
中学生自由意見

No. 性別 居住地区 自由意見

4 女性 太田 本当に必要なことにお金をつかってくれたらいいです。

5 女性 太田
いろいろな世代の意見を取り入れてよりよいまちづくりをしていってほし
い。

6 男性 太田
ＷｉｆｉがあまりないのでＷｉｆｉがある公共の施設をつくったほうがいい
と思う。

7 男性 - まちづくりの決めた環境を大切にしたいです。

9 女性 加茂野
・交通をもっとよくしてほしい。（電車）
・お店をもっと増やす。

10 男性 加茂野 ストリートコートをたくさんつくってほしい。

11 女性 太田
子どもが遊べる施設や中高生が行きそうな場をつくってほしい。（飲食店や
ショッピングセンターなど）暗い所に明かりを増やしてほしい。

12 男性 蜂屋 あい愛バスの路線を増やしてほしい。
14 男性 加茂野 市民の意見を尊重したまちづくりをしてほしい。
17 男性 太田 働く場所がほしい。
21 男性 太田 定住しようとは思わないです。

24 男性 加茂野
野球場はけっこうあるが、サッカー場があまりないので、つくってほしいで
す。お願いします。つくってください。

29 女性 加茂野 街灯を増やしてほしい。
34 女性 太田 暮らしやすい町だと思う。

35 女性 太田
夜とても暗くて怖いから明かりを増やしてほしい。ディズニーランドをつ
くってほしい。

36 女性 加茂野 ディズニーランドをつくってほしい。有名人がもっと来る町にしてほしい。

38 女性 太田
美濃加茂市立西中学校近くのＣＯＯＰの裏の道（車が置いてあるところ）は
ごみがすごい。だから、ごみを拾いながら歩くという、健康づくり＋環境改
善の取り組みなどがあるといいかな。

40 女性 蜂屋

・遊ぶ場所が少ない。
・お金を払わず、室内で楽しめる場所がほしい。
・街灯が少なく夜が怖い。危ない。
・信号機が少なく、横断歩道で車に止まってもらえない。

41 男性 太田 子どもの遊ぶ場所が少ない。
45 女性 太田 介護施設を増やしてほしい。
49 女性 加茂野 高齢者でも住みやすいまちづくり。
56 男性 加茂野 ディズニーランドがほしいです。
62 女性 太田 活気あふれるまちづくりをしていってほしいです。

63 女性 太田
・安心して住めるような町。
・自然が残っている。

64 男性 加茂野

バスケットコートを加茂野につくってほしいです。サッカー、野球、バレー
等はできますが、バスケットボールはリングがないとできないので、つくっ
てほしいと思います。なにより、ポイ捨てがないようにしてほしいです。き
れいなまちづくりのためにも市民は協力してほしいです。働ける場所も増や
してほしいです。美濃加茂にいたいからこそ、働ける場を増やしてもらいた
いです。

65 女性 加茂野

・名古屋まで行くのに乗り換えしないといけないので１本で行ける電車がほ
しい。
・大きな坂が多い。自転車で加茂野の方から太田に行くときに帰りが絶望
的。

66 男性 太田
どこへ歩いてもごみが見えないし、木曽川がきれいなので、このまま環境を
大事にすればいいと思います。

67 女性 加茂野 子育ての支援や、高齢者の支援をしっかりとしてほしいです。
70 男性 太田 ディズニーランドがほしい。ユニバーサルスタジオがほしい。
72 男性 加茂野 今のままでいいと思います。

73 男性 蜂屋

美濃加茂市でも南海トラフ地震による大規模な土砂崩れが想定されていま
す。過疎地域が特に危険であると私は思います。また、美濃加茂市の名所で
もさほど活気があるとはいえないと思います。なので、地域の防災力強化お
よび地域の活性化「全国に誇るみのかも」に取り組んでいってほしいと思い
ます。

75 女性 加茂野
ショッピングセンターがほしい。
服などがたくさん売っている店など。
ジャニーズショップがほしい。

76 男性 加茂野 体育館が少ない。（バスケットボールができる）
77 女性 加茂野 近くに本屋さんがほしい。
78 男性 加茂野 道路の管理。

79 男性 太田
災害に対して安全な地域。
環境が整っていて美しいと誇れる市。

80 男性 加茂野
もっと遊ぶところや大きいショッピングセンターなどをつくったほうがいい
と思った。
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No. 性別 居住地区 自由意見

81 女性 太田 どんな人でも住みやすい環境をつくること。
82 女性 太田 電車の賃金をもっと安くしてください。
83 男性 加茂野 治安の向上。
84 男性 蜂屋 暗いところに街灯をつけるなど、安全に配慮してほしい。
85 男性 蜂屋 これからもがんばってください。

86 女性 加茂野

・電車の賃金を安くしてほしい。
・栄えるところをつくってほしい。
・水族館をつくってほしい。
・有名人を呼んでほしい。（バンドマンＲＡＤＷＩＭＰＳ、Ｓａｕｃｙ　Ｄ
ｏｇ、高橋一生さん、佐藤健さん）
・美濃加茂市を有名にしてほしい。
・韓国と仲良くなってほしい。

88 女性 加茂野
この美濃加茂を、よりごみのない美しいきれいな市になるよう、落ちている
ごみを今後も拾ってまちづくりをしていきたいと思います。

89 女性 加茂野
町を歩いていると活気を失ってしまった商店街があり、悲しくなります。地
域の活気を取り戻してほしいです。

90 男性 加茂野 美濃加茂市内に陸上のタータンをつくってほしい。（前平公園などに）

95 女性 加茂野
美濃加茂市はいい町だと思うけれど、スーパーや買い物ができるところが加
茂野町にはないと思います。なので、加茂野町にもつくってほしいです。

97 男性 加茂野

僕は冷え症なのでもっと美濃加茂が温かくなるととてもよいと思います。僕
は将来ｆａｔｈｅｒになりたいと思っているので元気な赤ちゃんを産みたい
です。赤ちゃんのためにも美濃加茂市がきれいになるようにすすんでボラン
ティアを行いたいです。

98 女性 蜂屋

私は将来保育士になるから、もっと勉強してピアノを弾けるようになり、優
しくかわいい人になれるように美濃加茂市でこつこつとがんばっていきま
す。美濃加茂市がもっときれいになるようにたくさんボランティアをしたい
です。

99 男性 太田 道をもっと広くしてほしい。

101 男性 加茂野

・電車の賃金をもっと安くしてください。
・遊び場所がほしいです。
・子育て支援制度の改定。
・治安の向上。

102 女性 太田
中央図書館の近くの用水路の工事が要らないと思う。乗り換えなしで名古屋
に行きたい。（美濃太田から）

103 女性 加茂野
もっと店などがあって都会らしくしてほしいと思いました。特にこれといっ
た場所がないです。

104 女性 太田
大きなショッピングモールや映画館がほしい。老朽化が進んでいる建物の整
備。図書館の本の充実。

105 女性 太田 ショッピングモールがほしい。
106 女性 加茂野 ジェットコースターがほしい。

109 女性 加茂野
もう少し、都会らしくして、夜景がきれいな町にしてほしい。また、もっと
有名なお店やおいしいスイーツやごはんのお店を増やしてほしい。

110 女性 太田
・安全で活気のある市になってほしい。
・公園や街灯があると嬉しい。

111 女性 太田 テーマパーク。
112 男性 太田 公園。
113 男性 加茂野 遊園地をつくってほしい。
114 男性 太田 空港。
115 男性 加茂野 街灯を増やしてほしい。
116 男性 太田 空港。
117 男性 太田 イオン。
120 女性 加茂野 首都を美濃加茂市にしてほしい。たくさん若者が遊べるところがほしい。

121 女性 蜂屋
・駅の切符の料金を安くしてほしい。
・大きな映画館がほしい。

122 男性 太田 東京を見習って都会に近づけてほしいが、自然も生かしてほしい。

123 男性 太田
映画館、ショッピングモール、スターバックス、アウトレット、ロマン
ティック、遊園地。

124 男性 加茂野

大型のショッピングセンターがほしいです。
映画館がほしいです。
電車を安くしてほしいです。
街灯を増やしてほしいです。

125 男性 加茂野
美濃加茂は、皆いっているが、何もなさすぎる。もっと東京などのようにい
ろいろな店をつくってほしい。スターバックス、イオン、アウトレット、遊
園地、100万ドルの夜景、きれいな景色。

126 男性 加茂野 映画館がほしい。
127 男性 太田 ショッピングモールや休日遊べるところをつくってほしい。
128 男性 加茂野 ジェットコースターなどがある遊園地をつくってほしい。
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130 男性 太田 多文化共生を目指してください。
139 男性 加茂野 野焼きをやめてほしい。（やめる条例をつくってほしい）
140 男性 太田 太田駅の近くにある公園のバスケットコートを広くしてほしい。
141 男性 加茂野 駅を増やしてほしい。
145 女性 蜂屋 イオンのような大きいショッピングモールを建ててほしい。

146 女性 太田

太田にある商店街が少しシャッター街になっていると思います。今あるよさ
は残して、新しいものを取り入れていくには、流行りのものを入れるべきと
考えます。現状としては、高年齢者の方をよく見かけるので、若い年齢層を
取り入れるためには、食べ歩きができる店や、アクセサリーなどの学校帰り
に寄れるような場所を増やしてみてはどうでしょうか？

150 女性 太田
・道を広くしてほしい。
・街灯を増やしてほしい。

151 女性 太田 家が多く建ってしまっているから自然を残してほしい。
152 男性 加茂野 子どもや障害者や高齢者に優しいまちづくり。
153 男性 加茂野 がんばってください。

159 男性 加茂野

このアンケートを通して今、自分達の住んでいる町の様子をあまり知らな
かったことが分かりました。正直にいうと僕達中学生はまだあまり、自分達
がまちづくりをしていく、という意識ができていないのだと感じました。な
ので、これからは、僕達中学生のような子どもでももっとまちづくりの様子
を確認できるようにしてほしいです。

161 男性 蜂屋 美濃加茂の自然を守っていってほしいです。

163 男性 太田
美濃加茂市に住んでいる子どもが将来も美濃加茂市に住み続けたいと思って
もらえるように、まちづくりの意見や要望を市民が聞き、誰もが住みやすい
美濃加茂市にする必要があると思う。

166 男性 加茂野 マーゴかイオンをつくってほしい。

167 男性 太田 もっとしっかりしている運動公園がほしい。（ＫＹＢスタジアムのような）

171 男性 蜂屋 楽しく便利で自然豊かな町。
172 女性 加茂野 歩道がせまい。夜、街灯が少ないから暗い。

173 女性 加茂野
・大きいショッピングセンターをつくったりして若い人にとっても楽しい場
所をつくってほしい。

174 女性 加茂野
町は住民がいてこそ成り立つものなのでまちづくりに関することの意見は住
民に聞いたりするために広聴活動を行ったらよいと思う。

175 女性 太田 楽しい事がしたい。

176 女性 加茂野
私が小学生の時、友達と遊ぶところがあまりなかったので小学生だけで遊べ
る、安心安全な場所。（大きな公園など）

177 女性 太田
・環境についてで、住む場所をつくるためにと、今ある自然をなくすのはよ
くないと思う。
・もう少し福祉について考えてほしい。

179 女性 太田
私は、美濃加茂市は、安全だし地域活動もよくあっていいと思います。あと
は若者が気軽に遊べるようなお店や、買い物できるようなところがほしいで
す。

180 女性 加茂野
・もう少し都会にしてほしい。
・緑（木）が多すぎる。
・店を増やしてほしい。

181 女性 太田
・暗いところに街灯を設置してほしい。
・いろいろなお店を建ててほしい。

182 男性 加茂野 グラウンドを増やしてほしい。バッティングセンターがほしい。
183 男性 加茂野 楽しくしてほしい。（イオンなど）

184 男性 加茂野
美濃加茂市は、周りに買い物などをする時の建物が少ないから、増やせば住
みやすい地域になると思う。夜に街灯が少なく、危ない。

185 男性 加茂野
家族で行けるように自然、遊具が充実した公園が必要。全国に誇れる特産品
や芸術品で美濃加茂市のＰＲ活動。ギネス記録になるようなことをしてほし
い。夜景スポットがほしい。

186 女性 太田 楽しい市にしてほしい。

187 女性 蜂屋
近くに公園がたくさんあるのはよいと思うが、もっと子どもが楽しめる遊具
を増やしてほしいと思った。イオン（映画館あり）がほしい。

188 女性 加茂野
お祭りなどの安全強化。（おん祭で車禁止のところに車が進入し、女の子が
轢かれそうになっていた。

189 女性 太田

・災害などに関して、とても安全でいいと思う。
・夜とても暗いから、街灯を増やしてほしい。
・目立たない道に多く捨ててあるごみをなんとかしてほしい。
・商業施設を増やしてほしい。

190 女性 太田
もう少し遊ぶ場所や充実した買い物ができる場所を増やしてほしい。公園や
ショッピングモール、アニメイト、画材屋など。そういうものが近場にない
と少し困る。財政が潤う。

191 女性 蜂屋 道を照らす明かりをもっと増やしてほしい。
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192 男性 加茂野 イオンをつくってほしい。日本に誇れる高い建物をつくってほしい。

193 男性 太田
・駅前の商店街の活気を取り戻してほしい。
・意味のない土地には施設をつくってほしい。
・美濃加茂は「ひま」。

194 男性 加茂野 ホテルを建ててほしい。観光客を増やす。
195 男性 蜂屋 よりよい美濃加茂市をつくっていってください。

197 男性 加茂野
この市は特に楽しいとはいえないので、遊園地をつくってください。岐阜県
は日本の真ん中なので、北からも南からも訪れることができるので、東京の
ディズニーランドを岐阜県にもつくりたいです。

198 男性 加茂野 もう少し都会にしてほしいです。

199 - 加茂野
・自分の地域では商店街があるが、ほとんど人も来ていない。活気がない。
・クラブがほしい。

200 男性 加茂野
たくさんのゲームセンターの設置。遊べる場所を増やしてほしい。コンビニ
弁当がまずい。

201 男性 太田
遊ぶ場所がほしい。（ラウンドワンなど）
ショッピングモール、デパートがほしい。

202 男性 古井 目に見えて分かるような変化がほしい。
205 男性 古井 災害対策。
206 男性 古井 災害対策。
208 男性 太田 バスケットコートを増やしてほしい。

209 男性 下米田
米田タワーをつくってほしい。少子化について考えれば自然とそういった施
設ができてくると思う。

210 男性 古井
大きい娯楽施設をつくってほしい。「みのかも文化の森」はださいので改名
して、フクイヨーアイランドにしてほしい。ポケモンセンターをつくってほ
しい。ポケモンカードのパック大量入荷希望。

211 女性 山之上
美濃加茂市にも大きなショッピングモールやテーマパークなどをつくって、
たくさんの人に美濃加茂市を知ってほしい。また、自然も多いので、自然は
なるべくなくしてほしくない。予算をむだに使ってほしくない。

213 男性 山之上 できれば、Ｋ－ＰＯＰ専門店をつくってほしい。

214 女性 太田
イオンはつくられるのですか？もっと楽しいところを増やしてほしいです。
ポテトを食べるところも。

215 男性 古井 アピタの中に映画館をつくってほしい。

216 男性 下米田
いたるところにコンビニがほしい。イオンを建ててほしい。映画つきで。広
い公園で遊びたい。

217 女性 山之上 山之上校区の中に１店舗くらいコンビニやスーパーがあると便利。
218 女性 古井 自然を守り続けてほしい。

219 男性 下米田
誰も住んでいない空き家を壊して、そこに新しい家を建たせる。田んぼなど
の自然をなくして、そこに家を建てるのはやめてほしい。

220 女性 蜂屋
これからの時代の変化に適したまちづくり。充実した教育、充実した災害対
策、災害後の対応。大型ショッピングモール。

222 男性 下米田 公園をつくってほしい。

223 女性 太田
大き目の遊園地があってほしいです。（ジェットコースター・お化け屋敷な
ど）観光客が来るため。

224 女性 古井 遊び場がほしい。
225 男性 古井 美濃加茂といえば……というものがほしい。おん祭にごみ箱がほしい。

226 男性 下米田
下米田につくってほしい。東京に負けない都市にしてほしい。オリンピック
会場にしてほしい。

227 男性 太田 好きな調味料は砂糖です。もっとにぎやかに、発展した町になってほしい。

228 女性 古井
たこ焼きと桃が好きです。男女が生活しやすい町。伊藤市長の好きな食べ物
を教えてほしいです。

229 男性 太田 事件、事故をなくす。

230 男性 古井
リバーポートパークのような町のいいところを生かした場所がほしいです。
流行っている食べ物をカフェで売ったりしてほしい。

231 女性 山之上
・もっと都会にしてほしいです。（ジャニーズショップをつくってくださ
い）
・これ以上事件を起こさないでください。

232 男性 太田 どうにもできません。
233 男性 下米田 とりあえずがんばれ。
236 女性 古井 登校中の曲がり角が見えないのでいつか事故を起こすと思います。

237 男性 蜂屋
店を増やしてほしい。特にショッピングモールのようなものが可児市の方が
充実している。わざわざ可児市まで行くのも電車で遠出したり、高速に乗る
のも面倒臭い。

238 女性 古井
ショッピングモールがほしいです。美濃加茂市には店があまりないから、店
をつくった方がいいです。

239 女性 古井 自然を大切にしたい。
242 男性 下米田 観光できるところがほしいです。どの世代も楽しめるようなもの。
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中学生自由意見

No. 性別 居住地区 自由意見

245 女性 蜂屋
・おいしいパン屋をつくってほしい。
・スイーツ屋をつくってほしい。
・駅をもっと大きく。

246 男性 古井
空き家をなくしてほしい。狭い道で、車がスピードを出して走っているから
危ない。
川が増水してから、とても汚くなっている。（ごみ、油など）

252 男性 太田 活気のあるまちづくり。
256 女性 古井 住みやすい町。
258 男性 太田 アピタをイオンにしてほしい。映画館をつくってほしい。
261 女性 古井 なにかつくってほしい。
265 男性 下米田 景観を美しく保っていってほしい。
266 男性 下米田 スポーツ環境の改善。よりよくしてほしい。

267 男性 古井
山之上のフルーピアを盛り上げることにより、美濃加茂、そして日本、そし
て世界が盛り上がる。

268 男性 - 美しい町。防災。人と人が仲良くできる。安心して住める町。
269 女性 古井 美濃加茂市に武道館がほしいです。（柔剣道場）

270 女性 蜂屋

もっといろいろなものがほしいです。薬局やスーパーばかりなので、中・高
生がもっと楽しめて遊んだりできるところがほしいです。都会に住んでみた
いです。ディスニーランドや、服屋さん、ショッピングモール、アウトレッ
ト、デパート、百貨店など。

271 女性 下米田
美濃加茂市が田舎すぎて笑える。古井駅の電車、１時間に１本というのは本
当にやめてほしい。

273 男性 蜂屋 商業施設を美濃加茂市の中にもっと増やすと活気が出ていいと思います。

286 男性 古井
レジャー施設の充実。バリアフリーの考えが浸透し、皆が安心・安全に暮ら
せる町。

287 女性 山之上
山之上に暮らしていると、どうしても坂を上がっていかないとならず、つら
いので、少し坂を減らしてほしいです。ですが、夏などのおん祭はとても毎
年夏の恒例行事なので続けていってほしいです。

288 女性 蜂屋

私は今年ダボ派遣生としてオーストラリアのニューサウスウェールズ州ダボ
市に行きました。一般の人がダボ市と聞いて、どのようなところか分からな
いと思います。だから、もっとこの事業を広めるべきだと思うし、美濃加茂
市のことも、もっと市民に知ってもらうべきだと思います。

292 男性 山之上 山之上にコンビニのような雑貨店がない。
297 女性 太田 駅のバロー側は活気があると思うが、反対側の商店街は活気がない。
298 男性 山之上 人口をもっと増やす。

300 女性 古井
今まで通り安心して暮らせるようにしてほしいし、高齢者の人や障害のある
人へのサポートなどを充実してほしいと思います。

301 男性 下米田 これといった自慢できる点がない。
306 女性 古井 音楽に関わる常時をいろいろしてほしい。
307 男性 古井 公園を増やしてほしい。
312 男性 古井 人の「命」を大事にすることを望みます。

313 男性 太田

今、多くの店などが建設されていて、発展してきているが“田舎だから”と
いう考えを捨てないといけないと思う。例えば、東京はいろいろな若者が集
まる。それは東京自体に何か魅力があるから。岐阜をもっと若者が集まる町
にするために、何か最新（流行り）を取り入れていかないとベクトルが向か
ないと思う。若者が集まれば、岐阜のＰＲがもっとできると思う。田舎のよ
さも残しつつ、発展していけたらいいと思う。

315 男性 山之上 税金を安くしてほしい。
316 女性 古井 観光施設などをつくってほしい。
318 男性 蜂屋 もう少し税金を下げてほしい。
320 女性 蜂屋 これからも美濃加茂市に住みたいです。
321 女性 加茂野 もっと加茂野に飲食店を増やしてください。
322 女性 下米田 子どもが気軽に遊びに行けるようなところがあれば楽しいと思う。

325 女性 下米田
最近、いろいろな店ができていて、とても活気がある住みやすい町になると
思う。だがそれは一部に集中している。あと、たくさんの自然があっていい
町だと改めて思った。

327 男性 古井 楽しく住む。
328 女性 古井 安全と環境が整った市がいいと思います。

331 女性 蜂屋
もっと市民の皆が話せて“ワイワイ”できるところがあってもいいと思いま
す。

332 男性 蜂屋 店が少ない。
333 女性 古井 太田駅前の商店街が活性化すれば、町のイメージも変わると思う。
336 女性 下米田 為岡にある工場が夜遅く、朝早くうるさい。くさい。
338 男性 下米田 自然を大切にしてほしい。
339 男性 古井 もっと都会になって活気のあふれる市にしたい。
342 男性 蜂屋 田舎すぎる。
343 男性 古井 安心・安全な、治安のよい町を望みます。

- 5 -



中学生自由意見

No. 性別 居住地区 自由意見

344 女性 下米田
・公園がほしい。
・お店、ショッピングモールがほしい。

345 男性 下米田 いろいろなスポーツを楽しめる場がほしい。

346 女性 太田
提案で、美濃加茂では、アピタやバローしかないのでテーマパークやイオン
など楽しめるところを増やした方がよいと思う。外国人との差別をなくして
ほしいので、交流することができる祭りなど。

347 女性 蜂屋
文化会館だけでない、防音のある、子どもでも使える建物がほしい。できれ
ば可児市文化創造センターアーラまでとはいわないが大きいホールがほし
い。

348 女性 山之上 中学生の部活動時間を増やしてほしいです。
351 男性 蜂屋 大きな体育館がそれほどないので、大きな体育館をつくってほしい。

352 男性 古井
もっと遊ぶ場所がほしい。ショッピングモールを建ててほしい。人口芝のグ
ラウンドをもっとほしい。ライブができるドーム。

353 女性 古井 部活の時間、もう少し増やしてください。
355 女性 山之上 ボランティアを増やす。
356 男性 太田 公園の老朽化。美濃加茂市立東中学校の教室にテレビがない。

357 男性 古井 ドームを美濃加茂市につくって、Ｔｗｉｃｅのドームツアーで来てほしい。

358 女性 太田 家族や友達と遊ぶ施設をつくってほしいです。
359 男性 古井 建物を新しくしてください。
360 女性 古井 市長さんは誰ですか。

361 女性 古井
体育館やサッカー場をつくってほしい。イオンなどの映画館とショッピング
できる建物をつくってほしい。小さい子ども達がゲームやスマホから離れ
て、勉強や遊べる場所をつくってほしい。

363 男性 古井 明るく活気のある市を望んでいます。
364 女性 古井 子どもから高齢者まで楽しめる場所をつくってほしいです。

366 男性 古井
たくさんの年齢層の人が気分転換や遊び場として使える公園や広場をもっと
つくってほしいです。陸上競技場が関市にしかないので、美濃加茂市にもつ
くってほしいです。

368 女性 古井
私は、この先もずっとこの自然を守っていってほしいと思います。最近は家
が建ちすぎて木や田畑が少なくなってきているから、もっと増やしてほしい
です。

369 男性 山之上 体育館がほしい。
371 男性 下米田 公園がもっとほしい。
372 男性 古井 運動ができる場所を増やしてほしい。また整備をしてほしい。
374 女性 下米田 ボランティアなどがたくさん行える地域でよいと思います。
376 男性 古井 高齢者が住みやすい町。

378 男性 古井

誰にとっても可能な限り住みよい場所であることです。新しい活動をたくさ
んしていくことも大切ですが、今の美濃加茂市を客観的に見てどこが課題な
のかを明らかにすることが大切だと思います。また美濃加茂市ができている
ところもしっかり見て、それを近隣の地域に広める、発信していくことも大
切だと思います。僕が書いたことは美濃加茂市でもすでにやっていることだ
と思います。だから、それをもっと市民に発信して、行政は今何をやってい
るのかということを知ってもらうとよいと思います。ありがとうございまし
た。

379 男性 山之上 山之上地区などにもう少し飲食店などを増やしてほしい。

380 女性 古井
東京などど比べたらいけないが、美濃加茂市は、小・中・高生の遊ぶ場所が
少なすぎる。プリクラ機が少ない。

381 男性 太田 美濃加茂市に大きな野球場をつくってほしい。
382 男性 古井 若い人が楽しめるようなものがあるといい。

387 女性 古井
家の前の道路はたくさん車が通っていて、たばこのポイ捨てが多いので、そ
ういった環境へのよびかけを行ってほしいです。

388 男性 下米田
電灯が少なくて少し危ないので電灯を増やしてください。ポイ捨てが減ると
いいと思います。

389 女性 蜂屋
最近山手付近にいろいろなものが建ち始めているがスーパー系が多い。
ＧＵなどが来てほしい。

395 男性 古井 会社をたくさん。
396 女性 古井 働く場所がもっとほしい。
397 男性 古井 トイザラスをつくってほしい。
402 男性 伊深 高齢者の人達が近くで買い物ができれば、負担が少ないと思います。

403 女性 蜂屋
通学路の雑草が飛び出してきていて足に当たって痛いので、きれいにしてほ
しいです。

404 男性 蜂屋 Ｈｅｌｌｏ！
407 男性 蜂屋 飲食店を増やしてほしい。

410 男性 伊深
今、若者が都会などに移り住むのを防止するために、職場を増やしたり、伝
統で受け継がれてきたものの存続が必要だと思うので、それの向上を望みま
す。
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412 男性 蜂屋 バスを増やせるともっとよい。
417 男性 加茂野 サッカーコートをつくってほしい。
418 男性 太田 外のバスケットコートを増やしてほしい。
419 男性 加茂野 都会にしてほしい。イオンがほしい。

420 男性 加茂野
家族で楽しめるようなテーマパークのようなものがほしい。（あくまで個人
の意見です。）

421 男性 加茂野 全国で有名になる名所をつくってほしい。
422 男性 太田 高齢者や障害者が安心して暮らせるような、いい市にしたい。

424 女性 加茂野

・ドラッグストアが多すぎる。
・服などの買い物が不便。
・太田駅の近くの商店街がシャッター通りでさびしい。
・お店、ショッピングモールがほしい。

425 男性 太田 バスケットコートを増やしてほしい。（西町）外でできるところ。

426 男性 加茂野
・名前を変える。
・アピタをイオンにする。
・街灯の整備。

427 男性 蜂屋
バスケットコート、テニスコートがほしい。彼女がほしい。かわいい子限
定。

429 男性 蜂屋 気軽にスポーツのできる公園やグラウンド、広場がほしい。
430 男性 太田 スポーツができる場所、つくるか増加してほしい。
433 女性 加茂野 コストコのような店をつくってほしい。

434 男性 太田
運動をする場所が少ないと思う。（バスケットボール）西町につくってほし
い。

436 女性 加茂野 飲食店を増やして方がよいと思う。
438 男性 太田 バスケットコートをもっとつくって。

439 女性 太田
できれば、少し大きめの店ができると嬉しいです。また、公園を増やしてほ
しいです。

440 女性 太田 買い物などできるレジャー施設がほしいです。
441 男性 蜂屋 道を明るくしてほしい。街灯がもっとあるべき。

442 女性 加茂野
とりあえず、よさこいなど、その地域を何かで広められることを行う。清流
の町を表現できるように、川などきれいにしたりする。そのために、ボラン
ティア活動など行ってみる。登下校の道、細い道に街灯がほしい。

443 女性 太田
観光できるところをつくってほしい。（若者に人気がでるような）美濃太田
駅前など、もっと栄えてほしい。

444 男性 加茂野 運動や、遊ぶための場所が少ない。公園に遊具を増やしてほしい。
445 男性 蜂屋 バスケットコート新しくつくってほしい。（屋外で）
446 男性 加茂野 スポーツができる場所を増加してほしい。
447 女性 蜂屋 ジムを増やして。（やせたい）

449 男性 蜂屋

ライン下りをまた行ってもらいたいです。僕は小学生のころ、ライン下りに
乗った思い出があります。川の流れや風など、「市内で、こんなにも自然に
ふれあえる。」とてもよい思い出です。自然を守る中で、その美しさにふれ
て大切さを知ることも必要ではないでしょうか。間違いがありましたら、申
し訳ありません。

451 女性 蜂屋 ショッピングモールをつくってほしい。（マーゴのような）
452 男性 蜂屋 総合体育館を大きくする。映画館。

454 女性 蜂屋
周りにお店がなく、休日も行く場所がないと思った。田んぼで草を燃やして
いる人が多くて、常に煙くさい。

455 男性 三和 がんばってください。
456 男性 古井 自然を残しつつ、住みよい場所を残してほしい。
457 男性 下米田 また市に戻ってきても変わらない風景であってほしい。

458 男性 太田
もっと商店街をたくさんの店にして、これから生まれてくる子ども達にいろ
いろな体験をさせるための体験施設をつくること。また、皆が買い物をしや
すいように大型ショッピングモールなどもよいと思う。

462 男性 古井

不正に有罪になった藤井元市長がかわいそうです。藤井元市長に戻してくだ
さい。新しいまちづくりをするなら市民の意見をしっかり聞いて本当に皆が
望むことを実行してください。市長の責任と義務を最後まで果たしてくださ
い。

463 男性 古井 今のままでよいと思います。

465 女性 古井
・今のまま自然が豊かな町にしたい。
・小さい子から大人まで皆が仲がよいあたたかい町にしたい。

466 女性 下米田 市長を若い人に戻してほしい。

471 男性 山之上
暗くて危険な場所を減らしてほしい。整備されていない建物など危険なので
早く壊してほしい。

474 男性 古井
安定した仕事ができる町にしてほしい。老後の心配をする必要のないように
してほしい。将来の夢を持てるようにしてほしい。

478 男性 山之上 住みやすい町づくり。（レジャー施設など）
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483 男性 古井
山に大きなアスレチックがあったら大人も子どもも楽しめて、自然を感じら
れていいと思う。お金はかかるが。これから子ども達が外で遊ぶことが少な
くなってしまわないかが心配。

486 女性 古井 イオンなどの買い物しやすい場所ができること。

487 女性 下米田
安心・安全で子どもも大人もどのような人でも暮らしやすい市にしていって
ください。

488 女性 古井 同じようなお店だけでなく違う新しいお店をつくってほしい。
489 女性 太田 緑を残してほしい。
495 男性 下米田 このままもういいと思います。
496 男性 山之上 山之上最高。
497 女性 古井 美濃加茂は好きだが、引っ越してしまう。

507 女性 蜂屋
学生としては、市役所の中などに誰でも利用可能な学習スペースがあると嬉
しいです。

508 男性 蜂屋 買い物する場所、飲食店が蜂屋にも増えてほしい。

509 男性 蜂屋
ナビ蜂屋に住んでいる者で、ナビ坂があるのですが、草がガードレールから
飛び出ていたり、かぶれがあります。環境を整えてほしいです。ナビ坂の道
路が穴が空いていたり、でこぼこです。

520 女性 蜂屋 いちいち文句をいってきたり、いじめが起きる町は嫌です。
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