 歳代 蜂屋 何をしているのが、まったく見えてこない 

女性 30 歳代 加茂野 不透明。何をしているのか分からない 

男性 60 歳代 下米田 男性中心はいなめない 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 現在の状況がわからない 

男性 60 歳代 太田 わからないから評価しない 

女性 60 歳代 太田 今現在の現状がよくわかりません 

男性 70 歳代 太田 分からない、共同参画とは・・・ 

女性 70 歳代 太田 よくわかりません 

男性 80 歳以上 太田 はっきりは解りません 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 古井 知らない 

女性 60 歳代 古井 何の意味かわからない。どんな仕事の事でしょうか 

男性 70 歳代 古井 わからない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

男性 60 歳代 蜂屋 はっきり分らない 

女性 30 歳代 加茂野 知らない 

女性 30 歳代 加茂野 各委員の女性比率を上げていることしか知らない 

女性 30 歳代 加茂野 よく知らない 

男性 50 歳代 加茂野 意味が分らない 
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（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 

男性 70 歳代 太田 文化的、体育的な施設、また行事などもあり学ぶことができる 

男性 70 歳代 太田 各種の講座があるのはいい 

男性 70 歳代 太田 妻が利用して満足です 

女性 60 歳代 古井 毎年とっている学習はとてもいい。好きな事にチャレンジできる 

女性 30 歳代 山之上 
図書室など、数ヶ所あるのは嬉しい。子育ての講座や実習も参

加したことがある 

女性 50 歳代 蜂屋 意欲があれば時間の都合がつけられる 

男性 60 歳代 伊深 坂祝等、他町村の教室に参加できるのがよい 

 

【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 年配の方向けの環境しかない 

女性 50 歳代 太田 人気の講座等の回数をふやしてほしい 

男性 60 歳代 太田 介護（母）で時間がとれない。生活のために働く 

男性 70 歳代 太田 
誰もが学びたいとき、学びたい事を整える、それ自体がむずかし

いのでは・・・ 

男性 70 歳代 太田 高齢者を対象に増やすべき 

男性 70 歳代 太田 福祉会館のＰＲ 

女性 70 歳代 太田 なかなか足が向かない 

女性 70 歳代 太田 交通が不便 

男性 80 歳以上 太田 高齢者が気軽に参加出来ることが第１です 

女性 20 歳代 古井 誰もが・・・ 

女性 30 歳代 古井 
交通が不便すぎて、学びの場所まで行けない。場があっても行

けない 

女性 30 歳代 古井 断然、お金がある人が有利に学べると思います。平等ではない 

男性 60 歳代 古井 関心を持っている人の背中を押せるしくみの充実 

男性 80 歳以上 古井 
市民講座を通し、講師の育成と他町村のように一年を通し、春・

夏・秋・冬の同一の講座を 

男性 60 歳代 山之上 
多種多様な取組みをしている様ですが、現状ではこれ以上は無

理なのか、と感じています 

女性 60 歳代 山之上 平日の昼間の講座が多くて、夜の利用が少ないと思う 

男性 40 歳代 蜂屋 夜、土、日の環境が少ない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 加茂野 環境が整っていない 

女性 30 歳代 加茂野 あまちの森、静かすぎる 

男性 50 歳代 加茂野 内容表示が少ない 

女性 30 歳代 伊深 学びたいことがあっても、どこでどう学べば良いのか分らない 

男性 60 歳代 下米田 
ある程度環境は整っているが、どの様に個人の意欲を高めてい

くか・・・ 

男性 70 歳代 下米田 情報がうすい 

 

【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 知らないので点はつけられない 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 現状のシステムがわからない 

男性 70 歳代 古井 それぞれに好きなサークル活動等されているようです 

男性 60 歳代 蜂屋 はっきり分らない 

女性 30 歳代 加茂野 知らない 

女性 40 歳代 加茂野 学校以外に何が。わけわからん 

男性 60 歳代 加茂野 各自必要な時にぬき出している 
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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 

女性 20 歳代 太田 回覧板でよく参加者を募っている 

男性 70 歳代 太田 他市との比較で非常に活発と思われる 

男性 70 歳代 蜂屋 屋外、室内共によくやれていると思います（西体育館を早く） 

 

【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 活発かどうか、知る方法がない 

女性 30 歳代 太田 町ぐるみの大会などひらかれていない 

男性 60 歳代 太田 上記と同じ事で、やめてしまいました 

男性 60 歳代 太田 どんな活動をしているのか 

女性 60 歳代 太田 
スポーツをされる人のモラルの欠如。時間を守って行動してほし

い。体育館使用に関しては特に・・・ 

男性 70 歳代 太田 高校野球の大会が出来る球場もない 

男性 70 歳代 太田 老若参加できる施設が必要 

男性 70 歳代 太田 市運営のスポーツジム等の充実 

男性 70 歳代 太田 自分達の自治体でも参加がむずかしくなっている 

女性 70 歳代 太田 地区での大会、人集めが大変です 

男性 80 歳以上 太田 高齢者が参加出来るかんたんな体操と参加しやすいこと 

女性 30 歳代 古井 指導者の育成と活用 

女性 40 歳代 古井 

テニスコートが少ない。ゴルフの打ちっぱなし場がない。ボルダリ

ングができる場所があるといい。子供のアスレチックができる場

所をつくってほしい。野球チームが多いのにバッティングセンター

がないので市内にあったらいいです。子供から高齢者チームま

であり、すばらしいと思います。もっと交流できたらいいです 

女性 50 歳代 古井 活動できる場所が少ない気がします 

男性 60 歳代 古井 スポーツできる環境の充実化 

男性 70 歳代 古井 スポーツ施設の不足と整備がよくない 

男性 70 歳代 古井 老若男女のスポーツの活動を推進されるとよい 

女性 70 歳代 古井 古井地区にはそういう環境はないと思います 

男性 80 歳以上 古井 
若い人のスポーツの再認識、老人クラブとのコラボなど、考える

点が多いと思う 

男性 60 歳代 山之上 
それなりと思います。もっと多種なスポーツが出来る環境作りが

必要と感じます 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 山之上 多すぎる。自治体負担大きい 

男性 40 歳代 蜂屋 グランド等が少ない 

男性 40 歳代 蜂屋 人工芝のサッカー場、野球場があると活性化すると考える 

女性 40 歳代 蜂屋 ＭＴが、まったく機能していない 

女性 50 歳代 蜂屋 スポーツに関心が少ない 

男性 60 歳代 蜂屋 
見直しの必要性があると思う。特に町民運動会はやむなく義理

で参加している観念が強い 

女性 30 歳代 加茂野 自治会でのスポーツ行事が多すぎて不満 

女性 30 歳代 加茂野 成人の方のスポーツをおこなう団体、場所がない 

男性 50 歳代 加茂野 
スポーツ大会や運動会は特定の人が参加しているだけで参加を

強要されたり委員の負担が大きいなど見直して欲しい 

男性 60 歳代 加茂野 参加者がなかなかふえない 

男性 60 歳代 加茂野 市・地域の主でなく個人が常に出来るスポーツが出来ていない 

女性 60 歳代 加茂野 東テニスコートは 悪（状態） 

男性 60 歳代 下米田 
ある程度環境は整っているが、どの様に個人の意欲を高めてい

くか・・・ 

 

【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 参加した事がないので評価しない 

男性 70 歳代 太田 スポーツ対象の若年層の事は現時点ではわかりません 

女性 60 歳代 古井 運動はきらいだから興味ない 

女性 30 歳代 山之上 あまり分からない 

女性 30 歳代 加茂野 知らない 

男性 50 歳代 加茂野 何を行っているか分らない 

男性 60 歳代 伊深 自分はスポーツが苦手 
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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 

男性 30 歳代 古井 
前市長が積極的に市民の皆さんと交流していた印象。加藤しん

やすさんも周りの人をうまくまきこんでまちづくりしている 

女性 60 歳代 山之上 まち協や、いきいきサロンなど行なわれて良いと思う 

 

【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 太田 市民意識が地域別に格差が生まれ、行政との温度差有り 

男性 70 歳代 太田 市報に情報を 

男性 70 歳代 太田 
自治会、市議が十分地域の実態を把握していると言えない。もっ

と一市民の主張を尊重すべきである 

男性 80 歳以上 太田 やたらコンビニ類が多くて市の行政とは縁遠い 

女性 30 歳代 古井 
班に入ってない人は、不参加。一部の自治会員、市民による町

作りですね 

女性 50 歳代 古井 行政は遠く感じています 

男性 60 歳代 古井 一部市民との協働ではムリ 

男性 80 歳以上 古井 
一市民一ボランティアの意識が少ない。市行事に市民に呼びか

けが必要 

男性 60 歳代 山之上 
掛け声ばかりが先行している様に思います。もっと女性の考えを

取り入れる事が出来ないものでしょうか 

男性 40 歳代 蜂屋 市民プール跡を有効利用してほしい 

男性 60 歳代 蜂屋 自分では分らない、進んでいるとは思えない 

男性 70 歳代 蜂屋 意見反映する場が少ない 

女性 30 歳代 加茂野 
皆が自然と集って過ごせるような公園や買い物をする場所がな

い 

男性 40 歳代 加茂野 学童通学路だけでも確実な安全道路を確保してほしいです 

男性 50 歳代 加茂野 公表数が足りない 

男性 60 歳代 加茂野 
どの様な町にしたいか、個人が考えているのか。行政の思いが

強いのでは 

女性 30 歳代 下米田 
空いている土地にソーラーを設置するのもいいが、犬を飼ってい

る方もあるので、ドックランをつくったらと声をよく聞く 
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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 分からない 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 不明 

男性 70 歳代 太田 分かりません 

男性 70 歳代 太田 分らない 

女性 70 歳代 太田 よくわかりません 

女性 60 歳代 古井 協力して働いているかという意味なのかな 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 30 歳代 山之上 分からない 

女性 50 歳代 蜂屋 感じることが少ない 

女性 30 歳代 加茂野 知らない 

男性 50 歳代 加茂野 協働とは何ですか 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 60 歳代 下米田 不明 

男性 70 歳代 下米田 分からない 

女性 80 歳以上 下米田 わからない 
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（7）市民の自治意識の高揚 

 

【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 クリーン作戦等、地域事業を取り組んでいる 

女性 30 歳代 太田 

働いている人は地域づくりになかなか参加できない。市役所の

人が積極的にやるべき。そのために議員とかがいるんじゃない

の。→もしくは市民にまかせっぱなしにしない方が良い。市民の

１人が自治体のボランティアなどで、相談などにのる側のばあい

責任がないので、いいかげんに答える人がいる。市役所の人が

やれば良い。ちゃんと資格ある人が 

男性 50 歳代 太田 どちらかというと行政任せのような気がする 

男性 70 歳代 太田 自治会加入率が悪い 

男性 70 歳代 太田 市民への公報不足 

男性 70 歳代 太田 自治会加入の推進 

男性 70 歳代 太田 地域づくりの課題を把握している市民が少ないように感じる 

男性 70 歳代 太田 
自分の自治会をみていても取り組みが薄くなっている。自治会を

離れる人がある 

女性 70 歳代 太田 役員になればしょうがなく参加 

女性 20 歳代 古井 どうやって参加すればよいのかわからない 

女性 30 歳代 古井 自治会市民は取りくんでいる。自治会に入ってない人は、不参加

女性 30 歳代 古井 取り組んでみえる方もいらっしゃるが、あきらめている方もみえる

女性 50 歳代 古井 人のつながりは、希薄になってきている気がします 

男性 60 歳代 古井 市民が地域づくりに取り組める体制が不足 

男性 60 歳代 古井 
町のいたる所に犬のフンが残されています。人々が意識して町

づくりをしようとする気持が欠けてる証です 

男性 80 歳以上 古井 
自治会加入も少なく、自分のことしか考えていない。ゴミの収集

日、自治会以外の名前のないものも多く、行政の清掃が必要 

男性 60 歳代 山之上 一部の人が掛けもちで取り組んでいる様に見えます 

女性 60 歳代 山之上 
地域によっては取り組まれているかもしれない。一個人として

は、自分の住いの回りの田畑を管理するので精一杯です 

男性 30 歳代 蜂屋 悪いやり方、現状に合わないルールは変えていくべき 

女性 40 歳代 蜂屋 新興住宅なので人のつながりは薄いと感じる 

男性 60 歳代 蜂屋 一部の人のみ取り組んでいると思う 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 加茂野 新しく家を購入したひとの自治会に入る家が少ない 

女性 30 歳代 加茂野 自治会加入者が少ない 

女性 30 歳代 加茂野 
新聞では、やっている人がいることは知っているが、ほんの一握

りだと思う。新しく住みはじめた人がとりくめるものがない 

女性 40 歳代 加茂野 
自治会に入ってない人はごみすて場のそうじはしなくていいのに

ごみはすてるのはおかしく思います 

男性 50 歳代 加茂野 自治会未加入者の増加 

男性 60 歳代 加茂野 
一部の人のみ、昔からの人の考えに引かれる様に思う。今一度

どの様な町にするのかを考える。キーリード、生活、安全・・・など

男性 60 歳代 伊深 もっと各自治会で街おこし活動が活発になれば良い 

男性 70 歳代 三和 

藤井市長が犯罪者にされ、裁判でも有罪にされました。これは日

本国が憲法を守っていない結果です。司法行政の間違いです。

市民はこの結果に非常に不満です。マスコミが市民に代わって、

司法・行政の間違い犯罪行為を糾弾しなければならないのに、

全く何もしておりません。正しい憲法の教育が必要です 

男性 60 歳代 下米田 地域差がある 

男性 70 歳代 下米田 とりくむ場所がない 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 自治会のあり方とは 

女性 60 歳代 太田 
自治意識の高揚とは例えばどの様なことなのか判りません

が・・・ 

男性 70 歳代 太田 分かりません 

男性 80 歳以上 太田 あまりないと思うが良く解りません 

男性 60 歳代 古井 知らない 

女性 60 歳代 古井 何をすればいいのだろう 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 30 歳代 山之上 分からない 

女性 50 歳代 蜂屋 現在住宅地に住んでいて地域活性化を考えていない 

女性 30 歳代 加茂野 
団体を立ち上げて、意見交流の場を作っているのは知っている

けれど、その先を知らない 

男性 50 歳代 加茂野 意見の発信先が分らない 

男性 60 歳代 加茂野 よく、わからない 
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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 

男性 20 歳代 古井 お祭りや名産品などは他地域にも誇れる 

女性 30 歳代 古井 蜂屋柿 

女性 30 歳代 古井 蜂屋柿、梨 

男性 70 歳代 古井 柿 

女性 30 歳代 山之上 
たんどーる、モンテール、若尾製菓・・・スイーツ関係が充実して

いると思う 

女性 50 歳代 山之上 蜂屋柿守っていきたいものです 

男性 10 歳代 蜂屋 蜂屋柿 

男性 20 歳代 蜂屋 柿、梨 

男性 30 歳代 蜂屋 はちや柿。長良川鉄道 

男性 60 歳代 蜂屋 蜂屋柿 

男性 70 歳代 蜂屋 柿 

男性 70 歳代 蜂屋 「蜂屋がき」 

女性 30 歳代 加茂野 梨 

男性 60 歳代 加茂野 山之上町のナシ 

男性 60 歳代 加茂野 山之上果樹園、蜂屋柿など 

女性 60 歳代 伊深 堂上蜂屋柿 

男性 70 歳代 三和 蜂屋柿 

男性 20 歳代 下米田 カキ 

女性 30 歳代 下米田 なし、かき 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代 太田 市長の事件があり、マイナス。真実を追及して欲しい 

女性 30 歳代 太田 蜂屋柿以外のブランドが出てこない 

女性 50 歳代 太田 里山をアピールして、観光としての活用 

女性 50 歳代 太田 一部だけで、市全体に広がっていないように思う 

男性 60 歳代 太田 柿と梨か。もっと出てきてほしい 

男性 60 歳代 太田 ブランド商品、蜂屋柿のみ 

男性 70 歳代 太田 ライン下りが残念に思います 

男性 70 歳代 太田 ない 

男性 70 歳代 太田 堂土蜂屋柿のアピールが少ない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代 太田 蜂屋柿以外何があるの 

男性 70 歳代 太田 
商工業に関するブランドはわからない。土産品について県外の

人に持っていく品がない 

男性 70 歳代 太田 もっともっと、柿、梨、ぶどう農業に協力できてない 

男性 80 歳以上 太田 あると思うが開発が先で良く知らないと思う 

男性 30 歳代 古井 柿くらいしか思いつかない。地元の土産で何をかえばよいか迷う

女性 30 歳代 古井 
みのかもの白本ライン下りや昭和村をアピールすると良い。昭和

村は高すぎる 

女性 30 歳代 古井 
柿や中山道など市民としては誇りだが、市民の自己満足、県外

の人に教えても「へー」で終わる。知っている人は少ない 

女性 40 歳代 古井 
堂上蜂屋柿や山之上の梨は知っていますが他は知りません。美

味しいのでもっと広がってくれたらいいなと思います 

女性 40 歳代 古井 

市外に住んでいた時「山之上の梨」は知っていましたが、他に何

かあったかなと・・。県外の知人たちは梨も知りませんでした。も

っと華々しく宣伝してもいいのではないかと・・ 

女性 50 歳代 古井 蜂屋柿くらいしか思い浮かびません 

 60 歳代 古井 山之上の梨、堂上蜂屋柿。ただし量がなさそうです 

男性 70 歳代 古井 堂上蜂屋柿がありますが別に新しくつくられるものがあればよい

女性 70 歳代 古井 蜂屋柿ぐらいしか思い浮かばない 

男性 80 歳以上 古井 
中山道会館等、市内の商店でブランド品が少ない。行政と事業

者協働で活発が必要 

男性 50 歳代 山之上 ありません 

男性 60 歳代 山之上 蜂屋柿くらいの物でしょうか 

女性 60 歳代 山之上 いいえ 

男性 40 歳代 蜂屋 不要と思う 

男性 60 歳代 蜂屋 蜂屋柿かな。他は思い付かない 

男性 70 歳代 蜂屋 
蜂屋柿以外思い出せない。干し柿は他県いくつかあり、市として

は他に特長のあるものを 

男性 30 歳代 加茂野 美濃加茂市ならではのおみやげがない 

女性 30 歳代 加茂野 ないと思うので 

女性 30 歳代 加茂野 ない。インパクトが弱い 

男性 50 歳代 加茂野 何もない。ライン下りの廃止 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 ないのでは 

女性 30 歳代 伊深 ないと思う。なくて良い 

男性 60 歳代 伊深 蜂屋柿以外何かあるの 

男性 60 歳代 下米田 あると思うが、ＰＲ不足（方法も含め） 

男性 60 歳代 下米田 ライン下りもなくなり 

男性 70 歳代 下米田 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 何がブランドか言えない 

男性 50 歳代 太田 思いつかない 

男性 60 歳代 太田 なにがあるのか 

女性 70 歳代 太田 今は何でしょうね 

女性 20 歳代 古井 ブランドとは 

女性 30 歳代 古井 分からない 

女性 60 歳代 古井 特にないかな 

女性 60 歳代 古井 わかりません 

女性 50 歳代 蜂屋 特に思うものはない 

男性 30 歳代 加茂野 引っこしてきたが、何がいいのかわからない 

男性 60 歳代 加茂野 不明 
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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 30 歳代 古井 工業団地の社数が増えている 

女性 60 歳代 古井 近はパートも増えて来たから 

女性 40 歳代 蜂屋 工場がたくさんあるので、いいと思う 

女性 50 歳代 蜂屋 大企業もいくつかあってそれなりに働ける 

男性 70 歳代 蜂屋 工業会社が増加しており進んでいる（発展途上） 

男性 60 歳代 伊深 昔から企業進出がしやすい市なのかも 

男性 60 歳代 下米田 十分とはいえないが、可児市に多くあり問題なし 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代 太田 正社員の雇用が少ない 

女性 30 歳代 太田 働く場所が少ない 

男性 50 歳代 太田 多くあるとは言えない。若者がいない 

男性 60 歳代 太田 
いざハローワークで仕事探しても老人にはなかなかない。介護

関係はあっても男で老人は出来ない 

男性 70 歳代 太田 高齢者に仕事を与えてほしい 

女性 70 歳代 太田 これからの若者が働ける様に適材適所はむづかしいかな 

女性 30 歳代 古井 
岐阜みのかもは、給料は安く、求人が特にない。短大以上など、

学歴差別求人も多く見られる 

女性 30 歳代 古井 
女性にはまだまだ厳しい。これから子育てしながらも働きたいが

不安でいっぱい 

男性 80 歳以上 古井 企業のよびこみが必要。行政に期待します 

男性 30 歳代 蜂屋 安月給である 

男性 60 歳代 蜂屋 他市、町にくらべると少ないと思う 

女性 30 歳代 加茂野 働く場所、たくさんありますか 

女性 30 歳代 加茂野 ない。店や働く場所が市街地の一部にしかない 

男性 60 歳代 加茂野 場所があっても就業時間がズレる 

男性 60 歳代 加茂野 場所はあるが、正社員が少ない様に思う。賃金が安い 

男性 60 歳代 加茂野 労働場所がすくない 

女性 30 歳代 下米田 
小さい子どもを持つ家庭は３時間とかの短時間働ける所がもっと

あるといい。そういう情報も欲しい 
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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 おもに工場 

男性 70 歳代 太田 退職 

男性 70 歳代 太田 市内の労働者、市外の労働者の統計が不明、回答できない 

男性 80 歳以上 太田 よく解らない 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

男性 70 歳代 下米田 わからない 
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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 

女性 40 歳代 太田 美濃太田駅北口からお店がたくさんあって買い物がしやすい 

 60 歳代 古井 
商店街は不振そうですが、商業施設は十分立地していると思い

ます 

男性 70 歳代 古井 大体に於いて賑わっているようです 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 20 歳代 太田 太田の商店街もシャッター街 

女性 30 歳代 太田 賑わっている商店街はありますか 

女性 30 歳代 太田 商店街をどうにかしてほしい 

男性 50 歳代 太田 個人商店は絶滅危惧種 

女性 50 歳代 太田 
駅前のシャッター街を活性化。若手のお店を持ちたい人に安く貸

す。小さい頃あった 49 の市（シクの市）等復活 

女性 50 歳代 太田 昔からのお店、店主に勉強の意欲がみられない 

男性 60 歳代 太田 年をとって買物、車×→行けない 

男性 60 歳代 太田 商店街がない 

男性 60 歳代 太田 
美濃太田駅南側の商店街、何年か前に建物だけは美しくなった

が、Ｓ40 年代の様にＰＭ８～９まで開けてないとダメ 

男性 60 歳代 太田 
不満だが大型スーパーにはかなわない。高山みたいな歴史的ス

トリート・商店街をつくるとよいのでは 

男性 70 歳代 太田 駅前通りがさみしい 

男性 70 歳代 太田 大型進出企業の調整が必要 

男性 70 歳代 太田 大型スーパー以外何もなし 

男性 70 歳代 太田 
太田駅を境にして、北と南を考えた場合、南は大変淋しい。北側

の開発時南も活性化を図るとのことであったが 

男性 70 歳代 太田 大手スーパー等にとられ太田駅前がすごく寂しい 

女性 70 歳代 太田 ある一部のみ 

男性 80 歳以上 太田 コンビニ、スーパーが多く地元の商店はきのどく 

男性 20 歳代 古井 古井の商店街は賑わっていません 

男性 30 歳代 古井 商店街の賑わいが欲しい（犬山に負けないくらい） 

女性 30 歳代 古井 ショッピングモールを 

女性 30 歳代 古井 駅前通りが寂しい 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 古井 駅前の衰退 

女性 30 歳代 古井 みのかもは、すいたいしています。このままだと、まずいです 

女性 30 歳代 古井 

それぞれのお店の方が頑張ってみえると思いますが、賑わって

いるイメージがない。細々とやっているというイメージ、明るくな

い、お洒落でない 

男性 40 歳代 古井 商店街からどんどん店がなくなっている 

女性 40 歳代 古井 
大型店は賑わっていると感じますが、駅前の個人店舗はあまり

活気がないように思います 

女性 40 歳代 古井 

魅力的な商業施設は美濃加茂になく、可児、土岐、関、各務原

へ行ってしまいます。映画館がやっぱりあると強いと思います。

他市からお客さんが来てくれると思います 

女性 50 歳代 古井 どうしても可児、名古屋、岐阜の大きな施設に行きます 

男性 60 歳代 古井 個人商店が衰退している 

男性 60 歳代 古井 後継者不足による閉店、高齢による閉店、郊外型量販店の進出

女性 60 歳代 古井 駅前が賑わないのはしかたない大きな店が増えたから 

男性 80 歳以上 古井 大型店が多いため、年々さびれていっている 

女性 30 歳代 山之上 あまり商店街を利用したことがない。駐車場、ありますか 

女性 50 歳代 山之上 
太田駅南側通りでは、子どもさんや高令者の声がしてなくて寂し

いです 

男性 60 歳代 山之上 今の社会、経済システムでは無理かも 

女性 60 歳代 山之上 
美濃太田北口駅方面で用を済ませる事が多くて商店街の事は

わかりません 

男性 40 歳代 蜂屋 
駅北は充分に賑っていますが、個人経営を中心とした駅南を復

興してほしい。個人店ならではのメリットが生かせないか 

女性 40 歳代 蜂屋 
駅北の方は良いですが、昔からある駅前（南）はちょっとあんまり

な感じがします 

女性 50 歳代 蜂屋 大きなスーパーにお客さんが集まりやすい 

男性 60 歳代 蜂屋 駅前もさみしいかぎり。スーパー等も他と比べると見おとりする 

男性 70 歳代 蜂屋 特に太田駅北側が進んでいる 

男性 70 歳代 蜂屋 スーパー等はあるが商店街は非常にさびれた感あり 

男性 20 歳代 加茂野 

商店街はさびれている。ＡＥＯＮ等大型商業施設がほしい。今の

現状では買い物は名古屋。それが本来は美濃加茂と言えるよう

になりたい 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 30 歳代 加茂野 駅前さみしい 

女性 30 歳代 加茂野 駅前さみしいです 

女性 30 歳代 加茂野 身近な商店街がない 

男性 50 歳代 加茂野 閉店する店が多い 

男性 60 歳代 加茂野 むずかしいです 

男性 60 歳代 加茂野 安さでなく、何か価値のある物でないと大型店に流れる 

男性 60 歳代 伊深 個人商店の努力不足。行政の責任にしないでほしい 

男性 70 歳代 三和 
車社会になって、スーパー等への買物が増え、旧商店街は全国

的にダメになった 

男性 60 歳代 下米田 観光産業を活性化し、商店も賑わうよう（どんどんさびれていく） 
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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 30 歳代 古井 ソニー跡にすぐ別の企業が入ってよかった 

女性 60 歳代 古井 職場が増えるのは失業者が減りいいのではないかな 

女性 30 歳代 山之上 大きな工場はあると思う 

男性 70 歳代 蜂屋 とても活発に行われている 

女性 30 歳代 加茂野 工業団地はありますね 

男性 60 歳代 伊深 地元企業が無いおかげで、企業誘致がスムーズにできた 

 

【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 60 歳代 太田 もっともっと誘致活動してほしい 

男性 60 歳代 太田 
美濃加茂の水道は、犬山などと比べ非常にうまい。もっと利用で

きるのではないか 

男性 70 歳代 太田 工業団地の推進（市内の労働者どのくらいか） 

男性 70 歳代 太田 どこに企業が・・・ 

女性 30 歳代 古井 工業団地の開発 

女性 30 歳代 古井 
ＳＯＮＹがなくなり、マザックさんのお陰でなんとかなっている感

じ。税金が心配 

女性 40 歳代 古井 
若い人が喜びそうな企業誘致をして下さい。これからの市を担う

若い人の意見を聞いてほしいです 

男性 60 歳代 古井 企業誘致による税収と反面個人事業者の減退 

男性 70 歳代 古井 もう少しあってもよい 

男性 70 歳代 古井 
市は津波などないため大地震などの時。人命や工場などが安全

なため市に工場を作る 

男性 80 歳以上 古井 上記の労働環境と同じに考える必要あり 

男性 60 歳代 山之上 取組みがおそすぎます 

男性 60 歳代 山之上 もっと 

男性 40 歳代 蜂屋 

工業団地ができたのにも関わらず、企業が入っていない。インフ

ラ整備をしっかりとして企業から興味を持ってもらえるまちづくり

を 

男性 60 歳代 蜂屋 他の市、町、村に比べたら多少見おとりする 

男性 20 歳代 加茂野 

大きな企業は数かぞえれるほどしかない。他の市に比べて企業

（大きな）は少ないと思う。新たな工業団地を開発して企業誘致

を積極的に行って欲しい 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 加茂野 中部台→山の上地域は活発そう。その他はそうでない 

男性 60 歳代 加茂野 工場が多くなってきている。正社員を多くしないと 

男性 60 歳代 下米田 
積極的に行って欲しい。人、物、金が動き市が活性化する 大

要因 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10 歳代 太田 そもそも工業活動の現在の状況を把握していない 

女性 70 歳代 太田 良くわからない 

男性 80 歳以上 太田 はっきり解りません。解りにくい。工業用地も解りません 

男性 30 歳代 古井 分からない 

女性 30 歳代 古井 分からない 

男性 60 歳代 加茂野 わからない 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

男性 70 歳代 下米田 わからない 
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（12）市街地の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 駐車場が広いので楽 

 

【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 駐車場がないため 

女性 20 歳代 太田 車を駐車する場所が少ない。魅力的な店もない 

女性 30 歳代 太田 車社会の中で、あまり駅前（南）など行かない 

女性 30 歳代 太田 道路がせまい。広い場所に大きな施設つくればよいのでは 

男性 50 歳代 太田 逆に集中しすぎのような 

男性 50 歳代 太田 ほぼ利用しない 

女性 50 歳代 太田 駐車場が足りない 

男性 60 歳代 太田 いつの日か買い物ができなくなると思います 

男性 60 歳代 太田 なにもなくなった 

男性 60 歳代 太田 
美濃太田駅南側の商店街、何年か前に建物だけは美しくなった

が、Ｓ40 年代の様にＰＭ８～９まで開けてないとダメ 

男性 70 歳代 太田 昔より入りにくい店がありますよ 

男性 70 歳代 太田 駐車場不足 

男性 70 歳代 太田 行政指導の上、再活性化をしなくては 

男性 70 歳代 太田 便が無い 

男性 70 歳代 太田 駅前に何がある。シャッター通りのみ 

男性 70 歳代 太田 全然駄目です 

男性 70 歳代 太田 「商業の振興」と同じ 

男性 70 歳代 太田 スーパー中心で市街は６：00 すぎると寂しい 

女性 70 歳代 太田 さみしい街ですネ 

男性 80 歳以上 太田 コンビニ、スーパーばかりで市街地は死んでいる 

男性 20 歳代 古井 車が停められません 

女性 20 歳代 古井 店開いてるの 

男性 30 歳代 古井 駅前はなにもない印象。夜は怖いイメージ 

女性 30 歳代 古井 魅力とワクワク感がない 

女性 30 歳代 古井 車があれば便利だが、足が不自由だと難しい 

女性 30 歳代 古井 
駅前は何もない。コンビニすらない。駅には行くが、何年も駅前

には行ってない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 古井 
駐車場や、様々なものがある事を考えると、大型スーパーへ行く

事になる 

女性 30 歳代 古井 

上記の通り。あと、ご出張など太田に来られた方に駅近くにコン

ビニはありますかとよく聞かれます。困ってみえます。コノミヤさ

んも駅からビミョウに遠い。お年寄りの方がタクシーでお買物さ

れているのを見かけます。車に乗れない人には不便な街、それ

が美濃加茂 

男性 40 歳代 古井 郊外の大型店等で買い物をすることが殆んどである 

女性 40 歳代 古井 

唯一、スーパーコノミヤを利用する程度で、他の店を利用しようと

はあまり感じないです。駐車場などの便利さに欠けることも理由

の１つですが、雰囲気的に入りにくさを感じます 

女性 40 歳代 古井 

今の生活で車を使った買物はあたり前で、駐車場がない。有料

遠い駅前は利用しにくいです。複合型の商業施設が美濃加茂に

もできてほしいです 

女性 40 歳代 古井 駅前で買い物しなくてもよい。他の観点から駅前の活性化を 

女性 50 歳代 古井 もっと活性化してほしいです 

女性 50 歳代 古井 駐車場がないので、不便で行きません 

男性 60 歳代 古井 
車社会で大型量販店に行く、駅前商店街の活性化を計る為には

各商店の意識改革が要 

男性 60 歳代 古井 にぎわいが無い 

女性 60 歳代 古井 全くない、昔は駅前にいけば全部買えたが今はない 

 60 歳代 古井 
駅の南に買い物を楽しめるほどの店舗が開いているとは思えま

せん 

男性 70 歳代 古井 南と北、商業地が分かれていて大変です 

男性 70 歳代 古井 あまり感じません。駅北の方が買い物は便利といえる 

男性 70 歳代 古井 水害のない高台に商店、市役所を 

男性 80 歳以上 古井 
大型店が近くにあるため、店が少なく利便性がなく、更に品うす

で買い物がむずかしくなる 

女性 30 歳代 山之上 あまり出向いて買い物をしていない 

女性 50 歳代 山之上 駅南は寂しくなってしまいました。駐車場がないので不便です 

男性 60 歳代 山之上 今の状況ではシャッター街が増えるばかりでしょう 

男性 60 歳代 山之上 せまい、古い、Ｐない 

女性 60 歳代 山之上 南方面はあまり利用しない 

男性 30 歳代 蜂屋 現状使用は皆無です 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 蜂屋 
駅南は個人店が多くこの店々が協力しあうことが大切だと思う。

また駐車場も乏しい。格安で利便性のある駐車場があると良い 

女性 40 歳代 蜂屋 
駅前は正直便利とか以前の話しな感じがします。物がなさすぎ。

買物はまずしないです。揃わないから 

男性 50 歳代 蜂屋 活気がまったくない 

女性 50 歳代 蜂屋 
上記のように大きなスーパーで一括購入しているので駅前では

しない 

男性 60 歳代 蜂屋 思わない、駐車場等の心配がある。行きたいと思えない 

男性 70 歳代 蜂屋 車で行くと駐車場に苦労する 

男性 70 歳代 蜂屋 閉っている店が多い。活気がない 

男性 20 歳代 加茂野 

もう少しいろいろな種類の店舗があっても良いと思う。美濃加茂

にはなぜショッピングモールがないのか、と友人らはよく話してい

る。買い物にはものたりない 

女性 20 歳代 加茂野 ほとんどのお店が閉っていて、使ったことがない 

女性 30 歳代 加茂野 行きたいと思いません 

女性 30 歳代 加茂野 怖い 

女性 30 歳代 加茂野 駐車場がない。買い物をする店がない 

男性 50 歳代 加茂野 食堂がない 

女性 50 歳代 加茂野 買物をしたい店が少なすぎる 

女性 50 歳代 加茂野 車がとめずらい 

女性 50 歳代 加茂野 駐車場の不備 

男性 60 歳代 加茂野 どうしても車で行ってしまい、駐車場が 

男性 60 歳代 加茂野 南は特に駐車場がないので困る 

男性 60 歳代 加茂野 魅力がない 

女性 30 歳代 伊深 伊深から行きにくい 

男性 60 歳代 伊深 駐車場問題、経営者の意識問題 

男性 70 歳代 三和 
車社会になっているので、駐車場など安く作ってほしい（スーパ

ーなどはあるが） 

女性 30 歳代 下米田 駐車場がないので、買い物をしたことがない 

女性 30 歳代 下米田 家から遠いのもあるが、駅前で買い物したいとは思わない 

女性 50 歳代 下米田 活気がない 

男性 60 歳代 下米田 
駐車場がない。大きなスーパーがないため、買い物はほとんど

可児市へ行く 

男性 70 歳代 下米田 駅前に買い物する店なし 
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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 40 歳代 古井 
ＪＡのお店をたまに利用しますが、地元産が安く手に入って助か

ります 

 60 歳代 古井 
農林業が活発とは思いませんが、ＪＡの小売店で地元産が手に

入り、それで十分と思います 

女性 30 歳代 山之上 山之上の果物はおいしいです 

女性 40 歳代 蜂屋 ＪＡさんのお店が良いです。地産地消な所とか 

男性 20 歳代 加茂野 
農業用地は比かく的多いほうだと思う。ＪＡ等でも無農薬野菜が

安く手に入るので親もよく利用している 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 
農薬基準緩和の中、必ずしも地元（国産）＝安心・安全といえな

い 

男性 50 歳代 太田 地産のものを見たことがない。自家消費されていないか 

男性 60 歳代 太田 
農：水田みても秋になるとヒエだらけ、野菜はＯＫ。林：頭に浮か

んでこない 

男性 70 歳代 太田 どこで地元産が買えるの 

男性 70 歳代 太田 
莫大な経費投入して基盤整備がなされているのに衰退してい

る。一等農地が無秩序に開発（宅地化）されている 

男性 70 歳代 太田 田畑や山林の管理不足や担い手不足で振興が不十分である 

女性 30 歳代 古井 
安全で質の高い←この点はよくわからないが、山之上の梨はよく

購入する 

女性 30 歳代 古井 そのような活動を少しＴＶで見ました 

女性 30 歳代 古井 

あるのかもしれませんが、手に入っている実感はない。地元のも

のを手に入れようという気がない。欲しいものはネットで世界中

から買えるので、よっぽどの物がないと買わない 

女性 40 歳代 古井 

バローをよく利用するのですが、地元産があまり意識できない陳

列の仕方であると思います。バロー、アピタ、コノミヤ等、地域の

大型スーパーにもう少し地元産野菜のアピールをしていただい

てもよいのではないかと・・・ 

女性 50 歳代 古井 （農）は良いが（林）はなじみがない 

女性 60 歳代 古井 
世の中野菜が高い、たしかにこの地方も高いと思う。地元産は

少しでも安く買えないのかな 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70 歳代 古井 
ＪＡの直売所をよく利用しているが品ぞろえ、価格等もう一工夫

ほしい 

男性 80 歳以上 古井 地元産のものが少ない 

男性 40 歳代 蜂屋 
山間部の伐採をして利用しやすくなったので山間部で採れる「シ

イタケ栽培」などおこなってみては 

男性 60 歳代 蜂屋 なかなか手に入らない 

男性 60 歳代 蜂屋 
市が荒廃地を地権者から借りて農作物を作ってみたい市民に耕

作してもらってはどうか。荒地がかなり目立つ 

女性 20 歳代 加茂野 地元のものを買える場所が少なく、手に入りにくい 

女性 30 歳代 加茂野 高い。坂祝のオークワは置いてあるが 

男性 40 歳代 加茂野 
農作物を生産する担い手を何んとか増加して、休耕田等の土地

が利用できると良いと思います 

男性 60 歳代 加茂野 収益性の高い物がない 

女性 30 歳代 下米田 
農協以外の店（スーパー等で）で、あまり美濃加茂産は見ないと

思う 

男性 60 歳代 下米田 ＪＡにあるが、可児のとれった広場のような大きな所がない 

 

【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 近所の方から、友達等から頂きます 

男性 60 歳代 太田 なにがあるのか 

女性 70 歳代 太田 ＪＡで時々購入 

男性 80 歳以上 太田 どの商店に何があるか良く解らない 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 80 歳以上 古井 ＪＡにて 

女性 60 歳代 山之上 グリーンセンターはよく週末とか利用します 

男性 60 歳代 加茂野 みのかもグリーンセンターへ行きます 

女性 30 歳代 伊深 ＪＡの直売所で買っています 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

男性 70 歳代 下米田 自分で作っていて分からない 

女性 80 歳以上 下米田 わからない 
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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 古井 中山道まつりなど、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 20 歳代 太田 観光地などない 

女性 30 歳代 太田 
もっと中山道など、店をふやしたり、おしゃれにすると人が来やす

い 

男性 40 歳代 太田 がんばっていると思いますが、アピールが足りないかも・・・ 

男性 50 歳代 太田 外国人観光客も少ない 

女性 50 歳代 太田 

おんさい、タニシング・ヒーローＴＶでせっかく美濃加茂が聖地と

紹介されたので、各地域でも踊れるので練習したい人は行ける

よう、情報が欲しい 

男性 60 歳代 太田 ライン下りもなくなりました。昭和村の風呂屋も閉店してます 

男性 60 歳代 太田 何かがある時だけ、草引。あとは、道路草まみれ 

男性 70 歳代 太田 市の指導で（財政）で誘致すべき 

男性 70 歳代 太田 旧中山道が滋賀の黒壁通り（長浜市）のようにすべき 

男性 70 歳代 太田 観光資源が乏しい、開発すべき 

男性 70 歳代 太田 古い資源にこだわりすぎ、新しい資源づくりが必要 

女性 70 歳代 太田 シュロスからのライン下りもなくなり淋しい 

男性 80 歳以上 太田 公園と云う名前は聞いたことがあるが無いに等しい 

男性 30 歳代 古井 
太田宿の辺りは、地元の人間は、いかない場所、毎週行くような

しくみが欲しい 

女性 30 歳代 古井 若い視点からＰＲ強化 

女性 30 歳代 古井 中山道をもっと活かせないか・・・と思う 

女性 30 歳代 古井 観光地としては、まだ不足している 

女性 30 歳代 古井 
みのかもは観光としては何もないです。ライン下りや昭和村をア

ピールしてほしい 

女性 30 歳代 古井 駅前（南）がざんねん 

女性 30 歳代 古井 お客様をご案内するところがない。思いつかない 

男性 40 歳代 古井 昭和村の低迷等に表れているように、誘客ができていない 

女性 40 歳代 古井 
住みやすさという意味では、とても魅力のある町なのですが、観

光地といわれると、今一ピンとこないのはなぜなのかと・・・ 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40 歳代 古井 

中山道は一部の建物だけ古く、中途半場な気がします。美濃市

のうだつの街や高山の古い町並のようになったら魅力的です

が、大変でしょうね。道も狭いし 

女性 50 歳代 古井 案内する所がない 

男性 60 歳代 古井 ＰＲ不足、ネット、ＳＮＳ等の活用 

女性 60 歳代 古井 観光地ってどこ。日本ラインもなくなり中仙道も今１つだし・・・ 

男性 70 歳代 古井 観光より住みやすい町作りを 

女性 70 歳代 古井 
中山道の旧街道など点でなく線でつながる街になれば、もっと魅

力が出る 

男性 80 歳以上 古井 川まち、中山道を生かし魅力的な観光地を願う 

男性 60 歳代 山之上 みりょく足りない 

女性 60 歳代 山之上 
大きな川や、市北部の緑豊かな森はあっても観光地にはなって

ない 

男性 40 歳代 蜂屋 

田の荒廃が進む中、担い手の必要、加茂野では牧草事業を展

開。麦を栽培して美濃加茂の風土を活かしたパン類を作ってみ

ては 

男性 60 歳代 蜂屋 観光地ってどこ、何に、行きたい見たいと思える所がない 

男性 70 歳代 蜂屋 以前よりは廃れている 

男性 70 歳代 蜂屋 「ライン下り」もなくなり観光客はほとんど見かけない 

男性 20 歳代 加茂野 

はっきり言って美濃加茂観光とは、ってなります。美濃加茂と言

えば観光スポットはココ、写真撮るならココ、名物はコレ、と言うも

のをもっと大たんにアピールしてほしい。それか新しくつくってほ

しい 

女性 20 歳代 加茂野 遊べるところがない 

女性 30 歳代 加茂野 
美濃加茂で観光するなら、と考えても特にすすめられるところが

ない 

女性 30 歳代 加茂野 

まちの資源は何を売り出していますか。梨狩りとかやっているの

ですか。観光できるところがあると思いません。しいて言えば昭

和村 

男性 50 歳代 加茂野 昭和村の温泉風呂が、いつのまにか閉店した 

男性 50 歳代 加茂野 何もない 

男性 60 歳代 加茂野 少ない 

女性 30 歳代 伊深 観光地になると騒がしくなるので、無暗に目指すべきではない 

男性 60 歳代 伊深 市外の友人にどこを案内するの。空地まるけの中山道 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 下米田 よその人にすすめられるような所は何もないと思う 

男性 60 歳代 下米田 
日本ライン下りを復活させるべき。補助をしてでも（伝統がなくな

る） 

男性 60 歳代 下米田 ライン下りの復活 

 

【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 山之上のくだもの、蜂屋の柿以外何がありますか 

男性 70 歳代 古井 今後に期待します 

男性 60 歳代 加茂野 よく、わからない 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません 

男性 70 歳代 三和 分かりません 
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（15）防災体制の整備 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20 歳代 古井 防災マップがあるのが良い 

女性 50 歳代 古井 古井川合地区は、とてもまじめに取り組まれています 

 

【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 10 歳代 太田 大雨による洪水が多いため 

女性 30 歳代 太田 アナウンスがききとりづらい 

男性 40 歳代 太田 水害 

男性 50 歳代 太田 具体的に何に対して備えているかわからない 

男性 60 歳代 太田 

年１度の防災訓練、当番の自治会はそれなりに参加があるが、

他の自治会はどう。いざ災害があった時どこの避難所に行った

らいいか。わかる人何人ぐらいみえるだろうか。以前玄関先に貼

り付けて無事を確認出来るステッカーをもう１度再発行してほし

い。〇〇〇の避難所に行きますと書けるといいかな 

女性 60 歳代 太田 
無線放送が聞きづらく思います。家においては確認出来る対処

はしている 

男性 70 歳代 太田 市民に温度差有り 

男性 70 歳代 太田 防災ＭＡＰを全戸配布、防災ラジオの配布等必要 

男性 70 歳代 太田 
排水対策が不充分。農地が宅地化されても排水能力が見直しさ

れていない 

男性 80 歳以上 太田 子供が別に住んでいるので心配 

女性 30 歳代 古井 

町の避難訓練では、ヘルメットをかぶって、ご近所の方々とおし

ゃべりをしながら避難場所まで歩くだけのイベントになっている。

まったく危機感がない。一人一人、家庭、学校、職場、それぞれ

の立場での意識が必要。我が家では離れ離れで災害に合った

場合の集合場所を決めて安否の確認をする方法を考えてある。

又、子供が学校で学んだ防災の知識を親と共有するようになっ

ている 

男性 40 歳代 古井 自治会等で話題になることすらなく、意識は低いと思われる 

女性 40 歳代 古井 

市役所の体制はＯＫなのではと思います。我が家も万全です。た

だ地域といわれると本部（役所）はＯＫでも、１つ１つの地域、他

の家庭は大丈夫なのかなと・・・ 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 古井 地域毎の防災体制（例）団地→火災、山側→土砂、川側→水害 

男性 60 歳代 古井 

数年前に市の条例を確認しましたが、災害時における、ペット同

はんのひなんについて何も決められていなかった。同様に本気

で、災害発生時の事を考えたら欠けている事は他にもあるのだ

ろうと思います 

男性 60 歳代 古井 
美濃加茂市独自の防災体制の充実として、各家庭の防災グッズ

の配布等々 

女性 60 歳代 古井 大きな地震が来たらアウト。古い家だしお金もかかる 

男性 70 歳代 古井 突然の災害が何かで決まるので何ともいえない 

男性 70 歳代 古井 
住民に知らせる手だてを（防災ラジオなど）。防災むせんが聞こ

えないため 

男性 80 歳以上 古井 
高齢社会になり、若い人が家に帰る時間も遅く、体制は不十分と

思われる 

女性 30 歳代 山之上 
家庭でも特にしていない。路面凍結で通行止めになったり、竹林

火災の時も家からうごけなくて、とハラハラしたことはあった 

女性 50 歳代 蜂屋 あまりしていない 

男性 60 歳代 蜂屋 太田の水害以外、大きな災害の発生が少ないため 

男性 60 歳代 蜂屋 準備はしたいと思っているがなかなか出来ない 

男性 70 歳代 蜂屋 
一部には訓練等進んでいるが、市民の多くは解かっていないか

な 

男性 20 歳代 加茂野 
自治体の避難場所（公民館）等は建物が古く、防災体制はととの

っているとは思うが施設的な問題で不安がある 

女性 20 歳代 加茂野 何も体制ができていない 

女性 30 歳代 加茂野 
避難場所は小学校だと思うが遠いと思う。加茂川付近は冠水し

やすく大雨のときは通行止めになって驚いた 

女性 50 歳代 加茂野 災害時の避難場所が遠い 

男性 60 歳代 加茂野 行政の主導でなく本当に機能する体制になっていない 

女性 30 歳代 伊深 年１回の訓練のみで意識が薄れていくと思う 
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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 なにもしていない 

男性 60 歳代 太田 我が家にも老人ばかりです。心配 

男性 60 歳代 太田 感じたことがない 

女性 70 歳代 太田 私宅でも不充分です 

男性 30 歳代 古井 非常食を用意した程度 

女性 30 歳代 古井 家庭でまだちゃんと話し合えていない 

女性 30 歳代 古井 私はしているが、してない家もあると思います 

女性 50 歳代 古井 水はあるが、食料はまだ不足がち 

男性 70 歳代 三和 分かりません。現状を公報してほしいです 

女性 30 歳代 下米田 自治会に入っていないのでよく分からない 

男性 60 歳代 下米田 家庭ではなかなかやろうとして出来ていない 
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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 40 歳代 古井 ほぼ満足（４～５くらい） 

 

【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 20 歳代 太田 夜中に放送するのは、やめてほしい 

女性 30 歳代 太田 無線が聞き取りづらいことがある 

女性 30 歳代 太田 
メールがくるのは良いが、詳しい情報がない。アナウンスで流し

た方が良い 

男性 50 歳代 太田 無線は入るけど、何言ってるか風向きでわからない時がある 

男性 50 歳代 太田 
広報の放送が音がかぶって何を言っているのかほとんどわから

ない 

男性 60 歳代 太田 老人には無理 

女性 60 歳代 太田 放送が聞きにくい時がある 

女性 60 歳代 太田 無線が聞きにくいです 

女性 60 歳代 太田 防災無線、室内にいると聞こえない 

女性 60 歳代 太田 スマートホンを持っていないので少々不安感を持ってます 

男性 70 歳代 太田 前頁参照。公報のスピーカーが反響して、聞きとれない 

男性 70 歳代 太田 スピーカーの音がわれてききずらい 

男性 70 歳代 太田 緊急時犬山市のメールが入る。体制を充実すべき 

女性 70 歳代 太田 無線の聞こえが悪い 

男性 80 歳以上 太田 
高齢者に解りやすく知らせてほしい。災害についてはよく知りた

い 

女性 20 歳代 古井 無線がききとりにくい 

女性 20 歳代 古井 ・すぐメールって何ですか。・無線が聞きとりにくい 

女性 30 歳代 古井 無線が聞こえにくい 

女性 30 歳代 古井 防災行政無線、聞きづらい 

男性 40 歳代 古井 無線が聞き取りにくい 

女性 50 歳代 古井 
無線は聞きにくい場所が多いです。すぐメールを使える情報も知

りません 

男性 60 歳代 古井 聴きとりにくい（特に夜間） 

男性 60 歳代 古井 
昨年よりラジオやメールの話は聞くのですがどうすれば受け取れ

るのか 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 古井 無線が聞こえにくい 

女性 60 歳代 古井 放送が聞きとりにくいからあれはだめだ。今は携帯だね 

女性 60 歳代 古井 時に聞き取りにくいです 

男性 70 歳代 古井 防災無線が聞きにくい 

女性 70 歳代 古井 若い人と高齢者との情報格差がある 

男性 80 歳以上 古井 
防災行政無線が聞きづらい（改善を）。すぐメールは大いに利用

し、情報伝達はできている 

女性 30 歳代 山之上 すぐメール、利用していない。市内の放送も聞こえづらい 

男性 60 歳代 山之上 放送がききとりにくい 

女性 60 歳代 山之上 高齢者には分かりにくい 

男性 30 歳代 蜂屋 
メール配信サービス、使用させていただいてます。放送を聞き逃

した際の確認に重宝 

男性 50 歳代 蜂屋 防災行政無線、こだまして聞き取りにくい 

女性 50 歳代 蜂屋 使われていることが少ない 

男性 60 歳代 蜂屋 他と比べた事がないのでこれが普通だと思っている 

男性 60 歳代 蜂屋 防災無線は雨のとき聞きにくい 

男性 70 歳代 蜂屋 防災行政無線が聞きづらい（雨降り、家の中などで） 

男性 70 歳代 蜂屋 情報網は出来ているが、その通りに出来るかが不安 

女性 20 歳代 加茂野 無線がききとりにくいこともある 

女性 30 歳代 加茂野 無線はきこえにくいのでメールはたすかる 

女性 30 歳代 加茂野 
夜中の火事の放送で起こされた。近場ならともかく市内でも遠い

地域の連絡は不要。行方不明者の連絡はいいと思う 

女性 40 歳代 加茂野 遅すぎる 

男性 50 歳代 加茂野 
母親が耳が遠くなった。公報が風の向きで聞こえないと云ってい

た 

女性 50 歳代 加茂野 防災無線が聞こえない 

男性 60 歳代 加茂野 音がききずらい 

男性 60 歳代 加茂野 防災行政無線が聞こえない 

男性 60 歳代 加茂野 メールが使えない人が多くいる。特に外国人、年寄りの人 

男性 60 歳代 加茂野 関に比べれば整っていない 

女性 30 歳代 伊深 防災無線は聞きにくい 

女性 70 歳代 伊深 市の放送が聞きづらいです 

男性 60 歳代 下米田 防災無線は家の中では聞こえない。内容がわからない 

女性 70 歳代 下米田 無線放送が本当に聞きづらく、窓を開けてもダメ 

女性 80 歳以上 下米田 無線が少し遠くだと流れでなにを放送しているか解らない 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 60 歳代 太田 「すぐメール」知らなかった 

男性 70 歳代 太田 分かりません 

女性 70 歳代 太田 メールで知ります 

女性 20 歳代 古井 知らない 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

男性 30 歳代 加茂野 
引っこしてきた時に説明やあんないなどなかったのであることを

知らなかった 

女性 30 歳代 加茂野 やっていない 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 70 歳代 三和 分かりません。防災ラジオは受け取りました 

女性 30 歳代 下米田 そんなのがあるのを初めて知った 

男性 60 歳代 下米田 自分の認識不足で不明 
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（17）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 

男性 70 歳代 太田 
救急車にお世話になったことがある。迅速で親切に対応していた

だいた 

女性 40 歳代 古井 ほぼ満足（４～５くらい） 

 60 歳代 古井 
十分整っていると思いますが、満足してしまう問題ではないと考

えます 

男性 60 歳代 蜂屋 こんな物だと思っている 

男性 50 歳代 加茂野 父親がお世話になりました。救急車の人が親切でうれしかった 

 

【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 

女性 30 歳代 太田 病院の対応が人手不足か、悪い 

男性 70 歳代 太田 各自治会では、自警隊等を独自で作っているのみの感あり 

男性 60 歳代 古井 
ペット同伴避難について書きましたが、あらゆる事態に対応出来

る様にマニュアルを作る事が必要です 

男性 60 歳代 古井 各自治会単位での救急体制のあり方 

男性 80 歳以上 古井 実際に災害が発生した時の体制整備不足 

女性 40 歳代 山之上 
救急車の場合はともかく、救急と医療機関に行っても的確かつ

迅速に看てもらうことができない 

女性 30 歳代 加茂野 
救急より病院から病院をまわされた挙句、症状に対応できない

医者がいて高額のお金を支払った 

男性 60 歳代 下米田 不便は感じないが、対応の病院が不備 

 

【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 よくわからない 

男性 60 歳代 太田 救急は何度かお世話になりました 

女性 70 歳代 太田 消防署の皆さんには感謝 

男性 30 歳代 古井 分からない 

女性 60 歳代 古井 利用したことがないからわからないが救急車は良く走っているネ

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 50 歳代 蜂屋 幸いなことにほとんど利用しない 

女性 30 歳代 加茂野 利用したことがない 

男性 70 歳代 三和 分かりません 
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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 60 歳代 下米田 特に問題ない 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 自治体加入者以外はナゾ 

女性 30 歳代 太田 要援助者が参加できない訓練は意味があるんでしょうか 

男性 60 歳代 太田 実施されているが中途半端に思う 

男性 60 歳代 太田 
市職員さんと消防の方が年 11 回実施して下さってますが、もう

少し各自治会で参加者が増えるといいと思う 

男性 60 歳代 太田 形だけと思う。参加してみて真剣さが足りないと感じる 

男性 70 歳代 太田 もっと具体的に計画要 

男性 70 歳代 太田 東南海トラフの関係訓練が必要と思います 

男性 70 歳代 太田 
災害の少ない都市（地域）だから効果的な実態にあった訓練が

難しい 

男性 70 歳代 太田 実情にあっているか疑問 

女性 70 歳代 太田 遠くまでは歩いていけない 

男性 80 歳以上 太田 高齢者が多く参加も出来ないしあまり知らない 

女性 40 歳代 古井 

木曽川があるし、小さな川もいくつもある。また溜池もある。以前

溺れて亡くなった方もみえる。水の危険性をもっと知らせてほし

い。学校で「着衣水泳」を教えてほしい。スイミングスクールでも

防災訓練で体験できるようにしてほしい。大人も子どももできると

よい。木曽川近くのキャンプ（バーベＱ）場ができるならもっと川

の危険を伝えないといけないのでは 

男性 60 歳代 古井 一律の防災訓練では実情にそぐわない 

男性 60 歳代 古井 まずは訓練よりも市の体制を市民が利用出来る様に伝える事 

女性 60 歳代 古井 参加いまひとつだが大切だと思う 

女性 70 歳代 古井 
私の地区の避難場所は、すぐそばに学校があるのに少し離れた

公園になっており、いざという時使えるか、疑問である 

男性 80 歳以上 古井 実施されていない（参加者が何となくの感が多い） 

男性 40 歳代 蜂屋 
市街地（太田、古井、加茂野等）と山間部（蜂屋以北）は起こりう

る災害が異なると思うので地域にあった訓練を 

女性 40 歳代 蜂屋 土・日休みではない人の訓練日があっても良いように思う 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40 歳代 蜂屋 
防災訓練も、ただ集合場所に行くだけで話などもあまりなく、意

味があるのかな、と感じる 

女性 50 歳代 蜂屋 年１回レベルでやりましたという感じで実感が少ない 

男性 60 歳代 蜂屋 名ばかりの訓練になっているので心配な所もある 

男性 70 歳代 蜂屋 地域での訓練はあるが、今いちキチッとやれてない様に思う 

女性 30 歳代 加茂野 参加したいと思える訓練はない。強制でないのが救い 

男性 60 歳代 加茂野 防災訓練をしているだけで実際発生した時を想定できていない 

 

【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 されているのかわかりません 

男性 30 歳代 古井 分からない 

女性 30 歳代 古井 よくわからない 

女性 30 歳代 古井 先の４／11 ページに記した通り 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 30 歳代 山之上 あまり分からない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 10 歳代 蜂屋 行なわれているということも知らない 

男性 40 歳代 蜂屋 一度も無い 

女性 30 歳代 加茂野 受けたことがない 

男性 60 歳代 加茂野 実施していますが現実にどうなるのかわからない 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

女性 30 歳代 下米田 自治会に入っていないのでよく分からない 
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（19）防災対策の補助金 

 

【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 古井 防災機具庫を各自治会単位に整備してほしい 

男性 60 歳代 古井 防災倉庫の充実 

男性 80 歳以上 古井 補助金制度を市民が理解していない 

女性 40 歳代 山之上 地域によって差があると思う 

女性 50 歳代 山之上 地域防災訓練への参加者が少ないような気がします 

男性 60 歳代 山之上 防災の本質はお金ではないはず 

女性 50 歳代 蜂屋 どの位出されているのか必要な分なのか知りません 

男性 70 歳代 蜂屋 ＰＲ不足 

女性 30 歳代 加茂野 
248 沿いに防災器具が設置してあるところはあるが、緊急時にす

ぐ対応できる体制なのかは不明 

男性 60 歳代 加茂野 少しづつ、そろえていきたいと思います 

男性 60 歳代 加茂野 
何が必要か、どこに置くかを決めることが先でこれがないのに十

分なのか 

女性 30 歳代 下米田 
これで充分ということはないと思うので、高齢者も赤ちゃんも守ら

れるようなシステムを常に考え続けるべきと思う 

 

【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 どこにどのようなものが設置してあるのかも分からない 

女性 20 歳代 太田 周知されていない 

女性 30 歳代 太田 よく知らない 

男性 60 歳代 太田 補助金制度がわからない 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 60 歳代 太田 わからないので評価しない 

女性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 70 歳代 太田 分かりません 

男性 70 歳代 太田 制度のＰＲか 

女性 70 歳代 太田 わかりません 

女性 20 歳代 古井 あるのか 

男性 30 歳代 古井 分からない 

女性 30 歳代 古井 よくわからない 

女性 30 歳代 古井 分からない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 古井 同上 

女性 40 歳代 古井 
多分大丈夫なのだろうなとは思うのですが、ちゃんと私が分かっ

ていないので、という意味で「３」です 

女性 50 歳代 古井 わかりません 

男性 60 歳代 古井 どこに、どの位の非常時用の備蓄があるのかも知りません 

女性 60 歳代 古井 
わからないネ、何がどうなっているのか何かで知らせていると思

うが・・・ 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 70 歳代 古井 本郷町には防災器具庫があるとは知りません 

女性 30 歳代 山之上 分からない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 50 歳代 蜂屋 よくわからない 

男性 60 歳代 蜂屋 これは分らない 

女性 20 歳代 加茂野 何に使っているか、分からない 

女性 30 歳代 加茂野 分かりません 

男性 50 歳代 加茂野 防災器具庫について、知りません 

男性 60 歳代 加茂野 分からない 

女性 30 歳代 伊深 補助金制度そのものを知らないから 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

男性 60 歳代 下米田 よく分からない 

男性 60 歳代 下米田 補助金制度を把握していない 

男性 60 歳代 下米田 わからない 

男性 70 歳代 下米田 分からない 

男性 70 歳代 下米田 わからない 

女性 80 歳以上 下米田 わからない 
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（20）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 太田 数年前にくらべ安心しています 

女性 40 歳代 古井 ほぼ満足（４～５くらい） 

女性 50 歳代 蜂屋 身近な犯罪はほとんどなく安心できます 

男性 60 歳代 蜂屋 何もなくすんでいるので防犯体制が出来ていると思う 

 

【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 10 歳代 太田 
外国人が多く暮らしているため、夜声をかけられて、こわい思い

をする 

女性 20 歳代 太田 道が暗い 

女性 20 歳代 太田 前平公園で、一度変質者がいました。怖いです 

女性 30 歳代 太田 犯罪メールの発生場所を詳しく知りたい。大まかすぎる 

男性 40 歳代 太田 
ルールを知らない外人の方も一部いて、さわいでいる時がありま

す 

男性 50 歳代 太田 自転車やタイヤ、下着の盗難に何度も被害を受けた 

女性 50 歳代 太田 訪問セールスのふりをして、不審者らしき人が来たから 

男性 60 歳代 太田 
街路灯が増えてそれなりに良く感じてますが、現状に満足せず

注意して対策を講じてほしい 

男性 80 歳以上 太田 良く動ける年令の人物が少なく安心は出来ない 

女性 20 歳代 古井 不審者がたずねてきたことがある 

女性 30 歳代 古井 引越す予定（市内）の地域で空き巣がよく発生すると聞く 

女性 30 歳代 古井 
知らない子供たちが家に侵入してくるので、危険を感じる。道路

族など 

女性 30 歳代 古井 

自転車に施錠をしてもサドル、自転車のパーツを盗まれたことが

多々あります。アピタの人目のつく駐輪場でもパンクさせられまし

た 

男性 40 歳代 古井 運転マナーが悪いので、取り締まってほしい 

男性 40 歳代 古井 近所で空き巣等が発生しており、危険は感じる 

女性 40 歳代 古井 

空き巣対策をしてほしい。パトロールを多くしてほしい。人手がた

りなければ年末など民間や市民ボランティアで見回りをしてほし

い 

男性 50 歳代 古井 家の付近で夜、パトカーが出動していることが、しばしば。不安 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 50 歳代 古井 海外の方が増えると、よけいに不安にも感じます 

男性 60 歳代 古井 防犯カメラの設置 

男性 60 歳代 古井 他国との生活の違い、夜やかましい時もある。人としては良い 

女性 60 歳代 古井 
いつどこでまきこまれるかわからない不安はある。犬の散歩中

急に背後からきたらだめ 

女性 70 歳代 古井 空き巣が多いです 

男性 80 歳以上 古井 
住民同士のふれあいが少なく、自治会加入を増やし安心を確保

する必要が 

女性 80 歳以上 古井 犯罪の危険は感じている、いつ、どこで 

女性 30 歳代 山之上 
近くの竹林火災など、またいつどんな時に起こるかと、心配はあ

る 

男性 30 歳代 蜂屋 住宅地で街灯が少ない地区あり 

女性 40 歳代 蜂屋 空き巣は多いと感じます 

男性 70 歳代 蜂屋 犯罪はいつ、どこであるのかこれで安心はないと思う 

男性 70 歳代 蜂屋 防災灯不足と監視カメラ不足 

女性 30 歳代 加茂野 他市の人から美濃加茂市は不用心と言われる 

女性 30 歳代 加茂野 子供が帰宅をこわがる。だれもいないので 

女性 30 歳代 加茂野 
空き巣、下着ドロボー（自宅、コインランドリーであった）同じアパ

ートの住人の車が一夜に何台も車上荒らしにあった 

女性 40 歳代 加茂野 子供が知らない人に声かけられたと言っても役所はこなかった 

男性 50 歳代 加茂野 外国人が不安 

女性 50 歳代 加茂野 変質者がたまに現れるのが不安 

男性 60 歳代 加茂野 地域全体を見守ることがなかなかできないのでは 

男性 60 歳代 加茂野 防犯カメラの設置箇所が少ない 

男性 70 歳代 三和 
鍵をかけずに外出するので、工具（電動チェンソー）を盗まれまし

た 

男性 60 歳代 下米田 近、泥棒が頻繁に発生していると聞いており、不安を感じる 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 山之上 住んでいる地区にもよると思います 
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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 60 歳代 太田 
役員さん小中学校の先生方、親さん、ボランティアの方々たいへ

んと思います。ありがたいと思います 

男性 70 歳代 太田 安全のための多様な設備があり生かされている 

男性 70 歳代 古井 大体守られているようです 

女性 30 歳代 山之上 
朝夕と見守り隊の方の姿があったり、下校の放送があったりする

のは良い 

女性 50 歳代 蜂屋 身近なところでは事故がない 

男性 70 歳代 蜂屋 よく守られており道路もいい 

 

【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 20 歳代 太田 バイクで暴走する若者が危ない 

女性 20 歳代 太田 高齢の方の運転マナーがあまり良くない 

女性 30 歳代 太田 
神明堂の交差点が分かりにくく危険。川側からの車が信号を守

っていない 

女性 30 歳代 太田 
カーブミラーがほとんど機能してない。細い道を、抜け道としてと

ばす人が多い 

男性 50 歳代 太田 歩行者に思いやりが無い人が増えた 

男性 60 歳代 太田 ブラジル人の横着には腹が立つことがある 

男性 70 歳代 太田 
太田小学校の南側道路、通勤時車両が多い。スピード出す車有

り危険 

女性 30 歳代 古井 地域によって差がある 

女性 30 歳代 古井 

新太田橋の二村化学側道路での車の割りこみがひどい。直進す

る車が、空いている右車線を走り、直進車線に割込む。ジャパン

レンタカーの交差点もっと店側の車がスピード出しすぎて、右に

曲がるのが怖い 

女性 30 歳代 古井 高校生の交通ルール違反がひどい 

男性 40 歳代 古井 運転マナーが悪いので、取り締まってほしい 

女性 40 歳代 古井 

市内を走るほとんどの車は安全な運転をしていると思いますが、

歩行者や自転車の人のマナーが今一つよくないと感じることが

あります 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40 歳代 古井 

近頃外国人の交通ルールが守られていません。右折レーンにい

るのに青になったら直進レーンにわりこんできたり、信号無視

や、チャイルドシートなし。とってもこわいです。外国の方は保険

に入ってないとか・・・教習所では外国語でしっかり伝えているの

でしょうか。日本語であやふやなままでは困ります 

男性 50 歳代 古井 高校生の自転車マナーの悪さ 

男性 60 歳代 古井 近くの住宅地内でもスピードを出して、走り回る車がいます 

女性 60 歳代 古井 
自分が正しいと思っても他人がぶつかってきたらふせげないよ。

今の所は安全かな 

女性 70 歳代 古井 
信号無視や横断歩道で待っているのに止まってくれない車が多

い 

男性 80 歳以上 古井 環境の見直しが必要 

男性 60 歳代 山之上 歩道がせますぎます 

男性 60 歳代 山之上 道路整備、歩行者用道路の整備を 

男性 20 歳代 蜂屋 カーブミラーの曇り防止化がされるとありがたい 

女性 40 歳代 蜂屋 
信号が１つ出きたことで、目の前の道を通り抜ける車が増加、事

故も多発しているが何ら対策がされていない 

男性 60 歳代 蜂屋 交通安全週間には出来ている、他はいまいち 

男性 70 歳代 蜂屋 冬期の凍結対策不足事故多発 

女性 20 歳代 加茂野 信号むしする人がいる。通学路に横断歩道のないところがある 

女性 30 歳代 加茂野 通学路の自転車が通れる道が少ない。とても危険 

男性 40 歳代 加茂野 

地元周辺の道路環境で恐縮ですが、年々住民数が増えて良い

のですが、近くのすれちがうのがやっとの道路の交通量も増え、

そんな中で学童路でもあるので幅員の拡幅をと思ってしまいます

男性 50 歳代 加茂野 中学生の通学（自転車）のルールが悪い。２列など 

女性 50 歳代 加茂野 
自転車のマナーが悪い。確認しないでいきなり出てくることが多

い 

男性 70 歳代 三和 
間見峠の細道を無茶苦茶に運転する人が何人かおります。ま

た、ゴミを捨てます 

女性 50 歳代 下米田 
車がよく通るのに、小学生の通学路となっていて、歩道がないた

めいつも危険を感じる（牧野地区） 

男性 60 歳代 下米田 歩道がない所が多い 

男性 60 歳代 下米田 
中・高生（学生）の自転車のマナーが 悪。急な飛び出しが多い

（狭い道） 
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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 お互いに充分気をつけること 

男性 80 歳以上 太田 道路にしかれている赤色地帯は何を意味するのか解りません 

男性 60 歳代 加茂野 皆さん忙しいみたいです 
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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 20 歳代 太田 意識して食事のことを考えている 

男性 70 歳代 太田 木曽川堤は大変環境がよく取り組めている 

男性 30 歳代 古井 走る程度 

男性 60 歳代 古井 自己責任でやっています 

男性 70 歳代 古井 自分にできそうなことをしている 

女性 80 歳以上 古井 時々歩く 

女性 50 歳代 蜂屋 歩くことに力を入れている 

男性 60 歳代 蜂屋 毎日歩いている 

男性 70 歳代 蜂屋 
卓球クラブに所属しており、週３～５日は行なっている。ウォーク

も時々 

男性 60 歳代 加茂野 何とかやってます 

男性 60 歳代 加茂野 自分で行なう様にしています 

女性 70 歳代 伊深 １日２回、犬と散歩しています 

男性 60 歳代 下米田 ウオーキングを実施している 

 

【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 60 歳代 太田 場所、時間が合わない 

男性 60 歳代 太田 あっちこっち専門医にかかってます 

男性 70 歳代 太田 河畔公園の活用不足 

男性 80 歳以上 太田 自分では取り組んでいるつもりでも不足か。病院がたより 

女性 30 歳代 古井 健康しんだんは、もっと安くもっと回数あった方が良いと思います

女性 40 歳代 古井 気持ちはありますが・・・ 

女性 60 歳代 古井 散歩。やってないネ、長続きしないネ 

女性 30 歳代 山之上 特別、健康のためにしていることがない 

男性 40 歳代 蜂屋 市民に無料使用開放して欲しい 

男性 60 歳代 蜂屋 

市民が習慣化して取り組むことのできるようなメニューを提案し

てみてはどうか。（家庭において出来るようなこと）１．ウォーキン

グ、２．スロージョギング 

女性 30 歳代 加茂野 していない 

女性 30 歳代 加茂野 いいえ 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 加茂野 スポーツや体づくりをする場所がない 

女性 30 歳代 伊深 職場と家との往復のみで、精神的余裕がない 

男性 70 歳代 三和 
健康づくり項目で有料なのはおかしいと思います。無料にすべき

です 

 

【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 自分の考え一つですね 
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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 20 歳代 太田 市のがん検診などいいと思う 

女性 40 歳代 太田 大きな病院もかかりつけ病院も市内にあり安心です 

男性 70 歳代 太田 ハイ 

男性 70 歳代 太田 個人病院が充実している 

女性 40 歳代 古井 ほぼ満足（４～５くらい） 

女性 80 歳以上 古井 身近医院有り 

女性 30 歳代 山之上 病院がいろんな所にあるので、近くに行ける 

女性 40 歳代 蜂屋 
土・日祝診療を受けられる医療機関が出きて子供の病気の時は

とても助かる 

女性 50 歳代 蜂屋 自動車で 15 分以内に一通りのクリニックがある 

女性 30 歳代 加茂野 近くに小児科ができてありがたい 

 

【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 20 歳代 太田 産科が少ない 

女性 30 歳代 太田 
産婦人科が、美濃加茂市に、木澤しかない。しかも、受け入れ少

なくしてる。産婦人科病院増やしてほしい 

男性 80 歳以上 太田 予約予約で待時間が長すぎます 

女性 30 歳代 古井 育休中、冬という条件から満足にいかない 

女性 30 歳代 古井 お金がなくて、受け付けられない人が、かわいそう 

女性 30 歳代 古井 
婦人科が少なく、予約をとるのも大変。少々のことはガマンして、

なるべく病院に行かない 

女性 50 歳代 古井 
大病した時に、行く病院が限られてしまいます。もっと良い（大き

な）病院があれば良いのに・・・ 

男性 60 歳代 古井 
ただし、名古屋に住む医師から聞きましたが市民病院のない市

町村は、低く見えるらしいですよ 

女性 70 歳代 古井 待ち時間が長く診察の内容にも不満がある 

男性 60 歳代 山之上 質には今一不満があります 

男性 60 歳代 蜂屋 
決めた医者があり必要な事は出来ているが、心配な所も多少あ

る 

男性 20 歳代 加茂野 
休日、夜間担当医をもっとふやして欲しい。今は太田まで出ない

とほぼないのが現実 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 加茂野 中心地にクリニックや病院がかたよっている 

女性 40 歳代 加茂野 母子は無料で子供が多い所がないのはなぜ 

男性 50 歳代 加茂野 父が長期入院をしている。同じ病院で長期入院望んでいる 

女性 30 歳代 伊深 
健診で指摘事項があったが、病院へ行くと病気になりそうで行け

ない（インフルエンザやかぜがはやっているから） 

男性 60 歳代 伊深 待ち時間、混み具合を考え市外の病院へ行っている 

男性 60 歳代 下米田 市民病院が欲しい。現在は可児とうのう病院に通院している 

 

【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 以前、木澤ＨＰで大変お世話になりました 

男性 60 歳代 太田 サービスとはなにか 

男性 70 歳代 太田 かかりつけ医→総合病院良です 

女性 70 歳代 太田 まあまあ 

女性 60 歳代 古井 定年になってからは市を利用している、大切ですよ 

男性 30 歳代 蜂屋 ただし、木沢記念病院は除く 

男性 70 歳代 蜂屋 ２ヶ月に１度歯科、内科の定期検査・治療をしている 

男性 60 歳代 加茂野 地域のお医者様にかかってます 

男性 70 歳代 三和 一応 

 

 

 

 



    

- 53 - 

 

（24）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 

女性 30 歳代 太田 街中で障がい者に出会わない＝出てこられない環境なのか 

女性 30 歳代 古井 障害者の理解はまだまだ、たりないと思います 

男性 60 歳代 古井 障がい者の就労場所の充実 

男性 60 歳代 古井 市の行事に障害者が参加出来る体制が、とれていますか 

男性 80 歳以上 古井 障がい者の行動にも問題があることもある 

男性 60 歳代 山之上 
国の取組み自体がおそく、又、方向性が少しずれていると思いま

す。全ての人の意識をかえる教育が必要では 

女性 30 歳代 加茂野 感じる機会がない 

女性 30 歳代 加茂野 毎朝、障がいのある子が通学している道路の歩道が狭い 

男性 60 歳代 加茂野 むつかしいと思います 

男性 70 歳代 三和 
障害者のボランティアをしていますが、福祉施設で入浴は無料

にしてあげてほしいです 

女性 30 歳代 下米田 
障がい者（親も）同士だけでなく、健常者の人たちとみんな一緒

に交流できる場があると、お互いに分かり合えるとこもあると思う

男性 40 歳代 下米田 美濃加茂にかぎらず、全国的にむずかしい 

男性 60 歳代 下米田 自立支援は充実しているのか 

 

【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 職場にも障がいの方がみえます 

女性 30 歳代 太田 よく分からない 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 現状がわからない 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 70 歳代 太田 よくわからない状態 

女性 70 歳代 太田 よくわかりません 

女性 40 歳代 古井 

美濃太田駅を車いすの子どもが使用した時や、タクシーに車イ

スをのせてもらう時、とても親切にしていただいて嬉しかったで

す。他の場所や場面ではどうかということが、まだよくわかってい

ないので「３」にしました 

男性 60 歳代 古井 わからない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 古井 
障がい者の方を良くパチンコ屋等でみる。又車も良い車を持って

いる 

女性 60 歳代 古井 
デイサービスしか今の所利用してないけど、これからはつかうか

な 

女性 60 歳代 古井 わかりません 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 30 歳代 山之上 分からない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 50 歳代 蜂屋 障害者の方に不便だと聞いたことが身近にはない 

男性 60 歳代 蜂屋 分からない 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 

男性 80 歳以上 下米田 分からない 
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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 60 歳代 古井 自分がその立場になって利用すれば安心と思う 

男性 60 歳代 蜂屋 
親が介護を受けていた事があり、そこそこ充実しているが自分の

これからが心配 

女性 30 歳代 加茂野 老人ホームが多い 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 40 歳代 太田 
林クリニック関連の福祉はひどすぎる。高齢者が金づるになって

います 

男性 60 歳代 太田 職員の対応悪い 

男性 70 歳代 太田 
今後交通手段を含めて不安。バスも利用したいが停留所まで出

る手段が 

男性 80 歳以上 太田 今は何んとか生きていますが介護サービスの充実がほしい 

女性 20 歳代 古井 運転だけはやめさせた方が良い 

女性 30 歳代 古井 お年寄りが買い物に行く手段が少ない 

女性 30 歳代 古井 
今の 60 代の方々が高齢者施設を必要とする時が来たら、施設

が足りなくなると思う。今も足りていないと思うのでさらに厳しい 

男性 60 歳代 古井 支援として買物代行サービス等を行うボランティア活動 

女性 60 歳代 古井 
今後高齢者がふえていく状況にサービスや支援が追いついてい

くのか心配 

男性 30 歳代 蜂屋 
過剰な高齢者福祉の充実は、今後の少子高齢化の中で、財政

の負担になると考えます。子供を増やす方策にウェイトを 

男性 40 歳代 蜂屋 バスが少ない 

男性 50 歳代 蜂屋 特別養護老人ホーム入所順番待ちで困っている 

男性 60 歳代 蜂屋 
誰もが気軽に立ち寄って自由に活動できるような場所、施設の

整備をしてはどうか 

女性 30 歳代 加茂野 感じる機会がない 

女性 50 歳代 加茂野 施設がたらない 

女性 30 歳代 下米田 市のバスのとまる所とかわからない 

女性 30 歳代 下米田 
高齢者が自分で車を運転しなくても自由に出かけられるようにし

てほしい（本人や周りのためにも） 
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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 祖父のとき、たくさんの方にお世話になりました 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 60 歳代 太田 わからない 

女性 70 歳代 太田 これからはどうでしょうか 

女性 30 歳代 古井 

高齢者への支援や介護サービス←まだあまり関わったことがな

い為よくわからない。ただ、あいあいバスの仕組みが変わったの

は充実を狙ってのことなのかなと思っている 

女性 30 歳代 古井 実際、知りません 

女性 50 歳代 古井 １人暮らしはどこに住んでいても高齢になったら不安ですよ 

男性 60 歳代 古井 
介護を受けた事がないので、分からないが、近所の方は良いみ

たい 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 70 歳代 古井 
まだ直接支援やサービスを受けていないが、今後どうなるか心

配や不安が大きい 

男性 80 歳以上 古井 介護前の行動 

女性 30 歳代 山之上 
利用したことはないが、市内巡回のバスを利用する方もいるのだ

ろうと思う 

男性 60 歳代 山之上 
地獄の沙汰も金次第とは昔も今も変わらないと言う事でしょう

か。上記の意見と同様です 

女性 50 歳代 蜂屋 
身近に高齢者がいないのでどのようなサービスがどんな形でも

わからない 

女性 30 歳代 加茂野 
高齢になってから今のアパート周辺で暮らすとしたら、その自信

がない 

男性 60 歳代 加茂野 よく、わからない（金額など） 

男性 60 歳代 加茂野 このままでは孤独死になりかねない 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 

男性 60 歳代 伊深 支援は解からないが、施設は多いと思われる 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

男性 60 歳代 下米田 自分の問題であるが、近所とのつきあいがなくなりつつある 
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（26）市民福祉の推進 

 

【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 

女性 30 歳代 太田 市営住宅等整備不足 

女性 70 歳代 太田 相談があればすぐやる係さん耳をかしてほしい 

男性 80 歳以上 太田 経済的には心配。高齢者の税金などは良く考えてほしい 

女性 60 歳代 古井 
苦しくてもできる範囲でがんばる。いざという時にだれに言えば

いいんだろう 

男性 60 歳代 山之上 
ボーダーラインを引く事自体ナンセンスと感じますが、制度を悪

用する人がいる限り体制を整えるのは難しいのでは 

男性 60 歳代 蜂屋 どこまで体制が整っているのか分らない 

男性 70 歳代 三和 分かりません。公報してほしいです 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 よく分からない 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 活動がわからない 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

女性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 70 歳代 太田 よくわからない 

男性 30 歳代 古井 分からない 

女性 30 歳代 古井 わからない 

女性 30 歳代 古井 分からない 

女性 30 歳代 古井 知りません。わからない 

女性 50 歳代 古井 わかりません 

男性 60 歳代 古井 わからない 

女性 60 歳代 古井 わかりません 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 30 歳代 山之上 分からない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 40 歳代 蜂屋 そういう体制があることをしりません 

女性 50 歳代 蜂屋 身近にそのような方がみえれば意見を聞けますがそうでないと 

男性 60 歳代 蜂屋 本人の働く気力のない人が多い（身近で） 

女性 30 歳代 加茂野 感じる機会がない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 加茂野 分からない 

男性 50 歳代 加茂野 分からない 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 

男性 60 歳代 下米田 よく分からない 
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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 

女性 20 歳代 太田 地域の交流は悪くない 

女性 30 歳代 山之上 子育て支援センター、乳幼児学級を利用して、助かっている 

女性 30 歳代 伊深 地域行事に参加するたび人々の温かさを感じます 

 

【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 太田 働き方の多様で交流は少なくなりました 

男性 60 歳代 太田 どう助け合っているか 

男性 70 歳代 太田 
自治会未加入、行事に参加しない。隣人の付合い大変薄れてい

る 

女性 70 歳代 太田 我は我という感じが強い 

男性 20 歳代 古井 地域イベントをもっと知りたい 

女性 30 歳代 古井 
必要 低限、若い人たちはなるべく近所づきあいをしたくないと

思います 

男性 60 歳代 古井 これがないから、上の３つの点が、うまく出来ないのと思います 

女性 60 歳代 古井 遠くの親せきより近くの隣人だと思う。いい人なら助けてくれる 

男性 80 歳以上 古井 地域コミュニケーションの欠除 

男性 60 歳代 山之上 
個人、地域、国民性により温度差があるのでしょうが、少なくとも

私の住む所では④です 

女性 50 歳代 蜂屋 
住宅が密集していて支えあうことも考えられない、知らない方の

集まりの住宅地 

女性 30 歳代 加茂野 自治会に入っていても感じない 

男性 60 歳代 加茂野 自治会加入率が低い 

男性 60 歳代 下米田 近所とのつきあいが、なくなりつつある 

女性 70 歳代 下米田 
ボランティアで地域の人と関わっているが、どんな声かけ、誘っ

ても心閉ざして、孤独な方が心配 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 80 歳以上 太田 組織がよく解りません。市報でよく説明して下さい 

女性 30 歳代 古井 アパートなのであまり・・・ですが 

男性 60 歳代 古井 人づきあいがにがて 

男性 70 歳代 古井 地域の中での交流にはなるべく参加している 

女性 40 歳代 蜂屋 土日休みの仕事ではないので知り合いは少ない 

男性 60 歳代 蜂屋 分らない 

男性 60 歳代 加茂野 わからない 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 

男性 70 歳代 三和 
分かりません。機関はあると思いますが、今の所健康なので実

感がないです 
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（28）母子保健の推進 

 

【指標を評価している意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 一人なので余り分かりませんがいいと思います 

女性 30 歳代 山之上 健診や講座、実習など利用したことがある 

男性 30 歳代 蜂屋 医療負担０円は非常に助かっています 

女性 30 歳代 加茂野 保育園のご飯がおいしい 

 

【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 20 歳代 古井 小さな子用（考えた）すべり台などが少ないと感じる 

女性 40 歳代 古井 

健康の森のアスレチックがボロボロ。もっと健康を意識した公園

にしてほしい。夏は水遊びをする人が多いので滝の周辺を遊び

やすく改善してほしい。市民プールを再開してほしい。街の中に

公園を作ってほしい。さか上りができない子が多いので、 低で

も鉄棒の遊具を作ってほしい 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 小さい子どもがいませんので、わかりません 

男性 60 歳代 太田 実情がわからない 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

女性 60 歳代 太田 わからない 

男性 70 歳代 太田 子育てしていないので、質問が不向き 

男性 70 歳代 太田 よくわからない 

男性 70 歳代 太田 該当なし 

女性 70 歳代 太田 わかりません 

男性 80 歳以上 太田 子供の事は良く解りません 

女性 50 歳代 古井 子供がいないのでわかりません 

男性 60 歳代 古井 わからない 

女性 60 歳代 古井 昔も今も体制は同じだと思う 

女性 60 歳代 古井 わかりません 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 70 歳代 古井 以前よりはよくなっていると思うが 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 50 歳代 蜂屋 
子供はすでに成人していて現在はどうなっているかはわかりま

せん 

男性 60 歳代 蜂屋 分らない 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 60 歳代 加茂野 分からない 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

男性 60 歳代 下米田 不明 

男性 60 歳代 下米田 判らない 
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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 60 歳代 古井 不安はない、 近の学生も昔みたいな悪はいないと思う 

女性 30 歳代 山之上 医療費や児童手当は嬉しい。産科が増えるとなお良い 

 

【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 10 歳代 太田 
今の感じだとまだ子どもを産みたいと思わない、もっと安心して

産めるようなまちにしてほしい 

女性 20 歳代 太田 産科が少ない 

女性 30 歳代 太田 出産できる病院が少ない。児童館が小さい 

女性 30 歳代 太田 
保育料を払わず、ふみたおす人がいるのはおかしいと思う。本

当に支援が必要な人以外からは徴収するべき 

女性 30 歳代 太田 
ごく一部の人のためのサービスになっていないか、派手さが目

立ち、本当に困っている人はかくれている 

女性 30 歳代 古井 

子を産んで実感できた。ただ、児童館の数が少ないような気がす

る（以前住んでいた地域では小学校のすぐ隣にあり、子どもにと

って親しみあるものになっていたように思う） 

女性 30 歳代 古井 
産めるところが少ない、産んだあとも女性が働けるのか心配。

又、希望の保育園に入れるのか心配、定員など 

女性 40 歳代 古井 
産科が少ない。産んだ後も通えるよう小児科と一緒になった病院

があるといい 

男性 50 歳代 古井 出産する施設が（病院）が少なすぎる 

男性 60 歳代 古井 保育士不足、給与面等で他市へ流れている 

女性 70 歳代 古井 子どもが減少していることは充分ではないのでは 

女性 40 歳代 山之上 美濃加茂市には産婦人科が木沢しか無いので不便 

女性 40 歳代 蜂屋 学童など、もっと臨機応変に対応してほしい 

女性 30 歳代 加茂野 公園、子ども連れが集まれる施設がない 

男性 40 歳代 下米田 全国的に出来てないと思う 

男性 60 歳代 下米田 子供が少ない。充実していない 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 小さい子どもがいませんので、わかりません 

男性 60 歳代 太田 実情がわかりません 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 70 歳代 太田 該当しないので、わかりません 

女性 70 歳代 太田 わかりません 

男性 80 歳以上 太田 子供の事は良く解りません 

男性 60 歳代 古井 わからない 

女性 60 歳代 古井 わかりません 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 50 歳代 蜂屋 
子供はすでに成人していて現在はどうなっているかはわかりま

せん 

男性 60 歳代 蜂屋 他とくらべた事がないので分らない 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 60 歳代 加茂野 分からない 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

男性 60 歳代 下米田 判らない 

男性 70 歳代 下米田 わからない 
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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 40 歳代 太田 子供が通った学校はよかったです 

 

【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 
学区外（下米田小等）、送り迎えが基本。あいあいバスが活用

（半分スクールバス的な）なれば、便利と思う 

女性 30 歳代 太田 もっと子供達の基礎学力をつけてほしい。道徳心も育ててほしい

男性 60 歳代 太田 
小、中学校へ行けない子の学校側の対応、親の気持を考えてほ

しい 

女性 40 歳代 古井 

外国の方への対応。生活環境の違いなどからくるトラブルもあり

ますが、まずは外国の方の学校を作った方がいい。のぞみか普

通の小学校を選べるのではなく、まず親が日本語を話せないの

であればのぞみへ。子どもの通訳では、子どもの勝手な言葉に

変わってしまう。わが子がもっと勉強を教えてもらいたくても、そ

こまで進めない 

女性 40 歳代 古井 

転入後、１年経たず自分自身は特別支援学校の教員で我が子

も同じ学校の児童なので、市内の小中の実情についてはよく分

からないです。充実しているといいな、という期待はあるのです

が、実際どうなのかと気にはなります 

女性 40 歳代 古井 

給食費が他市にくらべて高い。もっと安くならないか、以前機械

が壊れて弁当が２日も続いたが、その後のくわしい説明もなく今

後の対応や給食費についての説明がない 

男性 60 歳代 蜂屋 

教育も温故知新を大切に考える時期に来ている。人を思いやる

心、みんなの助け合い、人の命を重んじる人間愛をはぐくませる

教育が も重要ではないか 

女性 30 歳代 加茂野 知る機会がない 

男性 60 歳代 伊深 少人数学校へ他校や、他市町村からの越境入学ができるのか 

男性 70 歳代 伊深 教育内容は分からないが先生の数が多すぎる 

男性 70 歳代 三和 国が守るべき憲法が正しく教育されておりません。残念です 

女性 30 歳代 下米田 保育園に入れたい人がみんな入れるようにして欲しい 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 小さい子どもがいませんので、わかりません 

男性 60 歳代 太田 実情がわかりません 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

男性 60 歳代 太田 20 年前の評価です。今はわからない 

女性 60 歳代 太田 わからない 

男性 70 歳代 太田 該当しないので、わかりません 

女性 70 歳代 太田 わかりません 

男性 80 歳以上 太田 子供の事は良く解りません 

男性 60 歳代 古井 わからない 

女性 60 歳代 古井 
わからない、子供が無事で一日をすごし一年一年進級し大人に

なっていければ、充実しているのかな 

女性 60 歳代 古井 わかりません 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 30 歳代 山之上 今現在は分からないが 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 50 歳代 蜂屋 
子供はすでに成人していて現在はどうなっているかはわかりま

せん 

男性 60 歳代 蜂屋 身近でないので分らないがそこそこ出来ているのでは 

女性 30 歳代 加茂野 不明 

男性 50 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 60 歳代 加茂野 同上 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません 

男性 60 歳代 下米田 不明 

男性 60 歳代 下米田 判らない 

男性 70 歳代 下米田 わからない 
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（31）青少年の健全育成 

 

【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 太田 いいえ 

男性 70 歳代 太田 近、あいさつすれば変な人に思われる状況になっている 

女性 30 歳代 山之上 見守り隊などのサポートがあるから 

男性 30 歳代 蜂屋 ただし過保護な介入は控えるべき 

女性 50 歳代 蜂屋 知らない方の集まりの中で地域ぐるみと言われても 

女性 30 歳代 加茂野 知る機会がない 

女性 30 歳代 伊深 青少年が地域に少ないと思う 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 昔とは違うから 

男性 60 歳代 太田 小さい子どもがいませんので、わかりません 

男性 60 歳代 太田 実情がわかりません 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

女性 60 歳代 太田 わからない 

男性 70 歳代 太田 該当しないので、わかりません 

女性 70 歳代 太田 わかりません 

女性 20 歳代 古井 あいさつ程度 

女性 60 歳代 古井 興味なし 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

男性 60 歳代 蜂屋 急に聞かれても分らん 

女性 30 歳代 加茂野 知らない 

女性 30 歳代 加茂野 
青少年に対する取り組みが何があるのか分からない。分かりに

くい 

男性 50 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 

男性 60 歳代 加茂野 同上 

女性 60 歳代 加茂野 わかりません 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

男性 60 歳代 下米田 特に何もしていない 

男性 60 歳代 下米田 判らない 

男性 70 歳代 下米田 わからない 
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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 40 歳代 古井 

外国の方々が多い割には、あまりその事を感じずに住んでいま

す。それだけ共存がうまくいっているのかなと思います。それは

市がしっかりやってくださっているからなのでしょう 

男性 60 歳代 古井 以前より外国人の方のマナーは良くなったと思いますが・・・ 

女性 50 歳代 蜂屋 
この市は外人さんが他市より多く自ずと共生していくのではない

ですか 

男性 50 歳代 加茂野 近所で外国人の子どもが学校に通っていて、ほほえましい 

 

【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 太田 逆じゃない、外人に日本の文化を理解してもらうことじゃないの 

男性 80 歳以上 太田 外国人も大切でしょうが先ず地元民で理解し合う 

男性 30 歳代 古井 

日本人とブラジル人を始め外国人が同じ市に住んでいるだけで

あって交流はできてない。例えば向かいに住んでるブラジル人

の名を知らない 

女性 30 歳代 古井 
理解←街の整備はなされてきているとは思うが、市民の“理解”

となるとどうか・・・ 

女性 30 歳代 古井 理解したいが、マナーが悪いので困っている 

女性 40 歳代 古井 

外国の方が多いのはかまいません。しかし、外国の方中心の市

ではいけないと思う。市民が我慢するのではなく、お互いにより

そえるようにしたい 

女性 60 歳代 古井 
近近くに住みはじめた人がいる。あいさつはしてくれる。深まっ

ていないがあいさつは大切 

男性 70 歳代 古井 多文化共生の中で日本の文化に合うように協力してもらう 

男性 70 歳代 古井 
多文化共生の名のもとで外国人（生活態度）に甘いのが情けな

い。外国人がらみの犯罪が多過ぎる 

男性 30 歳代 蜂屋 移民反対 

男性 40 歳代 蜂屋 語学講座を広く開設して欲しい 

男性 70 歳代 蜂屋 外国人に対する差別感はある 

女性 30 歳代 加茂野 
外国人は多い。ａｕにポルトガル語対応のスタッフが以前いたの

ですごい 

男性 60 歳代 加茂野 むつかしいと思います。国民性、考え方がちがうと思います 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 コミュニケーションがとれない。言葉が通じない事が問題 

男性 70 歳代 三和 分かりません。語学教育を無料でしてほしいです 

男性 40 歳代 下米田 未だに外国人に対する、いじめなどがある 

男性 60 歳代 下米田 自治会に入らず、市民との交流もない 

女性 70 歳代 下米田 
隣りのマンションに多数の外国人が住んでみえるので、常に会

話（日本語）が出来ています。良い方が多いです 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

女性 60 歳代 太田 わからない 

女性 70 歳代 太田 わかりません 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 70 歳代 古井 直接関係なく充分わからない 

女性 30 歳代 山之上 個人的には特にない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

男性 60 歳代 蜂屋 分からない 

男性 70 歳代 蜂屋 わかりません 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 

男性 60 歳代 下米田 判らない 

男性 70 歳代 下米田 わからない 
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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 

女性 30 歳代 古井 公共施設に多数存在している 

女性 30 歳代 山之上 文化の森で、いろいろ知ることができる 

男性 30 歳代 蜂屋 「文化の森」をよく利用させていただいています 

男性 60 歳代 下米田 大切にされていると感じる 

 

【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 太田 文化の森等の公報不足 

男性 70 歳代 太田 津田左右吉、坪内逍遙記念館をつくるべし 

女性 70 歳代 太田 文化の森等へ行く機会がない 

男性 80 歳以上 太田 大切にされていないし、知る人も少ないと思う 

女性 30 歳代 古井 
この質問をされて、パッと思いつく歴史、芸術がない。日本は芸

術に対する意識が低い。心の教育に乏しい 

男性 40 歳代 古井 

市役所の新庁舎の中に、300～400 人収容のホールを作ることに

よって、現在の文化会館よりも利便性や稼働率が上がると考え

る 

男性 40 歳代 古井 郷土の歴史や文化財などを学習できる場所が少ない 

女性 40 歳代 古井 

市の歴史や芸術について、どのようなものがあるのか、もう少し

大々的にアピールしていただけるといいかなと思います（市民で

もあまり知らない人がいると聞いており・・・） 

男性 70 歳代 古井 かたまった文化、歴史に 

女性 50 歳代 山之上 
文化の森でよく展示会が開催されているのですが、なにせ市民

の関心が全体的に低いと思います 

女性 50 歳代 蜂屋 関係者の方が大切にして下さっているのでは 

女性 30 歳代 加茂野 
太田町、旧中山道のところは頑張っていると思うが、インパクト弱

い 

男性 60 歳代 加茂野 落書などひどい 

女性 30 歳代 伊深 あまり感じない 

男性 60 歳代 伊深 
逍遥、左右吉など、全く身近に感じられない。他に資金を使って

欲しい 
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【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

女性 60 歳代 古井 ごめん興味ないわ 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

男性 60 歳代 蜂屋 分らない 

男性 50 歳代 加茂野 中山道会館によく行きます 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

男性 60 歳代 下米田 判らない 
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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 

女性 40 歳代 太田 あいあいバスの路線も本数も増えて使いやすくなった 

男性 60 歳代 太田 
あいあいバス乗車してないけどたくさんの時間帯があり便利と思

います 

男性 70 歳代 太田 愛・愛バス好評です 

女性 50 歳代 山之上 あいあいバスが随分充実されたと思います 

男性 30 歳代 蜂屋 
「あい愛バス」の運営ありがとうございます。利用者拡大に向け、

がんばって下さい 

女性 40 歳代 蜂屋 ワンボックス型の愛バス（リムジンバスみたいな）は良いです 

男性 50 歳代 加茂野 
母がいつも父が入院している病院まで利用している。ほんとうに

助かっておる 

男性 40 歳代 下米田 あいあいバスはがんばってもらっていると思う 

 

【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 
あいあいバスが毎日でよくなったが、できれば電車の時刻とあえ

ばもっといい 

男性 40 歳代 太田 バスを使いやすく、もっと身近にしてほしい 

女性 40 歳代 太田 長良川鉄道が高い 

男性 50 歳代 太田 都市部じゃないから、こんなものでは 

女性 50 歳代 太田 
一番近いあいあいバス停まで、歩いて 15 分かかる。お年寄りも

沢山いるので、近い所にあると便利 

女性 60 歳代 太田 バスのルートが今いちわかりにくく利用できてないです 

男性 70 歳代 太田 運転ができなくなった時交通手段が心配 

男性 20 歳代 古井 愛あいバス、電車はもっと使いやすくしてほしい 

女性 20 歳代 古井 古井駅までの電車が少ない 

女性 30 歳代 古井 

ＪＲの本数が増えてほしい。名鉄の方が利用しやすいのが事実。

あいあいバスは、ありがたいが駅へ行く本数をふやしてほしいの

と、白本ライン駅へ行くのを作ってほしい 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 古井 

以前、ＪＲ高山線の列車が走っていない時刻にバスを走らせて

下さいと要望しました。昼の 12 時～14 時、太田～古井地区、高

山線は特急しかなく、バスもない。大変不便、車がないと不便な

町、それが美濃加茂市。妊娠した時、どうやって病院へ通うか心

配。ちょうどいい時刻のバスがあるか、又、夜中主人がいない

時、陣痛がきたら不安。太田タクシーなど妊婦さんに対応してい

るのか 

男性 40 歳代 古井 本数が少なく昔と比べて不便だが増便して欲しいとは思わない 

女性 40 歳代 古井 

バスが結構充実していると感じました。ここで言うべきことではな

いとは思うのですが、できることならば、可茂特支のせめて 100

ｍくらいのところにバス停をお願いできないでしょうか 

男性 60 歳代 古井 あいあいバスの運行経路の見直しが必要かと思う 

男性 60 歳代 古井 ただ走らせているだけでは。老人、子供の立場で・・・ 

女性 60 歳代 古井 
近い将来バスの利用をすることになると思うから使いやすくして

欲しいネ 

男性 70 歳代 古井 
あい愛バスの可児川線はありがたい路線です。将来も長いこと

あい愛バスを運行してくれることを希望します 

女性 70 歳代 古井 
あいあいバスは使いにくい（自分の行きたい場所に直に行けな

い） 

女性 30 歳代 山之上 特に利用していない。電車を利用するにもまず自家用車で行く 

女性 40 歳代 山之上 

せっかくワゴン車に変えたのに、誰のために走っているのか分か

らない。年配の方のためだけに日中に走らせるより、大人や子

供のために駅や繁華街で走ってもらえたら、とても有効に思いま

す 

男性 60 歳代 山之上 私鉄の駅が無い 

女性 10 歳代 蜂屋 良いが、電車の数を増やしてほしい 

男性 40 歳代 蜂屋 利用しづらい 

女性 40 歳代 蜂屋 名鉄の駅がない 

男性 50 歳代 蜂屋 車がないと生活できない市 

女性 50 歳代 蜂屋 必要に応じて利用させてもらっている 

女性 60 歳代 蜂屋 需要度が難しいが、市民バスの本数が少なすぎて利用しにくい 

男性 20 歳代 加茂野 

特に鉄道は不便。名古屋に出るのにすら時間がかかる。名鉄が

ない。長良川鉄道は数少なすぎる本数。高い運賃、あいあいバ

スは少しは便利になった 

女性 30 歳代 加茂野 あいあいバスが、あまりこない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 加茂野 

バス停が遠い。路線バスの充実を。車しか頼りにならない。関市

とか可児市ともっとつなげてほしい。駅に着くまで１ｈかかるなん

てありえない 

女性 50 歳代 加茂野 運行する時間（本数）が、少ない 

男性 60 歳代 加茂野 田舎だから、町みたいにはムリである 

女性 30 歳代 伊深 駅まで遠い 

男性 60 歳代 伊深 赤字でも続けて欲しい。予約のタクシーの方が安上がりなのか 

男性 60 歳代 下米田 バスの本数が少ない 

男性 60 歳代 下米田 コミュニティバス停が判らない 

 

【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 
バスは一度も利用したことがない。41 号線沿いは、いつも混んで

いる 

男性 50 歳代 太田 ＪＲ、タクシー以外なし 

男性 60 歳代 太田 利用していないのでわからない 

男性 60 歳代 太田 使ったことが無い。現在は車で 

男性 60 歳代 太田 使った事がない、後にお世話になると思うが 

男性 70 歳代 太田 使った事がない 

男性 70 歳代 太田 未利用につき 

女性 70 歳代 太田 これから利用させていただきます 

男性 80 歳以上 太田 赤バス等よく解らない。利用しずらい 

女性 30 歳代 古井 あまり使ったことないのでわからない 

 60 歳代 古井 ほとんど利用することがありません 

女性 70 歳代 古井 今のところ自家用車を乗っているが今後心配 

女性 60 歳代 山之上 今は利用しないのでわかりません 

男性 60 歳代 蜂屋 
乗った事が今はないので分らないが、この先乗るかもしれないの

で乗りやすくしてほしい 

男性 30 歳代 加茂野 車がないと不便だと思う 

女性 30 歳代 加茂野 
使ったことがないです。あい愛バスが変わって、使ってみたいと

は思っています 

男性 60 歳代 加茂野 車に頼ってしまう 

男性 60 歳代 加茂野 車なしでは生活できない 

男性 70 歳代 三和 分かりません。車で移動しますので 

女性 70 歳代 下米田 本当にマイカーばかり 
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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 

女性 40 歳代 古井 我が家の周囲は住みやすいです。他の地域はどうかな・・ 

女性 60 歳代 古井 新しい家が次々に立ち住民も増加 

女性 30 歳代 山之上 我が家は日当たりもよく、見晴らしがいい 

女性 50 歳代 山之上 
人口が減っていますが静かな田舎は住みやすいです（自治会つ

きあいをいやがる方もいますが・・・） 

男性 70 歳代 蜂屋 新しい住宅地はとても住みやすいように進んでいる 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

男性 50 歳代 太田 空家が増えてきた 

男性 60 歳代 太田 近所に空き家が多い（草木がのびほうだい） 

男性 70 歳代 太田 高齢者の移動等、全然整備されていない 

男性 70 歳代 太田 無秩序に宅地化されている 

女性 30 歳代 古井 
となりの人と一定のきょりがあるアパートでもあれば、両親も引っ

こしてこれます 

女性 30 歳代 古井 
我が家は一戸建てですが、ペット可のアパートを探した時、なか

なかなかった 

男性 40 歳代 古井 
空き家が多い地域の整備を、持ち主ともっとスピーディーに対応

してほしい 

男性 40 歳代 古井 
管理されていない朽ちた空家が悪臭やネズミの発生源になって

いる 

女性 40 歳代 古井 

東総合グラウンドの駐車所の白線が消えて止めにくい。グランド

の南側の土の空地も駐車所にしてほしい。コンテナもそちらへ移

動して駐車場をふやしてほしい。下古井交流センターの駐車所も

少ない。道路に面した畑や田を所有されてる方で、道がせまい

のにもかかわらず、路駐をして畑作業をされると、通行の妨げに

なる。畑や田の一角を整地して路駐しないようにしてほしい。整

地する補助金を出してもらえないか。団地内も路駐が多い。夜に

なると止めたりする。危険なのでやめてほしい 

女性 30 歳代 蜂屋 自宅近くに街灯がないので暗い、猫の糞被害 

男性 70 歳代 蜂屋 住宅地で雑草、雑木が繁り環境整備の推進必要あり 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 20 歳代 加茂野 

工業団地同様にもっと住宅地をふやしても良いと思う。となりの

可児市、そのとなりの多治見市は住宅地が充実しているので、

まわりの友人は結婚して美濃加茂を出ていってしまう 

男性 40 歳代 加茂野 
自治会作業で除草時に除草が用水路に入ってしまうので、気を

付けておとします 

男性 50 歳代 加茂野 公園が少ない 

男性 70 歳代 三和 道路にゴミを平気で投げる人間がいる。取り締まって下さい 

男性 60 歳代 下米田 工場の騒音等の問題有 

 

【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 よくわからない 

男性 80 歳以上 太田 よく解りません 

男性 60 歳代 蜂屋 これはと思う所がないので 

男性 60 歳代 加茂野 よくわからない 
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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 

男性 40 歳代 太田 
うまく自然を残して開発して下さい。美濃加茂の景観は山が近く

て好きです 

女性 70 歳代 太田 伊深の風景好きです 

女性 50 歳代 山之上 
どこかまとまりのない風景に思えますが、高台からの景観はす

ばらしいと思います 

男性 60 歳代 蜂屋 今住んでいる所がそこそこ美しいと感じている 

男性 60 歳代 加茂野 さがせばたくさんあると思う 

男性 70 歳代 下米田 自然な景観がよい 

 

【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 10 歳代 太田 中山道の通りのにおいがきついです 

女性 20 歳代 太田 雑草がよく生えている。各務原市を見習ってほしい 

女性 30 歳代 太田 古い使っていなくてボロボロのパチンコ店などがある 

女性 30 歳代 太田 活性化していない 

男性 50 歳代 太田 自由に作られすぎて、汚い 

男性 60 歳代 太田 
統一した景色ではない。景観がバラバラ。江戸、昭和、現在、美

濃加茂市は何を求めるのか 

男性 60 歳代 太田 なにをもって美しいかがわからない 

男性 70 歳代 太田 道路わきの草刈りをして美しくして欲しい 

男性 70 歳代 太田 中仙道一部感じる 

男性 70 歳代 太田 中山道沿整備すべきと思います 

女性 30 歳代 古井 開発に伴い景観が失われている 

女性 40 歳代 古井 

住みやすい町なのですが、住みやすさ＝景観のよさ、まちなみ

の美しさではないなと感じました。ちょっと雑な感じの町並みです

ね。少しずつ整備されていくといいなと思います 

女性 40 歳代 古井 

空家や空店舗が放置されて精神的にまち全体が暗く感じる。今

後空家になりそうな家など調査し家族構成をはやめに把握、今

後の提案をしていってはどうか。リフォーム、古民家再生、古材

販売、リサイクル、グループホームや子育てサークルで使用、

塾、宿泊場など 

女性 60 歳代 古井 
木曽川は静かであれば美しい。駅前が静かだが駐車場がない

からネ 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 70 歳代 古井 
農地や空地がどんどん宅地区されているが、民間企業まかせに

見える 

男性 80 歳以上 古井 ボランティアの支援が必要 

男性 50 歳代 蜂屋 中山道太田宿はまだまだ 

男性 70 歳代 蜂屋 まだまだ発展途上だと思います 

男性 70 歳代 蜂屋 住宅地で雑草、雑木が繁り環境整備の推進必要あり 

男性 20 歳代 加茂野 

ここはすごいキレイだと言うスポットが美濃加茂には無い。これ

からそのような場所をつくって形成してほしい。そうすれば美濃

加茂観光にもむすびつくと思う 

男性 30 歳代 加茂野 道路などゴミが多い 

女性 30 歳代 加茂野 あまり整備されていない 

男性 70 歳代 三和 無人の家が目につき、こわれたままになっています 

女性 30 歳代 下米田 草がぼーぼーの所があって、キタナイ 

男性 60 歳代 下米田 美しい所があるが、活かしきれていない 
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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 

女性 20 歳代 太田 前平公園をよく利用するが、きれいです 

男性 60 歳代 太田 どこの公園も美しいと思う 

女性 30 歳代 山之上 子どもと公園であそぶことがあるが、清潔で安全だと感じる 

女性 40 歳代 蜂屋 近くの公園はよく整備されています 

男性 60 歳代 加茂野 いいと思います（使う人のマナーのもんだいです） 

 

【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 前平公園の遊具を新しくしてほしいです 

女性 30 歳代 太田 
小さい子向けの公園が少ないように思う。あっても危険を感じる

遊具だった 

女性 30 歳代 太田 公園が少ない。あっても汚くて遊ばせたくない 

男性 40 歳代 太田 公園が少ないかな 

男性 50 歳代 太田 自分の居住地には、近くに無い 

女性 50 歳代 太田 小さい子供が安心して遊べる公園があるといいです 

男性 60 歳代 太田 
タバコの投げ捨てが時に見られます。“マナー”は守って欲しいで

す 

男性 70 歳代 太田 草は生えて気になります 

男性 70 歳代 太田 駅北等、全然。作っただけで後は 

男性 70 歳代 太田 身近に公園があるのか 

女性 70 歳代 太田 草むらにある遊具はさみしい 

男性 20 歳代 古井 大きな公園はキレイですが、小さな公園は草ボーボーです 

女性 20 歳代 古井 らくがき、ふん、草、トイレきたない 

女性 20 歳代 古井 ゴミもおちている。草もボーボーにはえていて× 

女性 30 歳代 古井 もっと小さい子どもが遊べる公園を増やしてほしい（本郷町） 

女性 30 歳代 古井 遊具のある公園が少ない 

女性 30 歳代 古井 きちんと←ではないような・・・ 

女性 30 歳代 古井 
中部台東側の歩道の斜面。草なのか花なのか手入れをしっかり

して欲しい 

女性 40 歳代 古井 

市がきちんと整備してくださっていても、使う人が・・・。市の役割

も大事ですが、１人１人の個人の意識の問題であるところが大き

いと感じます 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 40 歳代 古井 

前にも書きましたが、鉄棒がほしいです。学校でもさか上りをや

るので、近くの公園で練習したいのに、鉄棒がない所が多い。自

宅に作ったり、部屋に置くタイプのを買う人が多いです 

女性 50 歳代 古井 太田橋のところの公園は疑問です 

女性 50 歳代 古井 
小学生以下の子どもが安全、安心、楽しくあそぶ公園がない。ど

の公園の遊具も古い 

女性 60 歳代 古井 
公園は 近明るくなった。木も大切だが暗くなるので木は少ない

方がいい 

男性 70 歳代 古井 全体に古くなってきている 

女性 70 歳代 古井 前平公園の遊具など、使用禁止のまま放置されている 

男性 80 歳以上 古井 要整備 

男性 60 歳代 山之上 
近の公園を利用しているのは外国人の方が目立ちます。又、

不必要な大型公園が多すぎるのでは 

男性 30 歳代 蜂屋 前平公園のプールの復活を期待しています 

女性 40 歳代 蜂屋 
前平公園そばの、市民プールはずっと閉鎖されているので、残

念に思います 

女性 50 歳代 蜂屋 利用されることが少ないのでは 

男性 60 歳代 蜂屋 近くに公園等がないので整備してほしい。小さな公園等を 

男性 70 歳代 蜂屋 
新しく出来た公園等費用の関係だと思いますが、あまりきちんと

されてない 

男性 80 歳以上 蜂屋 公園ない 

女性 20 歳代 加茂野 市内にある公園ほとんど老朽化が進み少ない 

男性 30 歳代 加茂野 ブランコなどサビがあって手が黒くなった 

女性 30 歳代 加茂野 公園がない。子どものあそぶ所がない 

女性 30 歳代 加茂野 遊具が少ない 

女性 30 歳代 加茂野 
小さくていいので、もっとたくさん公園があるといい。家の近くに

ないです 

女性 30 歳代 加茂野 ない。散歩する道も 248 沿いか歩道のない道しかない 

男性 40 歳代 加茂野 身近に公園がない。子供らが遊べる所がすくない 

男性 50 歳代 加茂野 少ない 

男性 60 歳代 加茂野 大田方面のみ 

女性 30 歳代 伊深 公園がない 

女性 50 歳代 下米田 
遊具がさびていて、何とかしてもらいたいと言ったら、自分たちで

やって下さいと言われた。どうして 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 下米田 公園自体が少ない 

男性 80 歳以上 下米田 柵が腐って危険 

 

【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 整備とは、きちんとは、なにを思っての質問か 

男性 70 歳代 三和 分かりません 
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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 60 歳代 太田 どこの公園も美しいと思う 

女性 60 歳代 古井 ジョギングに散歩に夏は涼を求めてとてもいい 

男性 30 歳代 蜂屋 木曽川堤防は街灯があるので安心できます 

 

【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 木曽川沿いのタイルが落ちっぱなしとかがある 

男性 40 歳代 太田 せっかくの河川を有効に道の駅みたいにして欲しいです 

男性 60 歳代 太田 太田町内の加茂川を桜並木に 

女性 40 歳代 古井 

市がきちんと整備してくださっていても、使う人が・・・。市の役割

も大事ですが、１人１人の個人の意識の問題であるところが大き

いと感じます 

女性 40 歳代 古井 

中の島公園の白いテントの休憩所を利用した時、下のほうの川

へつながってる面がかなり急斜面で小さい子どもだと、足をすべ

らせたりして川に落ちそうでした。とってもこわいです。バーベＱ

場ができると、子どもから目をそらしてしまう親もいると思いま

す。危険のないようにして下さい。ロープだけではかえって子ども

が遊んでしまって大変危険です 

男性 70 歳代 古井 高山線が南と北に分かれている 

男性 70 歳代 古井 
元のライン下り乗船場に作られようとしているバーベキュー広場

は日系ブラジル人のたまり場になると思う 

男性 80 歳以上 古井 まだまだ整備の必要あり 

女性 50 歳代 山之上 人の手を加えすぎの感があります 

男性 40 歳代 蜂屋 ダニが多い 

男性 50 歳代 蜂屋 ジョギングの人の為にある様です 

男性 60 歳代 蜂屋 安心できる所とまではいかないと思う 

男性 70 歳代 蜂屋 雑草、雑木の対策必要あり 

女性 30 歳代 加茂野 行こうと思える公園がない。河川沿いに・・・ 

男性 60 歳代 加茂野 木曽川沿いのみ 

男性 70 歳代 三和 
三和町、治田洞の上に犬のブリーダーがおりますが、川に薬

品、犬のふんなどを流しています。取り締まって下さい 

男性 60 歳代 下米田 今渡～青柳橋の河川を整備して欲しい 
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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 いかない 

男性 60 歳代 太田 利用していない 

男性 70 歳代 太田 全然（犬のフリスビーの練習位か） 

女性 70 歳代 太田 これからでしょうね 

女性 50 歳代 古井 わかりません 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

女性 50 歳代 蜂屋 憩いの場として使ったことがない 

女性 30 歳代 加茂野 知らない 

女性 30 歳代 加茂野 さんぽしたりしている人見ます 

男性 50 歳代 加茂野 
中仙道会館のそばの河川（ていぼう）、娘がマラソンで利用して

いる 

男性 60 歳代 加茂野 よく、わからない 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 
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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 50 歳代 山之上 
この市はまだまだ田舎なのでとても空気、水はきれいでお米もお

いしいです 

女性 50 歳代 蜂屋 汚さは感じません 

男性 60 歳代 加茂野 そう思います 

女性 30 歳代 伊深 山々にかこまれ、空気がとても美味しい 

男性 60 歳代 下米田 森林が伐採したままの所があるが、整理していれば問題ない 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10 歳代 太田 
ゴミの分別がはっきりされてなくてわかりづらい。みんななんでも

ほかってるからきたないと思う 

女性 30 歳代 太田 ゴミのポイ捨てが、目立つようになったと感じる 

女性 30 歳代 太田 名古屋パルプのにおいがする 

男性 40 歳代 太田 近、自衛隊の飛行機がうるさい。空気によくない 

女性 70 歳代 太田 田舎の方で頑張って 

女性 30 歳代 古井 開発に伴い自然が減っている 

男性 40 歳代 古井 
野焼き、生活排水（下水道を引いていない）などの問題がありま

す 

女性 40 歳代 古井 

市がきちんと整備してくださっていても、使う人が・・・。市の役割

も大事ですが、１人１人の個人の意識の問題であるところが大き

いと感じます 

女性 40 歳代 古井 

畑で野焼きをされる方がいる。少量は良いと市報でも書いてあり

作物の栄養分になるので多少はしかたないですが、洗濯物に匂

いがついて、煙り臭い布団で寝なければいけないなど 悪な気

分になります。燃やす方は時間帯を考えて洗濯物が出てる時は

燃やさない。畑と家が離れていても煙は飛んできます。時間帯を

考えてほしいです 

男性 70 歳代 古井 ゴミ等が空地に散乱している所が多い 

男性 60 歳代 蜂屋 
荒廃化している山林、農地を今後どうしていくのか対策が急務で

ある 

女性 60 歳代 蜂屋 駅周辺でゴミ拾いをしている方を普段でも見かける 

女性 30 歳代 加茂野 空気がくさい。牛ふんくさい 

女性 30 歳代 加茂野 水は農業が心配 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 加茂野 
新 248 沿いの道を歩くと排ガス臭い。アパートの水がカルキか何

かの臭いがきつくて浄水器つかってます 

男性 70 歳代 三和 道路にゴミを投げ捨てる人がいます。取締り、罰を与えて下さい 

 

【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 加茂川の水はきれいですか 

女性 60 歳代 古井 
今のまま変なにおいがなけれはいいけどネ。水（のみ水）（流れ

る水）のみ水は信用している 

男性 60 歳代 蜂屋 普通 

女性 30 歳代 加茂野 知らない 

男性 50 歳代 加茂野 前平公園にも散歩に行く 
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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 

男性 60 歳代 太田 リサイクル回収施設があっていいと思う 

女性 20 歳代 古井 ズットエコがあるので助かります 

女性 60 歳代 古井 
近リサイクル場所があちらこちらに増えいらない物が減ってい

るのはいい 

女性 70 歳代 古井 リサイクルの持込場所が増えた 

女性 60 歳代 山之上 エコステーションが増えて便利 

男性 70 歳代 蜂屋 何時でもどこかで持ち込めるので大いに利用しています 

女性 50 歳代 下米田 毎週水曜日のリサイクルすばらしいです 

 

【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 20 歳代 太田 
リサイクルステーションでの回収可能品目をもっと増やしてほし

い 

女性 30 歳代 太田 小学生の廃品回収がまわってこなくなった 

男性 70 歳代 太田 ゴミ集積場を整備してほしい 

女性 70 歳代 太田 中の島公園へ行ってます 

男性 80 歳以上 太田 マナーが大切 

女性 40 歳代 古井 

ゴミのコンポストは市から補助金が出てますが、雨水タンク（家庭

用）の補助金制度はありますか。昔水不足になった年もあったと

聞きます。雨水利用も省エネになって良いと思うのですが。制度

があるなら、もっとわかりやすく周知をお願いします 

男性 70 歳代 古井 
市の袋を買う時は自治会長の許可を。他市町村のゴミ袋が出ま

す 

男性 80 歳以上 古井 
リサイクル箇所も多くなっているが、市民一人一人が努力する必

要がある 

男性 60 歳代 蜂屋 ゴミの分別の徹底、拡大 

女性 60 歳代 蜂屋 
ごみ収集日のごみの出し方が雑に見受けられる。ごみネットが

役立っていない 

女性 30 歳代 加茂野 市のはリサイクルが出しにくい 

女性 30 歳代 加茂野 リサイクル回収（ライン乗船場）は遠い。１ヶ所しかない 

男性 50 歳代 加茂野 ビン・カンをいつもスーパーに持っていっていたが、だめになった
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 60 歳代 加茂野 ペットボトル回収など 

男性 40 歳代 下米田 自治・行政でなく、もっと個人が取りくまないといけない 

男性 60 歳代 下米田 自分自身、積極的には実施していなく、反省 

 

【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 分からない 

女性 30 歳代 山之上 分からない 

女性 50 歳代 蜂屋 うちの家族は気をつけています 

男性 60 歳代 蜂屋 行なわれていると思うが身近では感じない 

男性 70 歳代 三和 分かりません 

 

 

 

 



- 88 - 

 

（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 20 歳代 太田 女性スタッフの方で何名かすごくていねいで親切で助かりました

女性 40 歳代 太田 
どの窓口に行っても職員がすぐに出てきて声をかけてくれるし、

テキパキと親切に対応してくれるのでいつも感心しています 

男性 60 歳代 太田 一生懸命やって下さっている 

男性 70 歳代 太田 

１月末に確定申告に必要な「介ゴ保険料」と「国民保険料」の証

明がまだ着いていなかったため、それに代わる証明を急いでみ

えるのであれば発行が可能という事であったため、市の介護係

へ訪問した。私が訪問した時間は丁度 12 時を過ぎており、昼食

の時間であったが、受付では明るい対応をしていただき「発行ま

で５～６分です」と言われたので「それでは隣の国保係へ同じ発

行についてお願いしてきます」と言ったら「私の方で発行依頼しま

すのでお待ち下さい」との事であった。結局２通とも５～６分で発

行され良かった。行政はタテ割りという今までの自分の認識が良

い方向で外れて、気持よく用事を終える事ができ、ありがたく感じ

た。そして行政が身近に感じた。→市民と行政はほんの少しのこ

とですごく近く感じ、親しみをもつのではないでしょうか。ありがと

うございました 

女性 40 歳代 古井 
市の職員の方々の丁寧な対応と笑顔にホッとするとともに、いつ

もすばらしいなと思っております 

女性 50 歳代 古井 確定申告で、文化会館の方々はとても感じの良い方でした 

男性 60 歳代 古井 以前よりは良くなっています。無理な残業等はさせない様に 

男性 70 歳代 古井 大いに 

女性 50 歳代 蜂屋 満足です 

女性 60 歳代 蜂屋 

可児市役所に行った事がありますが行く課がわからずキョロキョ

ロするとすぐに職員の方がやさしく声かけして下さいました。美濃

加茂の職員の方可児市役所に見学に行くとよいですよ 

男性 70 歳代 蜂屋 スピーディーに対応してもらってます 

女性 30 歳代 加茂野 保健師さん達は明るくて親切。話しやすい 

男性 50 歳代 加茂野 親切です 

男性 60 歳代 加茂野 はい 

男性 70 歳代 三和 不満はありません 

男性 60 歳代 下米田 対応は良い 
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【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 
市役所の受付の人は、いつも感じよいのに中に入ると、とたんに

悪くなる 

女性 30 歳代 太田 

年金や保険の窓口の人の対応は良いが、住民票の受付の人の

対応が悪い人がいる。気分が悪くなるので、なおしてほしい。女

性（おばさん）と男性も１人いた。感じの良い女性と男性もいるの

で残念 

男性 40 歳代 太田 図書館の若い人の境遇は勉強したほうがいいと思います 

男性 60 歳代 太田 全体がしらじらしい 

男性 60 歳代 太田 
毎回その場で注意したい気持です。市民課受付の笑顔対応が

ない。介護福祉・子供課はとても感じいいです 

女性 60 歳代 太田 

たばこを吸われる人は喫煙にいる時間は遊んでいると認識して

ほしい。室から出て仕事にかかっても服ににおいがしみついて不

快です 

女性 70 歳代 太田 分庁舎から本省へはさっさと歩いて下さい 

男性 70 歳代 太田 100％オープンへの対応不足 

男性 80 歳以上 太田 一部の人にはとても良い人がいますが全員はまだまだ 

女性 20 歳代 古井 対応がつめたい 

女性 20 歳代 古井 もっと、笑顔が必要と思う 

女性 30 歳代 古井 

住民課の女性１名対応がすごく悪く、その人を見ると気分が悪く

なるくらい印象がよくない。２度対応された事があるが、２度対応

が悪い 

女性 30 歳代 古井 意見を依頼しても無視する人もいて、残念 

男性 50 歳代 古井 
以前、ガムをかみながら嫌そうな対応があった（国保について聞

いただけ） 

男性 60 歳代 古井 市役所に行っても皆さん下ばかり向いていませんか 

女性 60 歳代 古井 応対はいい人と何この人ｅｔｃいろいろその時々で気分がちがう 

男性 80 歳以上 古井 

別室で話しをしなければならないようなことでも、窓口で対応。聞

かれて困ることもあり、中には不親切な職員もいる。仕事を受け

たくない（仕事が増える）の考え方があるのか 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 80 歳以上 古井 

税の相談で税務課にうかがい若い担当者の名札がちらっと見え

たのでだれの息子かと聞こうと思ったら関係ないと、かくされた。

年老いた者にそんな言い方はないではないか。又、税金を持っ

て行けば年金が入ったから持って来たかとも言われた。今日も

（２月・３月分）年金が入ったから持って来ましたと言って納めに

行きます。私共の生活はいかにして行けば良いのか 

女性 40 歳代 蜂屋 
昔に比べたらかなり変わりましたが、やはりもう少しサービス業

の方から学んだ方が良いかと思う時があります 

女性 40 歳代 蜂屋 
所有地（山）の木々の状況について、電話のみで実際に目で確

認されていない感じで残念でした 

女性 40 歳代 蜂屋 親切な人が多いですが、応対の悪い方もみえて残念です 

女性 60 歳代 蜂屋 市役所まで交通の足がなく、相談したくとも遠のく 

女性 30 歳代 加茂野 こども課の人はいまいち× 

女性 30 歳代 加茂野 

書類の内容が昨年と違うと思うとのことで、さし替えに行ったが、

何も変わっておらず、無駄足になった。申し訳ありませんの一言

くらいほしかったです 

女性 60 歳代 伊深 地域で人口増やそうとしているのに退住していく職員がいる 

男性 70 歳代 伊深 良く無い人もいる 

女性 30 歳代 下米田 

応対してくれる人は普通だけど混雑時後ろで並んで待ってる人

がいるのに、奥のデスクでパソコン見たまま見むきもしない人は

不快だった（えらい人？） 

男性 60 歳代 下米田 対応に対し早くお願いしたい 

男性 60 歳代 下米田 笑顔対応がない 

男性 70 歳代 下米田 親切ですがＴＥＬの対応等 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10 歳代 太田 あまり接したことがない 

男性 70 歳代 太田 よくわからない（職員との接触機会が無い） 

男性 60 歳代 蜂屋 あまり職員と話す事もないので分らない 
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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 

女性 40 歳代 古井 
住みよい町です。きっと市がきちんとされているからだろうなと思

っています 

 

【指標を評価していない意見・今後の指標の課題に関する意見】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 10 歳代 太田 外国人優先にされてる感じがいやだ 

女性 20 歳代 太田 ムダな道路の舗装、何度も行う選挙。ムダが多い 

女性 30 歳代 太田 
市役所を建てなおすなら、徹底的にムダを排除して計画してほし

い。建設地も含めてよく考えるべき 

女性 30 歳代 太田 
税金高いのに、何につかわれているのか。市の活性化にまった

くつながっていない 

女性 40 歳代 太田 木沢病院 

男性 50 歳代 太田 市長選挙やりすぎ 

男性 50 歳代 太田 人によって重要度が違うから 

男性 60 歳代 太田 病院移転の話は有名です 

女性 60 歳代 太田 
体育館の電気は時間になったら消すように・・・電気代も税金で

す 

男性 70 歳代 太田 判断資料がわかりません 

男性 70 歳代 太田 年に３回の選挙（市長） 

男性 70 歳代 太田 判断の基準が分らない 

男性 80 歳以上 太田 市報で見ますがよく解りません、議会を信じるしかない 

女性 20 歳代 古井 選挙やる意味ありました 

女性 30 歳代 古井 もう少し有効に使用してほしいと希望したいため 

女性 30 歳代 古井 選挙でお金が使われた 

女性 30 歳代 古井 前市長の出直し選挙はムダだったと思います 

男性 50 歳代 古井 
選挙、やりすぎ。青少年のパトロールカーに２人も同乗しなくて

も。人件費のムダ 

男性 60 歳代 古井 年度末で余った予算の繰越（使い切るのではない） 

男性 60 歳代 古井 
税金では限りがあり何が有効で何が無駄なのか。考えて使って

下さい 

女性 60 歳代 古井 
細かいことはわからないが税金の使い道は市長しっかりまもれと

いいたい 
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性別 年代 居住地域 意   見 

男性 70 歳代 古井 

元ライン下り乗船場の所に出来つつあるバーベキュー広場はま

ったくの税のムダ使いだと思っています。一般の日本人は近付

けないようなブラジル人達の広場になるでしょう。（例）下米田の

桜公園のようになるのに市議、職員の方々にそれが知られてい

ないのが・・・解ってないのが・・・ 

男性 80 歳以上 古井 
使い道については予算化されており、議会チェックもあり良いと

思うが内容はわからない 

女性 50 歳代 山之上 
この市をどうしたいのか方向性が見づらいです。あっちもこっちも

という気がします（私がよく知らないのかもしれませんが・・・） 

男性 30 歳代 蜂屋 常に改善の意識を 

男性 40 歳代 蜂屋 市民税が高すぎる。ムダが多いと感じる 

女性 50 歳代 蜂屋 どの分野にどの位使われていてそれが必要な分なのか 

男性 60 歳代 蜂屋 選挙費用 

男性 70 歳代 蜂屋 無駄な残業が多い 

男性 70 歳代 蜂屋 市民にできる事は「ボランティア」を活用する 

女性 20 歳代 加茂野 生活に反映していないから 

女性 30 歳代 加茂野 選挙が多い 

女性 30 歳代 加茂野 選挙が多すぎ。もう少し街づくりにお金をかけてほしい 

男性 40 歳代 加茂野 市長選をやりすぎ 

男性 50 歳代 加茂野 市長による無駄な選挙が行なわれた 

男性 60 歳代 加茂野 企業の様な会計データがない 

女性 60 歳代 伊深 上記の件でも税金が無駄になっていると思います 

女性 30 歳代 下米田 選挙を何度もして、ムダ使い 

男性 60 歳代 下米田 税金を何につかっているか不明 

 

【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 分からない 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 よくわからない 

女性 20 歳代 古井 何につかわれているか分からない 

女性 50 歳代 古井 分からない 

男性 60 歳代 古井 公報だけでは分らない。市の役職の方におまかせです 

男性 70 歳代 古井 わかりません 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 山之上 分からない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 40 歳代 蜂屋 そうであって欲しいという思いから③ 

男性 60 歳代 蜂屋 思わない、細かく分らないから心配です 

女性 40 歳代 加茂野 知らない 

男性 50 歳代 加茂野 分からない 

男性 50 歳代 加茂野 わからない 

男性 60 歳代 加茂野 よく、わからない 

男性 60 歳代 加茂野 分からない 

男性 70 歳代 加茂野 わからない 

男性 70 歳代 三和 分かりません。市会議員にチェックさせて下さい 

男性 60 歳代 下米田 不明 

男性 70 歳代 下米田 わからない 
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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 40 歳代 太田 良くなっていると思います 

男性 50 歳代 加茂野 全国的に美濃加茂市は有名になった 

 

【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 

女性 30 歳代 太田 他の市のほうが、魅力的に感じる 

男性 50 歳代 太田 地価は高くない 

男性 60 歳代 太田 

他の町村より市内の高校、可児市の高校に通学してる人がい

る。他の町村と連携する為にもあいあいバスの延長（１回 100 円

とは難しいのでそれ以上）で美濃加茂市のリーダーシップを 

男性 70 歳代 太田 合併すべき 

男性 70 歳代 太田 連携の内容がよく分らない 

男性 60 歳代 古井 連携する市町村の意識向上と価値の共有化 

女性 50 歳代 蜂屋 必要な時は連携していただければ 

男性 60 歳代 蜂屋 連携はしていると思うが、一般市民には見えない 

男性 70 歳代 三和 三和町北の間見峠がありますが、早く整備して下さい 

男性 80 歳以上 三和 川辺、富加方面、道路をよくすること 

男性 70 歳代 下米田 広域行政まずまず 

女性 70 歳代 下米田 
ケーブルＴＶを見ている私は何となく周辺が理解できますが、何

も知らない方が多いと思う 

 

【わからない・その他】 

性別 年代 居住地域 意   見 

女性 30 歳代 太田 どんな所を連携しているのかわかりにくい 

男性 50 歳代 太田 わからない 

男性 60 歳代 太田 なにを連携しているのかわからない 

男性 60 歳代 太田 わかりません 

男性 70 歳代 太田 判断資料がわかりません 

女性 40 歳代 古井 期待を込めての４です 

女性 50 歳代 古井 感じない 

女性 50 歳代 古井 具体的な事が思い浮かばず・・・。わかりません 

男性 60 歳代 古井 わからない 
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性別 年代 居住地域 意   見 

女性 60 歳代 古井 わからない何の価値を評価するのだろう 

男性 70 歳代 古井 わかりません 

男性 80 歳以上 古井 
坂祝町との交流が多いようで、他の市町村とのふれあいはどう

なのかわからない 

女性 60 歳代 山之上 わかりません 

女性 30 歳代 加茂野 どちらの市町村と連携しているのでしょうか、何をしていますか 

男性 50 歳代 加茂野 わからない 

男性 60 歳代 加茂野 よく、わからない 

男性 60 歳代 加茂野 同上 

女性 30 歳代 伊深 わかりません 

男性 60 歳代 下米田 特に思わない 

男性 60 歳代 下米田 判らない 
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