
 

 

 

 

 

 

 

美濃加茂市議会 

市議会に関するアンケート結果報告 
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内 容 
美濃加茂市議会では、議会だよりの紙面カラー化、一般質問の議員別掲載、議会本会議のイ

ンターネット中継など、市民の皆様に分かりやすく、より開かれた議会となるよう取り組みを

続けている。 

今回、今後のさらなる充実を図るため、アンケート調査を実施。「市議会に関するアンケー

ト」として、以下の方法で収集を行った。 

 

調査対象：市全域 

調査内容：下記調査内容のとおり 

調査方法：①みのかも市議会だより№１６６（平成２８年８月１日発行）8，9 ページに

アンケート用紙を添付、料金受取人払郵便で回答を送付。 

（参考：配布部数 13,600部 8月 1日に各戸配布及び市内スーパーにて配布） 

     ②市議会ホームページ上にＷｅｂ回答用ページを設置。ホームページ上及び

「すぐメールみのかも」にて周知。 

     （参考：すぐメールみのかも登録者人 3,080 人（8月１日現在） 

調査期間：平成２８年８月１日～平成２８年９月３０日 

 

結 果 
８１件の回答が得られた。（内訳：調査方法①によるもの４６件 ②によるもの３５件） 
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調査内容と結果 
（調査見出し）市議会へ皆様の「声」をお聴かせください! 

 美濃加茂市議会では、議会だよりの紙面カラー化、一般質問の議員別掲載、議会本会議のイ 

ンターネット中継など、市民の皆様に分かりやすく、より開かれた議会となるよう取り組んで 

います。 

 今後のさらなる充実を図るため、今回「市議会に関するアンケート」を実施します。いただ 

きましたご意見等は、今後の議会だより等に活用させていただきますので、皆様の市議会への 

声をお聴かせください。 

 

■住んでいる地区 

太田 ・ 古井 ・ 山之上 ・ 蜂屋 ・ 加茂野 ・ 伊深 ・ 三和 ・ 下米田  

  

■年齢  

10 代 ・ 20 代 ・ 30 代 ・ 40 代 ・50 代 ・ 60 代 ・ 70 代 ・ 80 代以上  

太田

21%

古井

23%

山之上

5%

蜂屋

11%

加茂野

10%

伊深

5%

三和

3%

下米田

10%

無回答・その他

12%

１０代

0%
２０代

9%

３０代

7%

４０代

14%

５０代

21%
６０代

16%

７０代

18%

８０代以上

6%

無回答・その他

9%
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■性別  

男性 ・ 女性       

 

「議会だより」について       

1．あなたは「議会だより」を読んでいますか      

●読んでいる →２へ  ●読んでいない →３へ    

   

       

2．「読んでいる」とお答えお方は、該当するものを○で囲んでください（複数回答可）  

●全部読んでいる ●表紙 ●定例会の審議結果 ●議案クローズアップ 

●議案の賛否状況 ●委員会審査の概要  ●市政一般に対する質問と答弁 

●議会を傍聴しました ●可決された意見書  ●活動ピックアップ ●議会日誌 

●お知らせ ●編集後記 

男性

69%

女性

26%

無回答・その他

5%

読んでいる

86%

読んでいない

11%

無回答

3%
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3．「読んでいない」とお答えの方に、その理由をお尋ねします（複数回答可）   

●関心がないから  ●内容が難しく、よくわからないから ●面白くないから 

●その他（                  ） 

 

・その他の意見 

・直接的に関わる議題（質問答弁）の内容が少ないから。 

・一時的で深みがない。市民に対する細心がないから。 

・議会は日常生活の中で遠い存在に思うから。 

・あまり身近な情報に感じられない 

・（議会だよりの存在を）知らなかったから。 

・何も期待していないから。 

関心がないから

12%

内容が難しく、

よくわからない

から

18%

面白くないから

35%

その他

35%
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4．「議会だより」で改善したほうがよいと思う点を○で 囲んでください（複数回答可） 

●文字が小さい ●字が少ない ●ページが少ない ●写真が少ない 

●その他（                  ） 

 

 ・その他（同意見は集約） 

・文字の大きさなどいいと思う。問題ない。 

・現時点ではちょうどよいと思う 

・今のままでよい。 

・詰め詰めの感じで苦しい。 

・経費節約のため２色刷りでいいと思う。 

・具体的に高齢者にも分かるように。 

・もう少し議員さんと市長はじめ、議員の方の議論内容や答弁が読み取れる具体性や詳

細を記載できないでしょうか。 

・回答者の氏名が必要。 

・質問者等の氏名を書く。（市政一般に関する質問以外も） 

・各議員が質問したものは、これで全部？ 

・答弁者の職名と氏名を記入してほしい。 

・委員会でのやりとり趣旨を掲載した方がより身近になるのではないでしょうか？ 

・（場所の説明は）地図などで分かりやすくしてほしい。 

・「市民にとって見やすいこと」を重視するならば、一般質問に関する質問と答弁など

は、「質問した議員の質問順」に掲載するよりも、「質問のジャンルごと」に掲載した

方が、より興味のあるものを探しやすいと思います。 

・当選すればそれだけという議員は減りましたが、まだまだ地元要望主体の議員が大半
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です。委員会などで取り組んでいる議会改革の中身、市政に対する政策提言などを掲

載してほしいです。 

・議員が普段市民関わる中でのよもやま話を掲載希望。 

 

5．その他、どのように市議会の情報を得ていますか（複数回答可） 

●新聞  ●インターネット中継  ●市議会会議録 ●市議会のホームページ 

●議員個人のホームページ ●議員個人の報告書 ●議員個人の報告会 

●議会を傍聴している   ●その他（                  ） 

 

 ・その他（同意見は集約） 

・ほとんど情報を得られていない。 

・市議会だよりのみ。 

・新聞に載る年度はじめの予算案以外は情報を得られていません。 

・ＳＮＳ 

・議員さんとの雑談、各行事での議員さんのあいさつ内容から。 

・議員や市職員から直接情報を得ている。 

・（議会だよりは読んでいるが、）議会開催時間(日数)の制限で、一般質問をされない議

員の考えがわからない。党派の代表がされているのか？ 

 

 

自由意見① 

市議会では新たに「新庁舎建設特別委員会」を設置しました。今後の調査・研究の参考とさ

せていただきますので、「市役所の新庁舎」について自由なご意見をご記入ください。 

・私（70代・女性・三和町）は自分だけで出かけることができないので、庁舎の中について
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はよくわかりません。テレビのニュースやＣＣＮｅｔぐらいです。特別委員会の皆さんは

会議などご苦労さまです。世の中が安心して過ごせるようにいけたらと思いますね。 

 

・特別委員会に市民代表も加えるべき（市民の声を聞く機会を） 

・市の将来にとって、大変重要な委員会と考えられます。地域エゴの観点でなく、市の将来

を見据えた観点での議論は勿論のこと、市の現在を存続する前提ではなく、グローバルな

視点で市民のくらしやすさを拡大できるような議論をしてほしい。少なくとも災害に十

分対応できるように位置（場所）を考えるべきです。 

・市の職員ではなく、市民が本当に必要なものを造って下さい。 

・市民を交えたワークショップなど、完成前から市民に愛着を持たれる庁舎にしていただき

たいです。 

・耐久性の問題として新庁舎は必要かと思いますが、財源の確保の計画がどのようになって

いるのか、公開してほしいです。 

・このような事案は、時間をかけるのが役所仕事ですが、時間や経費の無駄遣いなだけなの

で、中小企業のように早く進めて、１日でも早く市民が安全で、かつ、使いやすい新庁舎

を建設することを目標の首題にして頂きたい。 

・あらゆる意味で、計画の段階から完成、そして利用に至るまで、市民に開かれたものであ

ることを心底願う。 

・現状で特に大きな問題が生じなければ、莫大な費用、市民負担等を考えて新庁舎の移転、

建設は必要性を感じない。市民の声を尊重する。職員、議員、市長のためにではなく、利

便性、負担軽減、優先順を十分考えること。 

・市役所の新庁舎について、「２階建て」とし、市内外から訪れる方に分かりやすく、行き

やすい新庁舎がいいと思います。市民と市役所の心の距離が「離れ離れ」のままではいけ

ないと思います。「２階建て」は市役所見学ツアーに参加し、案内された部署へ行くのに

探しやすいと思ったからです。 

・複合的施設にして出来るだけ安価で利用価値を高めた庁舎にすべきである。箱物は負の遺

産なり！ 

・今の庁舎は、駐車場が狭い。（生涯学習センターのイベント行事、健康診断などが重なる

と…） 

・新庁舎は独立した場所に、現在の生涯学習センターと福祉健康関係は現存すべき。 

・木造作りを望む（大きな木材を利用してぬくもりの感じを出す大きな梁を…空間スペース

を広げて圧迫感のない、ゆとりのフロアにしてください。） 

・熊本震災では、庁舎の損壊があったようです。市の心臓部です。しっかりした建物にして

ほしい。 

・高齢者も訪問しやすい交通の利便性、バリアフリー、分かりやすい案内標識等。 

・市民が利用できる空間にしてほしい。 
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・市民が気軽に出かけていけるオアシス的な役割があるとよい。少子高齢化に向けて計画さ

れると市民が喜ぶでしょう。今までのようにハード面ばかりでなく、ソフト面も大切に。

機能面で先をみてください。専門家、市民（男女）も参加して新しい市庁舎づくりを。 

・太田町内の住民にとって、市役所移転は反対されると思われるが、その他の住民にとって

は、もっと広々とした、水害にも心配しなくてよい、例えば中部台、医療センター用地な

ど最適と思います。 

・美濃加茂市の中心、中部台の周辺に新庁舎を建設してほしい。 

・過疎化が進んでいる北部に市役所を作ってください。地価も安いし、開発につながると思

います。 

・「市の顔」というぐらいの市庁舎をつくってほしい。将来 50年先までは、人口、まちの形

態などに対応された市庁舎を望む。また、地震(南海トラフ)今後 30年までには発生する

といわれているが、市民の避難場所として、役割を担ってほしい。財源については、厳し

いと思うが知恵を出しあってほしい。設置場所については、太田側に近い、古井地区で考

えてもいいと思う。市の玄関口は「美濃太田駅」である。駐車場も十分確保されているこ

となど。 

・新庁舎を建てるなら、発展の見込みがある北の方へ建てるべきです。これから北方面は人

口とともに新しいモールが出現すると思っています。市民が集まれる場所やイベントが

出来て誰もが集まりやすいところがほしいです。これからは人口が減少する時代です。無

理は禁物です。 

・新庁舎建設を行えば、中で働く人のモチベーションも上がり、良いことだと思います。今

の場所に建設するのか？他の土地に建てるのでしょうか？水災害のない山之上地区に建

設してはどうでしょう。（反面、耐震工事済みなのにどうして？という思いもありますが

…） 

・建物のことより、現在の議員活動や議会活動について、抜本的な検討及び見直しが先決で

ある。 

・新庁舎建設に全く反対する。２０１５年度の行政の魅力度が岐阜県は最下位と報道にて放

送されていた。全国上位に魅力度がなるようになったら、能力が出来たと市民は感じる。 

・特に興味はない。 

・日本の森林資源が有り余っているし、再生可能な ECOな資源であるから、内装、床、壁は

木製とされたい。 岐南町役場（昨年完成）は、コンクリート打ちっぱなしで臭い。 

・市民の声などあてにしないで、それを超克する特別委員会や調査研究をし、市民を納得さ

せリードする市庁舎を建設することに努めていただきたい。 

・地震、洪水に耐える庁舎にしてもらいたい。 

・高齢化が進むのと、外国の方が多くなるので、すべての課（市民の世話をする課）は、1

階に集めてもらいたい。２階、３階は議場、その他に使われるとよい。駐車場はやはり市

庁舎の前か筒型（庁舎の周り）にして、車から降りて歩いて入口玄関へ行けるようにして
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ほしい。ドーナツ型の駐車場にしたらとアイデアが浮かんだ。市民がぐるっと回って用事

が済むように狭く、まぁるい庁舎。 

・建設は賛成です。現在の場所は水害などを考え止めた方がよい。もし現在のところで建設

となれば下部は駐車場、もしくは水害を受けてもよいように設計し、太田町の住民が水害

から避難できるような庁舎であってほしい。最悪の場合を考えて建設してほしい。また、

中部台方面で建設を考えてもいいと思う。 

・議会ホームページ掲載の新庁舎建設特別委員会 7月 26日の内容がわからない。市（施設

経営課）のプラン及び都市計画課などのビジョンなど、たたき台がなければ何も言えない。 

・同第２回委員会８月２４日の内容はどうであったのか、その開示もないので、何か言えの

姿勢がいつも上から目線！この回答が第３回委員会で話題となり、今後市民に対して新

庁舎の必要性、１０～５０年度の美濃加茂市のカタチを市民に提案できる市政になれる

よう議会で導いてやりたい。 

・建設に対する予算や見積もり、業者の選定に対して談合や予算を使い切るやり方をやめ、

企業原理を活用するようお願いします。 

・市の記念行事として、新庁舎を新しい場所に建設するとよいかと思います。現在、木沢記

念病院移転用地に市役所を移転し、病院はまた検討するというのがよいかと… 

・特になし。 

・場所は交通の便の良いところ 

・文化会館をなくし、その場所に。 

・議場は立派すぎる。フラットで良いのでは。 

・今、文化会館でやっていることでどうしてもというのは、何があるか分からないが、小中

学校の体育館やアーラを使う。文化会館は、名前は良いが、古く、狭いのでは。 

・初期投資がかかっても、自給自足できるくらいの設備にした方がよいのでは。（エネルギ

ー面） 

・新庁舎の場所選びは、現在の場所にするのか、移転するのかも含めて慎重にしてほしい。 

・もし現在の場所にするならば、コンビニエンスストアをテナントとして入れてはどうか。

公平性を保つため、金融機関のように何年か 1 度チェンジする。テナント収入は大きい

し、現市役所の近隣にはコンビニがないので、住民も助かるのではないかと思う。 

・車いすに乗っていろいろ回ってみてください。段差、机の高さ等、体の不自由な人の目線

で作った建物、道はすべての人にやさしい作りで、使いやすいと思います。 

・移転場所は、慎重に選んでください。 

・市民の利便性等に配慮 

・議会棟も含めた７階建てくらいの立派な庁舎にしてほしい。 

・確かに美濃加茂市役所は古いし狭いと思うので、市民が足を運びやすい庁舎となることを

期待しています。山手に木澤病院が移るので関市のように庁舎も移転させるのが良いと

思います 
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・基本的に賛成だが国も地方も財政破綻しかけている財政事情で、現実可能なのか またも

し国もしくは、県関係から予算に関する補助金などが現実化され、予算のメドが付くなら

町の中心である太田町に建設してもらいたい。 

・時期尚早では。執行部の足を引っ張るようなことにならなければよいがと心配しておりま

す。 

・現在は庁舎が狭いと感じますが、今後市役所の仕事は電子化や外部委託が進み、仕事量は

減ってくると思われます。仕事量が減る→職員数が減る→部署が減る→机が減る→場所

が余るという具合に、いまは狭いと感じるこの庁舎でも例えばあと 50年使い続ければい

つかは広く（無駄に）感じると思います。そういったときに余った場所を市の施設やそれ

以外のなにかに利活用していかなければなりませんが、現在の庁舎ではなににも活用で

きない気がします。例えば、今は本庁と西館に分かれていますが、次の庁舎は第一棟・第

二棟・第三棟と３つに分離し、場所が余ってきたら第三棟は民間企業のオフィス用に貸し

出したり、体育館にリフォームするなどのアイデアがあると思います。 30～50年後の未

来のことを考慮しつつ、よりよい庁舎にしてもらえればと思います。 

・公共交通の利便性、地盤の強さを考えると適地がなくなり、今更の感はぬぐえません。現

在の市役所の仕事をそのまま移すことを考えると器が大きくなります。建物ありきでは

なく、先ずは仕事を減らす（民間活用、中身によっては県へ戻す）。ドア to ドアの行政

（自宅、施設にいながら。２４時間申請可能などの ITC推進）も進める。仕事の幾多を市

民へ、民間へ解放する。雇用の場の確保を進める。結果、職員を減らす。その上で適正規

模の器を考えるべきです。美濃加茂市は市民力が高いまちです。めざす姿は小さな行政で

ある！というコンセプトは内部からは抵抗勢力が強く出てきません。市民の信任を受け

た議会から強く打ち出し、民間雇用を含め役所の仕事と人を減らし、莫大な費用をかけず

にコンパクトかつフラットな庁舎建設を進めてください。また、民間投資を呼び込むなら

ば現状の土地利用を考えて JR 美濃川合駅に近いアピタに複合施設という手もあります。

第４次総合計画策定時に駅北に民間投資（PFI）を視野に入れた複合施設と車の排除を提

案しましたが内部で却下され、現状は虫食い状態の中途半端な発展となりました。コンパ

クト化を目指すのか、複合型で賑わいを目指すのか、財政計画とも照らしながらしっかり

検討していくことが必要です。" 

・各課の連携事業など打ち合わせの際に効率よく移動できるよう緻密に課の配置を考えて

欲しい。また、市民の憩いの場になり、職員も利用できるカフェを設置して欲しい。 

・昭和３７年建設の本庁舎の建替は建替え場所が最も時間を要するため事務局案を早く出

すことで「新庁舎建設特別委員会」でのさまざまな意見を聞くことが大切。特に旧生物研

究所跡地を病院と庁舎の複合施設にする案も検討すべきでしょうね。 

・横に広くよりは、縦に長く建設して欲しい。場所は現在の場所近辺（美濃太田駅付近）を

希望。 
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自由意見② 

市政・議会に対してのご意見がありましたら自由にご記入ください。 

（市政関係） 

・これから高齢者や子供たちが乗りやすいバスがほしいです。市民の足になるようなバスが

ほしいです。 

・１人暮らしの世の中が多くなり、また、あまりにもパソコン・インターネットと、自分で

話したりすることなく、字を書いたりして、何かと便利で危ないと思うし、私のような年

だと１日が無事に過ごせたらほっとしている生活で、のんびりしている気分になれませ

ん。皆さんに声をかけて誘ってくださったときには、行くようにしています。私にしては、

あい愛バスがありがたいです。（土曜日必要） 

・市バス利用を広げてほしい。 

・あい愛バス、市橋グラウンド 1日１本に。 

・高齢化社会について いろいろな行事などはありますが、ふれあいの場所があまりありま

せん。みんなで楽しむレクリエーションなど。よろしくお願いいたします。 

・高齢者が、今、残念に思う。食料品店がなくて、ほしいもの、食べたいものを買いに歩い

て行けず困っています。牧野地区です。不便しています。もう長生きしたくない気分です。 

・高齢者は身体障害者と同一である。ひとりで生活している私のようなものが、これからだ

んだん多くなり、市の現状対策は何にも方法対策が取り組みされていない。ヘルパーさん

に通所してもらい、食事を一回のみ作っていただき、身体不十分な私たち、転んで置き生

活不衛生かた、明日の命さえ分からないが大切にしたいものです。これついて高齢者保護

について考えてもらいたい。 

・川辺町の医院にて聞いたが、三和町７８歳のおばあちゃんは、月に１回、人と話すのみと

言っていた。 

・少子高齢化の進む時代、市健寿連合会の行う行事を見直し、地区連合会、単位クラブへ予

算を回すよう。８０歳近く、以上になると市の行事には出にくい。地区単位での行事を盛

り上げないと、健寿会はいずれ解散の方向に進む。年々減少している会員、単位クラブ（予

算が少なく何もできず、動けない館員も増えて継続が難しい）予算が少なく、今まで行っ

てきたのか？疑問に感じる。 

・年寄りが一人でいろいろな契約が出来ないように、出来ないでしょうか。頼れる人がいな

い人には難しい事でしょうが、詐欺にあうことがなくなっていくと思います。分かってい

ないのに契約したりして家族が困ることが多くなってきました。65 歳ぐらいからとか低

い年齢から決めれば、孤独にならず会話も増え、ボケも少なく病気も早く気付くなど良い

ことが出ると思います。 

・美濃加茂市長さんの問題を見て見ぬふりしていませんか、議員の皆さんは藤井市長さんが

若くて人気があるので、その人のことを問題視すると、自分の議員としての地位がなくな

る？と思ってか…。しかし、民間企業ならあれだけの問題、裁判になっているのに、辞職
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させないなんておかしいです。金額が３０万円とかの問題ではなく、仕事であれば業者取

引先と名古屋で合わなくてもよいでしょう？市役所に呼べばすむこと。怪しい人と会っ

たことが軽率です。辞めて責任を取ってほしい！！税金で給与をもらっているのはおか

しい。公務休んで裁判しているのは変です！！ コンプライアンス重視。 

・市長は、いつまで市長を続けるのですか？火のないところに煙は立ちません。白黒はっき

りするまで、市長、お辞めになっては？市長、みんなの税金でずるずるいないでください。

市長を続けるのであれば、給料、ボーナス、少しはカットしてください。（白黒はっきり

するまで） 市長、少し若すぎたのでは。市長になるまでに、もっと勉強が必要でしたね。 

・美濃加茂市として今現在の空き地や空き家の対応についてどの様に対策を考えているか、

市の物とそうでないものがあるが治安の悪化や災害に関わってくる物もありますので検

討していただければと思います。 

・草放置、空き地→市の対応が遅い！！ 

・医療センターの建設を早く進めてください。今の木澤記念病院は、駐車場も不便だし、建

物も古く最悪です。市民病院がないので、せめてこちらをいい病院にしてください。市民

のためによろしくお願いします。待ちくたびれます。 

・総合医療センターは、現在どうなっているのか、いつできるのか関心があります。市民へ

情報提供して欲しいです。 

・東図書館の受付の無愛想さがここ数年間にわたり続いている。本当に無愛想で「来て悪か

ったか」と思うほどである。 

・図書館の充実を図ってほしい。（市内の）図書館同士の交換さえない。いつ行っても本棚

の内容に変化なし。 

・美濃加茂市に来て５年になりますが、何処の病院に行っても１時間以上は待たされたりす

るので医療関係など、人材など？にもっと真剣に取り組んでほしい。 

・福祉介護問題と住民本位の行政を考えて、少子化、高齢化に対処してください。特に市議

会議員の方は地元の意見を汲み上げてほしい。①太田地区、古井地区の自治会活動、組織

力の弱体化に歯止め！！少子化高齢化による自治会構成員の減少と協力体制の弱体化で

す。<市行政の主導で行う！>※各自治会組織の見直し、50 世帯を目途に太田、古井地区

の行政区、組織の見直しを早急に行ってください。 

・まちづくり協議会の委員が選任されていますが、どのように情報を集めているのか？（１

年１回の市でやる発表会に参加して終わりなのか？職員に聞いて終わりなのか？）それ

とも名前だけなのか。 

・市民の生活改善（直結）に関する事業の実施をお願いしたい。以前、所有者不明猫（いわ

ゆる野良猫）を原因とする生活被害や無責任なえさやり行為による近隣のトラブル等の

問題について、市長あてに訴えたものの対策を講じる様相なく訴えは却下された感があ

ります。実際、他市や他ではリーフレットなどで無所有猫の餌付け防止など事業として取

り組みがされている。小さな事案と思われていることでも生活を改善するためには、疎か
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にせず考えていただきたいと思いました。施策として広報されなければ被害が増えてい

くと思います。 

・市主催のスポーツイベントをもっと増やしてはどうでしょうか。例：トライアスロン大会

（ミニ）、アドベンチャーレース大会（ミニ）、地図読み、マウンテンバイク、ラフティン

グ等、ARJS 岐阜長良川大会（５０㎞）に参加したことがありますが、つらくて大変なレ

ースでしたが、達成感があり楽しい大会です。美濃加茂市にも、御殿山キャンプ場や各種

名所、シュロス跡にはキャンプ、ラフティング場等が建設されると聞きましたので、是非

開催してください。全国から皆さん参加されると思います（マラソン大会はもうベタにな

ってきましたからね。） 

・乳がん検診についてです。現在３１歳で友人とも乳がんの話をします。最近は若い人でも

乳がんになると言われるようになりました。若い人は「自分は若いからまだ大丈夫」と思

いこみ、検診になかなか行かない方が多いと思います。私自身も２０代ではそのような考

えでした。しかし、母が乳がんで亡くなり、がんの怖さを知り検診を意識するようになり

ました。友人は春日井市で、先日無料で乳がんと子宮けいがんの検診を受けたそうです。

（３０歳です）美濃加茂市も３０歳以上を対象に助成があると検診を受ける人がいるか

もしれません。４０歳になるまで自己負担というのは、子育て世帯には大きな金額です。

是非検討をお願いします。 

・横断歩道において、歩行者が横断しようとしているのに停止しない自動車が未だに多い。

歩行者の多い箇所で、横断歩行者優先を示す立て看板を設置する等して、周知させるべき

だと思う。また、中高生の自転車の逆走が多く感じる。学校、警察との指導を徹底してほ

しい。 

・市、県、公団、どこの管轄かはわかりませんが、市内のことであるため、働きかけ整備を

してほしいと思います。三和町から川辺町鹿塩へ繋がる道路沿いの樹木がトンネルのよ

うになり、地元の者でさえ交通に困り、また特に夜など恐ろしささえ感じます。地元の者

が下草の除草はできても、高所の樹木を切ったりすることはできません。せっかく点いて

いる該当も木の中に埋もれてしまっています。何卒早々の対処をお願いいたします。 

・下米田町牧野地内、山手の道路（元通学道路）は、雨のときは道路に水が出る、山に農業

用水路があるが、水がいっぱいで排水されていない。この前水路を工事してみえたが、配

水していないので下の道路に流れ出てくるのでは。一度よく見ていただけないか。地元の

議員さんもよく回っていただきたい。大変困っていられる人もあるようで、地元の人に話

を聞いていただいては。また、道路への木の件も。 

・市の空き地をもっと利用していただきたい。例えば、夏には盆踊りまたはバザー（リサイ

クル）などを開催することにおいて市の活性化につなぐとよいと思います。（大手町公園） 

・昔の市議会議員は、地元の要望などをよく聞いてくれました。古井地区は「文教地区」高

校 3、中学 1、小学校 2、幼稚園 3、あり生徒たちが通学等の際、安全な通学道路がすくな

く、また街灯が少ない状況です。そのため、特に「本郷地区」で未整理区域の「区画整理
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事業」を執行されるよう要望いたします。 

・全体的に閉鎖的で、もっとダイナミックな改革の必要があると思います。特に加茂野地区

については、新しい移住者が多く、また新しくお家が建てられて移住して世帯数が増えて

います。なんら市政は手を打っていません。ただ、小学校校舎の増設をするのみである。

もっとインフラの整備をしていただきたい。南北区一校小学校を作るとか、公園ももっと

必要と思います。もっと将来のことを考えろよ！！新庁舎なんか必要ないぞ。トップも交

代だ。 

・市橋地内の違法駐車対策をしてほしい（新しい団地内、グラウンド近く） 

・無駄な建設や設備を考え直した方がよいと思う。中央体育館と、文化会館を併せ持った設

備を計画してほしい。文化会館は集客力のある者でなければなりません。２つの設備は古

く建て直しが必要と思われる。観光の目玉として木曽川沿いの風景を見ながら堤防沿い

にウッドデッキを中之島公園から坂祝町位まで設備したらいかがでしょう。市外の方も

多く来られると思う。 

・中山道会館の近くを駐車場にしたのはなぜか。話し合ったのか、コンパクトシティと矛盾

する。駅南の開発にいくらお金をかけるのか。さびれていくばかり。 

・下米田の配水タンクは本当に必要か。議会で必要性を認めて出来たと思うが、飛騨川の上

に管があるが、あれが破損したらどうなるか考えたのか。 

・美濃加茂市の見どころを行政が総力をあげて PRされています。市内外問わず見どころを

訪れた方が「もう一度来たい」と思い、いつかまた足を運んでもらえるように、総力をあ

げて取り組んでいただけたらと思います。訪れた方が「もう一度来たい」と思うきっかけ

は十人十色違うと思います。そのきっかけを把握し、良いところは伸ばしていくべきです。 

・市の未来の方向性を示して下さい。未来の方向性がさっぱりわからない。 

・市長、副市長、教育長の給料所得が高すぎる。市の財政事情に見合う報酬にするべきであ

る。 

・昔のことだと責任逃れをしている→税金 

・ミスを認めない→支払い福祉 

・給食センターの見学はいつから駄目になったのか？ 

・市中学校の一部学校に「学校の森」づくりがなされているが、現状をみて理念とあってい

るのか。 

・市内のお盆の日取りがあまりにもまちまちで人の動きにもさみしいものがある。家族の

「休日」ということを考えても、全国的なお盆（８月１５日）に変更し、まちの動きにお

盆らしさがほしい。 

・不燃ごみの収集が 2カ月に 1度というのは、間隔が空きすぎて不便。１カ月ごとか、小量

はリサイクルステーション等に持ち込みができるようにならないか。 

・美濃加茂市はマイナンバーが使用できないし不便を感じます。 

・もっとレストラン誘致したら人口増えるんじゃないでしょうか？" 
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（議会関係） 

・市民に広く活動状況を知らせてほしい。 

・比較的開かれた議会と思います。 

・市民すべての意見・要望を市政・議会がかなえるのは非常に困難な事だと思いますが、市

民の心に寄り添い続ける市政・議会であってほしいです。 

・あまり代わり映えがない内容なので、一歩、新しいことに踏み出してほしい。 

・市長や議員の皆さんは、市民税から給料をもらっている立場を常に考えることが大切だと

思います。毎月、自分の活動が給料などに対して十分か反省し、改善することが重要と思

います。人として恥ずかしくない行動をすることが前提となります。 

・各議員さんは選挙のときに、北部、北部…と言っているが、質問にしても自分の地域の問

題を言っているだけのように思える。北部はどうでもいいのではと思う…。 

・市長が有罪となったとき、どうするのか？リスクマネジメントとしてあらゆる対処を準備

されたい。 

・日置祥子議員のキックオフ大会の人選についての質問、私も同様に不信感を抱きました。

特に選挙前ということであり、市長は当然、夫人の知名度は知っていたはずですから、私

はそれを知った上で行ったとしか考えられない。さらに同調する意見がなかったことに

も失望です。行政には公平中立であってほしいと願っています。今後も議会には偏らない

活動を願います。 

・市議会の方々は北部地区の里山整備に関心が少ないと思われる。里山整備のボランティア

に参加して、里山整備の大切さを感じてもらいたい。 

・まちづくり協議会にもっと参加して勉強してもらいたい。 

・災害予防、災害時において各家庭にて災害予報報知機を備えることを市議会で話し合って

ほしいです。 

・加茂野は元議員の議席がなくなった事が大きな痛手となっている。人口に対する議員数で

見ても明らかに偏重である。前回の選挙では現職が加茂野をあまり回らず他の地域で知

名度を上げたが、このような行動は地元に限らず議員活動できる範囲を広げたと理解し

ている。定数増は無駄なので、議員全員がオール美濃加茂市をもっと鮮明にして、私達が

地元議員を頼らなくても良い議会にして欲しい。 

・市民の代表と言葉では言っているが、市民との討議や議論をどのように行っているのか？

独断と偏見で議会活動をしているように思っている。 

・何でも相談しやすい対応をお願いします。一人の一言は重みが有りますよ。 

・個人の小さい意見も大事、吸収する場がないので定期的に地区単位での市長、議員との意

見交換を行うこと。 

・地区の議員は年に２回程度、報告会、意見交流会を義務化すべき。 

・各政党さんのチラシについて…新聞チラシに時々入れてありますが、チラシ（新聞）以外
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にも一般家庭に配付できないか？ 

・ありがちな議会のような気がします。自分たち（行政、議員）寄りでない、目線を市民に

向けた、公平に審議、可決する組織であるべき。今までとは違うやり方で進めていく方法

を見つけてください。 国→県→市？ これからは、地方（市）→県→国 へ提案してほ

しい。（地方独自のやり方） 

・市政、議会について、興味がないわけではありませんが、私たちの年代（20 代）では市

政、議会がなにをやっているか情報を得る場面が少ないです。若者が自分で市政、議会に

ついて調べようと思えるまでの興味を持ってもらうことは現実的に難しいと思うので、

情報発信の工夫が必要だと思います。 

・市議会での質問の内容が浅く、通り一遍で、市側の答弁もその場凌ぎの答弁が多い。質問

はしつこいほどに追及して、答弁についてはその評価実績を検証し、責任のありどころを

明確にし、人事に反映するようにしてほしい。市職員の「ぬるま湯」と「なれあい」「無

責任体制」は他市町の情報と比較しても本市は酷いと思う。表面的なアリバイ作りに終始

する市行政には未来がないように思う。 

・９月８日から議場の配置が変わり、質問者の姿がしっかりと見え、位置づけられて、傍聴

者からは議員がより力強く見えるし、正面に並ばれている執行部とのやりとりに臨場感

が出て、答弁への深い入れ込みになりました。以前にも書きましたが、傍聴者の多くが老

人ですので、体のふらつきがあり、ぜひ傍聴席の前側には柵をつけて転落事故の内容にお

願いしたい。 

・長い年数で、内容が変わらず、変えようとしない、能力のない議員です。行政視察をしな

いと何事もできない人たち。議員定数を１／２に減らす。新たに高校生、大学生、主婦、

働いている方、年金受給者、各２名ずつ、年間、発案・意見を出し合い、全国に先駆けて

行政内容へ入ってもらう。以上が出来ないと、今まで通り無能者。 

・周辺の市町村に比較して社会的感覚が遅れています。言い換えれば、市行政に対する市議

会議員の監視の目が鈍いと言えます。 

第１点（NPO活動に対する認定・知識の不足） 

＊NPO活動は、市行政のうえで、地域の融和、発展に大きな役割を果たすものとして、NPO

支援法ができ、当初は県が窓口を務めた。活動の課題、場所は、地域に密着したものがほ

とんどのため、地域の行政が窓口を務めるのが効率面で好ましいとして、県から県内各市

町村に移管の要請をしています。近郊の市町村のほとんどは県の要請を受け入れ、ここの

地域に合った支援の仕方を工夫し、成果を上げています。当然、美濃加茂市も窓口を移管

し、NPOを育てる仕組みの構築を市の幹部職員に提言したことがあるが、帰ってきた言葉

が「職員の仕事が増えて困る・・・」この程度の認識である。市議会としての要請を望み

ます。 

第２点（市民の意見を市議会として直接聞く場を作ってほしい） 

地域の市議会議員に直接話せばよいが、市民の声をくみ上げて、市政に反映させることの
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できない市議もいます。これらの市議の勉強のためにも是非…。 

・よくこのごろアンケートを求めることがあるが、この集約は一体、どこで、だれが、どれ

だけの金でやっているのか。そして、このアンケートの結果も公表だけで終わりか？ 

・市主催の各公演、講座、自治会の集会など、普段の集まりにもっと直接顔を出してほしい

そうした中での声を集める方が、市民の想いにもっと近づけられると思う。 

・議員さんは市民（特に年寄り）から遠い人！失礼悪しからず。 

・議員定数の削減の断行。定数１２名が望ましい。 

・議員活動報告の義務化 

・政務活動費の審査の厳格化 

・議会で十分な話し合いがなされているとは、とても思えない。議会で聞かなくても自分で

調べれば分かることが多い。 

・「まぁるいまちみのかも」の基本計画を読み、議員のみなさんはどう考えているか知りた

い。 

・いつも思うことだが、財政面にもっと危機感を持ってほしい。100年先のことも考えるイ

メージで…。例えば、特に「美濃加茂市議会だより」は豪華すぎる。カラー写真は必要な

し。申し訳ないですが、読む人はどんなに質素でも読むし、読まない人はどんなに豪華に

しても読まないです。財政破綻した夕張市などの例もある。決して他人事ではないので、

小さな積み重ねを大切に。税金を大切に使ってほしい。 

・渡辺孝男議員の一般質問「わかりやすい公文書の発行」の記事を切り取り添付。渡辺議員

の「問」に対し、（答の赤線を引いた部分「専門用語やカタカナ語の使用を極力控え、（中

略）、公用文例は、児童生徒にも理解できる公用分になるよう～」）に思う。公用分を児童

生徒に理解し読みやすくするため、専門用語やカタカナ語を極力控えるよう見直すとあ

りましたが、逆だと思った。昨今は NHKテレビや新聞にも「カタカナ語」は使用している。

分かりやすくするのみならば、難しい専門用語にはルビを、カタカナ語には意味を付けて

ください。生徒たちも勉強になる。80 歳を過ぎた私も楽しみにしています。昭和に後戻

りせず、現代に向かって前進し、益々カタカナ語を増やしていただきたい。専門用語も控

えないで子どものみにならず大人にも教えてください。 

・執行部からの聴取が、質問や新しい取り組みによい方向性を与えてくれると思います。 

・市議会議員のありかたについて、「地区の代表」という考えをもっている議員、市民が多

いと思いますが、あくまで選挙では美濃加茂市民が選ぶわけで、各地区から１人を選出す

るものではありません。つまり、市議会議員においては、自分の地域の有益を第一に考え

るのではなく、美濃加茂市全体にとってプラスになる政策を打ち立ててほしいです。また、

市議会議員は、市民の代表であり、議員の声＝市民の声と言っても過言ではありません。

前述した、「美濃加茂市全体にとってプラスになる政策」については、直接市役所の担当

部署に打診してほしいです。また職員も議員の意見ととらえるのではなく、市民を代表し

ている人の意見をとして聞き入れ、政策の実現に向けて邁進していかなければならない
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と思います。 つまり、市議会議員の意見がもっと職員に伝わるような環境づくりをし、

議員の意見については美濃加茂市全体のことが考慮されているべきで、そういった意見

については、職員は実現に向けて全力で取り組んでいく。そういった組織になるといいと

思います。 

・議会の休日開催、夜間開催も検討してみえると思いますが、ライブ中継からさらに踏み込

んだ改革を進めてください。合わせて通年議会とし、議員給与を増やし、常に市政と両輪

の議会とする。もちろん、専任となるので議員定数は３割削減とし、議員経費総枠は増や

さない。期待しています。 

・安全にかかわる事象には、最優先に対応して頂きたい。 

・福祉に携わって感じたこと、平均的収入のある家庭以上の方々が、老父母（片割れ多し）

同居、同一生計なのに、生計別にして、介護、医療を安くし、ひどい人は５千円～３万円

の一時金？も貰っている。どの会派も追及しないのは解せん！ 

・様々な事業に対し、市執行部だけでは行政的責任を取れないため、議会と市執行部がもっ

と意見交換した上で行政を執行するべきと感じています。大多数の市民から信頼される

議会と市であってほしいです。 

 


