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Ⅰ 調査の概要 
１ 調査の目的 

「第６次瑞浪市総合計画」では、まちづくりの進み具合を数値で測るための「指標」を

設けており、その現状値を把握することを目的に実施しました。 

 
２ 調査の設計 

①調査地域  瑞浪市全域 

②調査対象  市内に居住する 20 歳以上の市民、1,000 人 

③抽出方法  住民基本台帳による無作為抽出法 

④調査方法  郵送によるアンケート調査 

⑤調査期間  平成 26 年 11 月 4 日(火)～11月 28 日(金) 

 

３ 配布・回収状況 
本アンケートの配布数と有効回収数は下記の通りとなっています。 

配布数 有効回収数 有効回収率 

1,000 361 36.1% 

 
４ アンケート調査における標本誤差 

抽出によるアンケート調査では、統計上多少の誤差が生じます。そのため、その調査が

どの程度の精度を持った回答結果であるかを示す指標として、「標本誤差」という数値があ

ります。 

以下の表に本調査における「標本誤差」を整理します。 

この表の見方は、例えば、「設問の回答数が 361 あり、その設問中の選択肢の回答比率が

60％であった場合、その回答比率の誤差の範囲は最高でも±5.13％以内（65.13％～54.87％）

である」とみることができます。 

 

（標本誤差早見表） 

回答比率 

回答者数 

10％または

90％前後 

20％または

80％前後 

30％または

70％前後 

40％または

60％前後 
50％前後 

361 ±3.14% ±4.19% ±4.80% ±5.13% ±5.23% 

300 ±3.45% ±4.60% ±5.27% ±5.63% ±5.75% 

200 ±4.23% ±5.64% ±6.46% ±6.91% ±7.05% 

100 ±5.99% ±7.99% ±9.15% ±9.78% ±9.98% 

※母数：32,246 人（平成 26年 10 月 31 日時点の満２０歳以上の市民） 

５ 報告書の見方 
(1) 図表中の N とは、回答者総数のことです。 

(2) 割合比は N を 100.0%として算出し、小数点以下第二位を四捨五入したため合計が

100.0%にならない場合があります。  
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Ⅱ 調査結果の概要（前回調査との比較） 
１ あなた自身について 
 

■性別 

回答者の属性をみると、前回（Ｈ25）調査に比べて、「男性」がやや多くなっ

ています。 

 

 

 
■年齢 

年齢は「40代」が多くなり、「30 代」が少なくなっています。 
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２ 瑞浪市の暮らしやすさについて 
 

■総合的にみて、瑞浪市は住みよいところだと感じますか 

「大変住みやすい」と「どちらかといえば住みやすい」を合わせた割合が、

前回の 70.1％から 4.4 ポイント減少し、65.7％となっています。 

 
 

■これからも瑞浪市に住み続けたいと思いますか 

「いつまでも住み続けたい」と「当分住み続けたい」を合わせた割合が、前

回の 83.0％から 3.5ポイント減少し、79.5％となっています。 

 

 
 

■瑞浪市の現状について、あなたは総合的にみてどのように感じていますか 

「満足」と「やや満足」を合わせた割合が、前回の 35.3％から 9.0 ポイント

減少し、26.3％となっています。 
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３ 皆さんの暮らしの現状などについて 
日常生活に関する各項目について、前回調査と今回調査の結果の一覧は、以下のとお

りです。 

 
「はい」と答えた割合 

  
Ｈ25 

（前回） 

Ｈ26 

（今回） 
Ｈ25→Ｈ26 

（１） 
あなたは、日頃から健康づくりを実践しています

か。 
56.1% 56.5% 0.4% 

（２） 
あなたは、ごみの４Ｒ活動に取り組んでいます

か。 
77.0% 75.1% -1.9% 

（３） 
あなたは、省エネルギー・新エネルギーへの取り

組みをしていますか。 
53.1% 54.6% 1.5% 

（４） 
あなたは、災害・火災・急病などに対する備えを

していますか。 
38.7% 42.9% 4.2% 

（５） 
あなたは、困りごとを相談できる人や場所があり

ますか。 
73.0% 72.0% -1.0% 

（６） 
あなたは、地元の農作物を食べるように心がけて

いますか。 
73.4% 70.4% -3.0% 

（７） 
あなたは、市内の商店街（小規模商店）でよく買

い物をしていますか。 
37.1% 34.3% -2.8% 

（８） 
あなたは、生涯学習（趣味・スポーツを含む）に

取り組んでいますか。 
39.3% 43.8% 4.5% 

（９） 
あなたは、日頃からスポーツや運動に親しんでい

ますか。 
30.1% 34.9% 4.8% 

（10） 
あなたは、日頃から文化・芸術や郷土の歴史や文

化に親しんでいますか。 
24.2% 26.0% 1.8% 

（11） 
あなたは、地域活動やボランティア、ＮＰＯ活動

に参加していますか。 
24.0% 24.7% 0.7% 

（12） 
あなたは、まちの情報を、わかりやすく知ること

ができますか。 
43.6% 45.7% 2.1% 

（13） 
あなたは、過去１年間に人権を侵害されたと感じ

たことがありますか。 
8.0% 8.9% 0.9% 

 
  ※太字は、前回調査と比較して、減少しているもの 
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４ まちの現状について 
まちの現状に関する各項目について、前回調査と今回調査の結果の一覧は、以下のと

おりです。 

「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」と答えた割合 

  
Ｈ25 

（前回） 

Ｈ26 

（今回） 
Ｈ25→Ｈ26 

（１） 
瑞浪市は、地域の支え合いや社会保障が充実してお

り、安心して暮らせるまちだと思いますか。 
67.6% 69.8% 2.2% 

（２） 
瑞浪市は、子どもを産み育てやすいまちだと思いま

すか。 
63.7% 64.0% 0.3% 

（３） 
瑞浪市は、障がい者やその家族が安心して暮らせる

まちだと思いますか。 
58.0% 52.6% -5.4% 

（４） 
瑞浪市は、高齢者が地域で元気に暮らせるまちだと

思いますか。 
66.0% 64.3% -1.7% 

（５） 
瑞浪市は、利用しやすい公共交通が整っているまち

だと思いますか。 
41.4% 34.1% -7.3% 

（６） 
瑞浪市は、犯罪や事故対策がしっかりとなされてい

て、安全で安心なまちだと思いますか。 
60.7% 64.3% 3.6% 

（７） 
瑞浪市は、必要な道路が整備され、安全で快適に生

活ができているまちだと思いますか。 
63.3% 62.6% -0.7% 

（８） 
瑞浪市は、誇りの持てる、魅力あるまちなみだと思

いますか。 
47.7% 45.7% -2.0% 

（９） 
瑞浪市は、防災対策等が整い、安心で快適な住環境

なまちだと思いますか。 
53.1% 51.8% -1.3% 

（10） 
瑞浪市は、水洗化推進により、市内を流れる川、身

近な水路がきれいなまちだと思いますか。 
62.3% 70.4% 8.1% 

（11） 瑞浪市は、働きやすいまちだと思いますか。 36.7% 29.4% -7.3% 

（12） 
瑞浪市は、市内の観光資源の魅力が高まっているま

ちだと思いますか。 
26.0% 23.0% -3.0% 

（13） 
瑞浪市は、学校・家庭・地域が連携して子どもの成

長と安全を支えているまちだと思いますか。 
68.0% 62.3% -5.7% 

（14） 
瑞浪市は、地域での交流や活動が活発に行われてい

るまちだと思いますか。 
57.8% 61.8% 4.0% 

（15） 
瑞浪市は、市民ニーズに合った事業が行われ、まち

が良くなってきているまちだと思いますか。 
45.5% 41.8% -3.7% 

  ※太字は、前回調査と比較して、減少しているもの 

 
５ みなさんの幸福度について 

幸福度の平均点は、前回調査 6.5 点から 0.1 ポイント上昇し今回は 6.6点となっています。 
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Ⅲ 調査結果 
１ あなた自身について 

問 1 性別 

全体では「女性」が 52.1%、「男性」が 46.0%とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2 年齢 

全体で最も多いのは「70 代以上」と「60 代」が

ともに 25.2％で、次いで「40 代」20.2%、「50 代」

15.8%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 3 家族構成 

全体で最も多いのは「親子二世帯（二世代）」で

46.3%、次いで「夫婦のみ」27.1%、「親子孫三世帯

（三世代）」14.1%となっています。 
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問 4 職業 

全体で最も多いのは「無職」で 36.6%、次いで「会

社員等」33.2%、「パート・アルバイト」15.2%とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 5 居住地 

全体で最も多いのは「瑞浪地区」で

35.5%、次いで「土岐地区」18.8%、「稲

津地区」11.9%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 6 居住年数 

全体で最も多いのは「20 年以上」

で 76.5%、次いで「10 年以上 20 年未

満」12.2%となっており、10 年未満は

9.4％となっています。 
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問 7 住宅の種類 

全体で最も多いのは「一戸建

て持家」で 86.1%、次いで「民

営賃貸マンション･アパート」

6.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 8 通勤・通学先（問 4の「無職」、「無回答」の 140 件を除く） 

全体で最も多いのは「瑞浪市内」

で 40.3%、次いで「土岐市」12.7%、

「名古屋市」9.5%となっています。 

  



9 

 

２ 瑞浪市の暮らしやすさについて 
問 9 総合的にみて、瑞浪市は住みよいところだと感じますか？ 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ば住みやすい」で 51.8%、次いで「どち

らともいえない」25.5%、「大変住みやす

い」13.9%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 これからも瑞浪市に住み続けたいと思いますか？ 

全体で最も多いのは「いつまでも住み

続けたい」で 47.4%、次いで「当分住み

続けたい」32.1%、「わからない」11.1%

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 瑞浪市の現状について、あなたは総合的にみてどのように感じていますか？ 

全体で最も多いのは「ふつう」で56.8%、

次いで「やや満足」18.3%、「やや不満」

12.7%となっています。 
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３ 皆さんの暮らしの現状などについて 

問 12 日常生活に関する次の各項目について、「はい」または「いいえ」のうち、あなたの

状況にあてはまる方をそれぞれ１つ選んで○印をつけてください。 

問 12-1 あなたは、日頃から健康づくりを実践していますか。 

全体では「はい」が 56.5%、「いいえ」

が 42.7%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-2 あなたは、ごみの４Ｒ活動に取り組んでいますか。 

全体では「はい」が 75.1%、「いいえ」

が 21.3%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-3 あなたは、省エネルギー・新エネルギーへの取り組みをしていますか。 

全体では「はい」が 54.6%、「いいえ」

が 42.4%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-4 あなたは、災害・火災・急病などに対する備えをしていますか。 

全体では「いいえ」が 54.0%、「はい」

が 42.9%となっています。 
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問 12-5 あなたは、困りごとを相談できる人や場所がありますか。 

全体では「はい」が 72.0%、「いいえ」

が 26.0%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-6 あなたは、地元の農作物を食べるように心がけていますか。 

全体では「はい」が 70.4%、「いいえ」

が 28.5%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-7 あなたは、市内の商店街（小規模商店）でよく買い物をしていますか。 

全体では「いいえ」が 63.4%、「はい」

が 34.3%となっています。 

 

 

 

 

問 12-8 あなたは、生涯学習（趣味・スポーツを含む）に取り組んでいますか。 

全体では「いいえ」が 54.3%、「はい」

が 43.8%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-9 あなたは、日頃からスポーツや運動に親しんでいますか。 

全体では「いいえ」が 63.4%、「はい」

が 34.9%となっています。 
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問 12-10 あなたは、日頃から文化・芸術や郷土の歴史や文化に親しんでいますか。 

全体では「いいえ」が 71.7%、「はい」

が 26.0%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-11 あなたは、地域活動やボランティア、ＮＰＯ活動に参加していますか。 

全体では「いいえ」が 74.2%、「はい」

が 24.7%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-12 あなたは、まちの情報を、わかりやすく知ることができますか。 

全体では「いいえ」が 52.1%、「はい」

が 45.7%となっています。 

 

 

 

 

 

問 12-13 あなたは、過去１年間に人権を侵害されたと感じたことがありますか。 

全体では「いいえ」が 90.0%、「はい」

が 8.9%となっています。 
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４ まちの現状について 

問 13 まちの現状に関する次の各項目について、あなたのお考えに最も近い番号をそれぞれ

１つ選んで○印をつけてください。 

問 13-1 瑞浪市は、地域の支え合いや社会保障が充実しており、安心して暮らせる

まちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 64.3%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」22.2%、「そう

思う」5.5%となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 13-2 瑞浪市は、子どもを産み育てやすいまちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 55.1%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」22.4%、「そう

思う」8.9%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 13-3 瑞浪市は、障がい者やその家族が安心して暮らせるまちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 47.6%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」31.9%、「そう

思う」5.0%となっています。 
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問 13-4 瑞浪市は、高齢者が地域で元気に暮らせるまちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 51.8%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」23.0%、「そう

思う」12.5%となっています。 

 

 

 

 

 

 
問 13-5 瑞浪市は、利用しやすい公共交通が整っているまちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思わない」で 46.0%、次いで「ど

ちらかといえばそう思う」27.7%、「そう

思わない」18.0%となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 13-6 瑞浪市は、犯罪や事故対策がしっかりとなされていて、安全で安心なまち

だと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 58.7%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」27.4%、「そう

思わない」5.8%となっています。 
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問 13-7 瑞浪市は、必要な道路が整備され、安全で快適に生活ができているまちだ

と思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 52.4%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」26.9%、「そう

思う」10.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 13-8 瑞浪市は、誇りの持てる、魅力あるまちなみだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思わない」で 42.4%、次いで「ど

ちらかといえばそう思う」39.3%、「そう

思わない」8.9%となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 13-9 瑞浪市は、防災対策等が整い、安心で快適な住環境なまちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 47.4%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」38.0%、「そう

思わない」5.3%となっています。 
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問 13-10 瑞浪市は、水洗化推進により、市内を流れる川、身近な水路がきれいなま

ちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 57.9%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」22.4%、「そう

思う」12.5%となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 13-11 瑞浪市は、働きやすいまちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思わない」で 49.9%、次いで「ど

ちらかといえばそう思う」26.36%、「そう

思わない」16.1%となっています。 

 

 

 

 

 

 

問 13-12 瑞浪市は、市内の観光資源の魅力が高まっているまちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思わない」で 55.1%、次いで「ど

ちらかといえばそう思う」21.1%、「そう

思わない」19.1%となっています。 
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問 13-13 瑞浪市は、学校・家庭・地域が連携して子どもの成長と安全を支えている

まちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 54.8%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」29.1%、「そう

思う」7.5%となっています。 

 

 

 
 
 
 

 

問 13-14 瑞浪市は、地域での交流や活動が活発に行われているまちだと思います

か。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思う」で 54.6%、次いで「どちら

かといえばそう思わない」29.6%、「そう

思う」7.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 13-15 瑞浪市は、市民ニーズに合った事業が行われ、まちが良くなってきている

まちだと思いますか。 

全体で最も多いのは「どちらかといえ

ばそう思わない」で 44.3%、次いで「ど

ちらかといえばそう思う」39.3%、「そう

思わない」9.1%となっています。 
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５ みなさんの幸福度について 

問14 現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」を10 点、「とても不幸」を０点

とすると、何点くらいになると思いますか。 

全体で最も多いのは「7 点」で 21.1%、次いで「8点」20.5%、「5点」19.1%となってい

ます。 

全体の合計点は 2,320 点、平均点は 6.6 点となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問 15 幸福感を判断する際に、重視した事項は何ですか。（複数回答） 

全体で最も多いのは「健康状況」で 69.8%、次いで「家族関係」64.5%、「家計の状況

（所得・消費）」58.7%となっています。 
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問 16 瑞浪市民の幸福感を高めるために、瑞浪市が特に重点的に実施すべき事業は何

だと思いますか。（複数回答） 

全体で最も多いのは「健康・医療」で 45.4%、次いで「高齢者福祉・介護」42.1%、「地

域福祉・社会保障」34.9%となっています。 

健康福祉分野に関する項目が他の分野よりも回答が多くなっています。 

 

  

健
康
福
祉
分
野

生
活
環
境
分
野

都
市
基
盤
境
分
野

産
業
経
済
分
野

教
育
文
化
分
野

新
た
な
ま
ち
づ
く
り
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６ その他の質問 

   自治会の加入状況について 

問17-① 自治会の活動を知っていますか。自治会で行っている活動で知っているものにつ

いて、次の中からあてはまるものすべてに○をつけてください。（複数回答） 

全体で最も多いのは「市報、回覧版などによる情報提供」で 83.9%、次いで「資源分

別収集やごみ集積所の管理・夏祭りなどのリクリエーション活動」77.3%、「道路のゴミ

拾いなど清掃活動・集会場の維持整備」60.7%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問17-② 自治会に加入していますか。 

全体で最も多いのは「加入している」で 74.2%、次いで「加入していない」16.1%とな

っています。 
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問17-③ 自治会に加入している理由は何ですか。 

全体で最も多いのは「加入するの

が当たり前だから」で 56.7%、次いで

「近所の人と親睦を得られるから」

14.5%、「生活に必要な情報を得られ

るから」8.0%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
問17-④ 自治会に加入していない理由は何ですか。 

全体で最も多いのは「加入するきっ

かけがないから」31.7%、「面倒だから」

10.0%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ドメスティックバイオレンスの相談窓口について 

問18 ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）の相談窓口を知っていますか。 

全体では「いいえ」が 66.8%、「はい」

が 22.4%となっています。 
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問 19 市民の皆さんの暮らしを豊かにするために、意見や提案（アイデア）、瑞浪市の

将来像や夢をお持ちでしたら、是非、お聞かせください。（自由記述） 

瑞浪市の将来像や夢について尋ねたところ、201 件の意見が寄せられました。 

内容別に整理すると、「行財政運営」に関連するものが最も多く 23 件、次いで「観光」

が 20 件、「工業」15件などが多く挙げられています。 

 

表 分野別の件数 

分野 件数 分野 件数 分野 件数 

1.地域福祉・社会保障 12 11.市民生活 0 21.就学前教育・学校教育 5 

2.健康・医療 3 12.道路・河川 14 22.社会教育 3 

3.子育て支援 12 13.まちなみ 4 23.生涯スポーツ 3 

4.障がい者福祉 2 14.住環境 6 24.文化・芸術・文化財 1 

5.高齢者福祉・介護 11 15.上下水道 5 25.協働のまちづくり 7 

6.循環型社会 5 16.農林業 2 26.情報共有 5 

7.環境保全・エネルギー 8 17.畜産業 0 27.行財政運営 23 

8.公共交通 13 18.商業 6 28.人権尊重社会 1 

9.消防・防災 5 19.工業 15 29.その他 5 

10.防犯・交通安全 5 20.観光 20   
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７ 設問 19 の詳細記述内容 
（１）健康福祉分野 

1.地域福祉・社会保障 
現在、孫が 6歳、4歳と 2人います。小さい子どもたちに対して、やさしくない町です。老夫婦が多いせいか、

騒がしいと文句が来ます。もっと子どもにやさしい町、住みやすい町にならなければ、瑞浪を離れる人が出て

くると思います。 

定年退職者のボランティアを募り、春、夏、冬休み等、子供の遊び指導的サークルを広く街で活動してもらう

のはいかがでしょうか。子供たちが安心して過せれば、親も働き易いと思います。 

年金生活なので、組費（1,400 円）＋区費（1,600 円）＝3,000 円（月額）は苦しいので、脱会したいです。 

少子高齢化が進む中、子どもから老人までが地域（自治会等）で支え合いながら安心して生活していける場を

つくる。例えば、公民館を活用し、学童保育の場、老人や一般者が自立し、健康で生きていけるように、介護

予防運動や健康体操など取り組める場づくり。また公民館を活用しながら介護相談の日、子ども心配相談の日

などの場づくりをする。自分の地域で、共に助けあい、安心して暮らしていけるようにする。定年を迎えた方

など有償ボランティアなどの仕組みづくりをし、農園づくりなどの楽しみを作りながら生きがいづくりをする。 

最近あちこちで外国人をよく見かけます（ブラジル、中国、ロシアなど）。そういう人たちは、どういう風に

生活の事とか知らせているのでしょうか。ごみ捨てや、学校生活など、分ってないと思います。きちんと、税

金を払っているんでしょうか。そういう方々を集めて、地域の人と交流するなど、教え合う場を増やすと良い

と思います。うちの近所に引っ越してきた中国人の一家は、夏ごろから姿を消しました。あいさつに来ないの

で（引っ越してきた時には来たのに）どうなったのか気になっております。もう 4ヶ月くらいになります。駐

車場の電気が、自動でつくので、まったくいなくなったとは言えませんが。犯罪に巻き込まれていないと良い

のですが。新築の家が、無人のまま放っておいて、おかしいと思っています。「おかしい？どうして？」そう

いう声をみんなから、集める場があると良いと思います。 

子どもからお年寄りまで参加出来るような、イベントをもっと充実させて欲しいです。地域の方と顔を合わせ

る機会が少なく、近所の方との交流もなかなか難しいと日頃感じています。 

現在瑞浪市で、独居老人の方が何人くらいみえるのか分りませんが、地域での声掛けが必要だと思います。 

私は団地に暮らしています。隣の人くらいは分かりますが、同じ班に暮らしている人が何人いるのかも、知り

ません。個人情報も大事ですが、この頃の自然災害を知りますと、不安があります。私は三世代で暮らしてい

ますが、まわりは年寄り世代が多くて、その点もとても不安になることがあります。 

生活保護費の判定の厳格化を望みます。（生活保護費を受給しながら新車を買える人がいる事が信じられない）。 

社会福祉の予算（特に老人対策）、社協の活動費を20％ほど増額して頂けたら有難いです。 

私達市民の暮らしを豊かにと言うならば、子育て支援、高齢者福祉、障がい者支援、弱い立場の人、いずれ誰

でも年老いるため、老後の生活の安定等のことを考えて頂けると嬉しいです。たとえばですが、瑞浪市民で作

る年金制度です。市民からの税金の一部を積み立て、老後にいかせると、とても嬉しいです。そのためなら、

働いているうちの税金が多少高くてもいいと思います。ただし、ちゃんと自分の納めた年金額がわかるように

してもらいたいです。決して訳のわからないものに使用されることのないようにプールして（自分が使用した

い時まで）置いてもらいたいです。そのためには、きちんと税金を納めること、すなわち若い人の仕事がきち

んと確保されることです。これらは、私の夢でしょうか。 

老後の生活を、心配しなくてもいいようにしてほしいです。一部の人だけに、いいだけのような気がします。 

2.健康・医療 
産科、婦人科の医院が減って、市内で出産できる所が少なくなっています。出産できる環境を早急に作ってく

ださい。 

家族が病気になり、近くで医療の充実した病院があれば、どれほど心強いか痛感させられました。まして高齢

となり、遠方の病院での受診等、不可能となってきます。現在の厚生病院では、放射線治療も出来なく、又近

隣市でも出来ないような状況です。もっと充実した医療機関が近くにある事を望みます。 

瑞浪市民が健康で暮らせる、健康づくりが一番だと思います。 

3.子育て支援 
稲津町に住んでいますが、児童館がなく、公園もありません。 

個人的な意見となりますが、私の住む稲津町には、子供が遊ぶ公園がありません。そのため、休日には公園に

行くため、他市に出かけることが多くなります。各地区に公園を設置していただくと、子供及び子育て中の親

のコミュニケーションがとれ、良くなると思います。仕事上、公募委員候補者に申し込み出来ませんのでお願

い致します。 

化石公園の遊具がとても充実していて、とても嬉しいです。子どもも、大好きでよく遊びに行きます。以前よ

りたくさんの人が遊びに来ているので、安心して楽しめるようになりました。子育て支援も充実しているので、

雨の日でも遊び場があって助かります。瑞浪市以外に住んでいる人からもほめられます。ありがとうございま

す。 

もっと子ども達の支援をして欲しいです。 
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若い人が住みやすいように、子育てにたくさん予算をつけてほしいです。 

"子育て現役世代からの提案 

・幼児園、小・中学校生徒に補助金支給、もしくは完全無料化（給食費等）を市の事業として行う。（特に幼

児園はお金がかかりすぎます）" 

高校生・大学生の家庭に、経済的支援を考えて欲しいです。不況になり、能力がある程度あるにもかかわらず、

行きたくても中退したり、単位を落としたりしています。今ではすぐ効果は出ませんが、将来への若い人への

投資は、良い町づくりにつながります。子供の教育をする努力をしていただければ、将来、町に貢献してくれ

ると考えます。大変だとは思いますが、義務教育以降の事も、将来性を考えて、良い教育を受けさせれば、将

来良い市になると思って欲しいです。教育をいいかげんにすると、将来、市も悪くなります。大変だとは思い

ますが、外国では教育費が安く、卒業は大変ですが、皆がたくさん気楽に行く事ができています。日本全体が、

早くそうなってほしいと思います。 

子育てを、もっとしやすい町にしてほしいです。 

子育て世代には、良い場所とは思えません。 

"瑞浪駅から、名古屋への通勤者も多いと思います。現在、女性の育児支援が各地域で進んでいますが、駅のす

ぐ横で、子どもを預ける保育園があります。延長が出来ると魅力が高まるのではないでしょうか。 

６～９時までは瑞浪駅のすぐ横で子どもを預かる。 

９～16時までは既存の保育園へ移動。 

16～20時までは瑞浪駅のすぐ横で子どもを預かる。 

６～９時、16時以降は、２時間単位のパート性を利用し、保育士経験者の力を活用する（お年寄りの経験者、

子どもの関係でフルタイムが難しい保育士）。 

駅前には瑞浪病院もありますので、発熱などの際、診てもらえる体制などもあると良いと思います。" 

保育の充実にも力を入れ、一時保育や 24時間保育、365日の保育施設が充実し、女性が働きやすい環境を整え

る事が重要です。 

子供を日曜・祝日も預けられる一時保育。 

4.障がい者福祉 
我が家には、障がいを持つ子どもがいます。私の勉強不足ももちろんですが、どうしても田舎は人数が少ない

から、自立へ向けての施設など（大きくなってからのグループホーム的なもの）が少ないイメージがあり、将

来が不安になる時があります。現在ある施設や作業場、定員の空き、こんなことをしています、できます、な

どの障がいのある人たち、その家族向けの冊子などが 1年に1回くらいあると嬉しいです。現在、既にありま

したらすみません。 

身体障害でなく、精神障害の人達の働く場所や、親亡き後に面倒をみてくれる所を作ってください。老人ホー

ムばかり、作りすぎです。家族に障がいを持つ者がいない人達には、分らない苦しみがあります。手当ても減

る一方です。これから先、死ねと言うことですか。 

5.高齢者福祉・介護 
高齢者が支えあって、生活できる町。病院通い、買物、介護、話相手など。 

きめ細かな福祉を考えて欲しいです。例えば、一人暮らしの老人が、買物に不便を感じています。外出するに

もタクシー代、その他人の手を借りてもお金が必要です。年金では暮らしにくいと思います。 

自動車に乗れない人は生活しにくい。高齢者が安心して暮らせるまちにしてもらいたい。 

瑞浪市で高齢となっても、往診をしてくれる医師の確保。訪問看護や介護等の充実。 

老人福祉施設の入居者でも当然瑞浪市民でありますので、一言苦言を述べさせていただきます。当然ご存知か

と思いますが、前の市営明世温泉白寿荘は今思えばそれは我々にとって住み良い良き施設でありました。春に

なれば桜が咲き、中庭には色とりどりの花が咲き誇ります。花は人間にとってその心を癒す最高の生物であり、

大抵の人はこれを愛し慈しむ、と大学時代の美学山崎教授のテキストの初頭に書いてあった事を今でも思い出

されます。冬季は少なかったが、年中花が咲き、それを切って部屋に飾り、心の慰みにしたものです。春は日

帰り旅行、秋は一泊旅行と無料で連れて行ってくださり、寮母長の安藤さんをはじめ寮母さんが 4名居られ、

皆さん保母、調理師の資格をもっておられ、それはよく面倒を見て頂きました。皆さん常勤で、南寮１買い、2

階北寮１、2階に別れ、毎朝各部屋を回り、「おはようございます。今日も宜しくお願いします。」と朝の挨

拶、そして施設長以下全職員でミーティングしながら食事。それが済むとラジオ体操の音楽が全館に流れ、入

所者、職員ともそれぞれの場所でラジオ体操。こうして今日一日が始まっていくわけですが、白寿荘について

はほんの一部でまだまだ書き足らぬ事多々ありますが長くなりますのでこの辺にして。今はどうですか。国の

方針で仕方ないかもしれませんが、民間で出来ることは民間で、と今までの市営老人施設の管理全般を民間に

任せられた訳ですが、果たして弱者老人を助けようと心から思い頑張っている職員が何人居られるでしょうか。

甚だ疑問であります。ある若い職員に聞いてみました。「お前さん、ここの施設で一生働くつもりがあるか」

と。答えは行く所がないからここへ入ったが、どこか良いところはありませんか、と。これを聞いて愕然とし

ました。みんな生活のために勤めているのかと。老人弱者のケア（助ける援助する）を天職と思い誇りに思わ

なければとつくづく思いました。市営白寿荘の時の管理と現在の管理状況を比べればがらり正反対。民営にな

る前、時の小倉係長が、おれも１人だったらここへ入りたいと常々言っておりました。一番変わり、特に重要

なのは食事の件であり、オリジナルメニューと称して小生86年間一度も食べたことの無いような食事、味で聞
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いたことのない名称で出され、手も付けられず困っております。栄養士に言うと、予算が決まっているのでの

一点張りで埒があきません。いくらで出来ているかぐらいは見ればすぐ分かります。たまにアンケートをとり

ますが、自分だけ良くしてもうらおうと丸ばかりつけ、それで裏で全く不味くて食べられないと愚痴ばかり言

っております。アンケートなど何の役にも効果にもなりません。以上老人福祉施設の現状について数々意見等

を述べましたが、これはあくまでも現在小生が入所している施設の現状であり、他の施設には弱者である老人、

身体障がい者等を助けようと自費をはたいて頑張っておられる施設長も知っており、尊敬しております。 

安心して、老いを迎えられるサービスを増やして欲しいです。 

老人同士が良くおしゃべりとしている中で、瑞浪市には市が運営する娯楽施設がないので、他の町、市へ出掛

ける人が多いようです。是非、老人向きの憩いの場所を作ってください。（市運営の温泉など） 

お役目ご苦労さんでございます。現市長が市長に立候補された時の選挙公約がいくつも並べられたその中の一

つ、「年寄りの住み良い街づくり…」、その努力はしてくださっている事は承知いたしておりますが、これか

らも弱者の住み良い街づくりを期待いたしております。 

まず高齢者の方の声に耳を傾け、今現在の困り事に少しでも歩み寄るよう対応して行く事が先決だと思います。

50代の私には分らない、体力面、精神面での生活不安など、それらを粘り強く解消して行けば住みやすく、若

い人にも希望を与えられる街になっていくと信じています。 

全体のイメージは、「老人の町」だと思います。 

定年退職者（市内在住）対象者に、経験や知恵を生かすような機会を作って欲しい（社会的ボランティア含む）。 

（２）生活環境分野 
6.循環型社会 

不法投棄は、許せないことだと思うので、監視する人を設けたり、それなりの処分方法をもっと警察とも協力

して、強化すべきだと思います。 

今のごみ袋にした時の、市のやり方はおかしいと思いました。まだ前のゴミ袋があるのに使ってはいけない。

こうしたちょっとしたことに対して、こんな事では、大きな色々のことに対して大丈夫なのかと思います。ま

ずは市民の気持ちになって、やっていただくと嬉しいです。 

可燃ごみのネットが、ガードレールに貼り付けたり、片隅に置いてあったり、汚く感じています。各々で、片

付けてきれいにしたらいいと思います。 

可燃ゴミ袋の代金が、瑞浪市は他の市（中津川市など）に比べて高すぎます。 

核の最終処分場にしないで下さい。 

7.環境保全・エネルギー 
川内原発の再稼動が決まって、とてもショックを受けております。薩摩川内市は、私の実家の町です。東日本

のような事故が２度と起きないよう祈っております。日吉に、原子力のゴミが入って来ませんようにお願い致

します。これから先の孫達の事を考えると心配でなりません。 

リニアの工事のためにダンプが１日 400台以上も通るという現状は、子どもがいる世帯にとって恐怖です。と

ても暮らしが豊かになるとは思いません。 

（古谷）新エナタジミ国道路を造成の際、地域住民の生活をこれ以上脅かさないものであって欲しい。騒音対

策、車からのプライバシーを守る権利への対策がなされないと、とても「暮らし易い幸せづくり」などとうた

えるのはブラックジョークのつもりですかと名ばかり政策になってしまい残念です。 

選挙カーを廃止して欲しい。工場での勤務が、夜勤シフトの時は昼間に睡眠を取らなければならないのですが、

選挙の車が大声を出しながら走り回るのでほとんど眠れないまま仕事に行かなければならなってしまいます。

次回、選挙が行われる際は車による宣伝は控えてもらいたいものです。 

河川の木（自然に生えた）が生い茂ってしまい、小さい木のあいだに始末したらいいと思います。 

万尺川に、アシ類や木が生い茂らないようにして下さい。 

土岐地区はまだまだ田舎で、年配者が多く、ごみや枯れ草等を野焼きする家が少なくないです。大変、環境が

悪いです。昔ながらが、ずっと続いている感じです。 

良い事と言えば、この地域は環境はいいし、空気、水は自慢できます。ご近所の方もいい人達ばかりで、この

場所にいると「幸」です。 

8.公共交通 
どの地域でも多くの問題点はあると思いますが、高校生までだけでも、交通機関を使い通学できる体制である

ことを望んでいます。 

瑞浪の駅周辺はだいぶ整備され、交通の便も良いですが、私の住んでいる陶地区はバスも 1時間 1本で、片道

500 円近くかかります。高校へも送り迎えは必須です。コミュニティバスも陶地区を回るのみで、駅には行け

ないのが残念です。 

都市部並みに、コミュニティバスの本数を増やして、もっと利便性の向上を図って欲しいです。1日に２～３

本では少なすぎる。 

コミュニティバスの本数を増やして欲しい。 

奥の方に住んでいるので、交通が確保しにくい。 

高齢な方が多いので、市で買物バスが出て、商店街やスーパーに行く日があれば、高齢者、商店、両方にとっ
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ていいと思います。病院もです。若い方は仕事があるので、市で小さなマイクロバスの本数が増えるといいと

思います。 

私の住む釜戸地区は、交通手段がマイカーで町に出るか、タクシー利用で駅から電車を利用する不便な所です。

今は自分か主人の運転で出かけることが可能ですが、今後、車に乗れなくなった時の事を考えると、不安です。

いつ買物難民になるのかと毎日悩みます。 

瑞浪市のため、市長さん始め、役員の方には感謝いたします。素直にアンケートを記入させて頂き、時々この

ように書き記すこともいいかなと思いました。我が家は山に囲まれた過疎地区（家屋７軒）に住んでいます。

今現在は自家用車にて何でも用事できますが、あと10年後を思うと先が心配です。コミュニティバス運行（買

物、病院などで利用）を考えて欲しいです。 

高齢者が増えた現在、もっと社会との関わりを持つためにも、公共機関の充実は必須だと思います。コミュニ

ティバスの運用は、感謝しています。しかし、便数を増やす、コースを増やすなどの工夫がいる気がします。

またタクシーも、夜間は運用されなくなってしまっています。これは高齢者だけの問題では、ないかもしれま

せん。瑞浪市が住み良い街だというアピールをしたいなら、こういった所での工夫が必要だと思います。田舎

暮らしをしたいという若者も、多いのではないでしょうか。長く住んでもらうためにも、公共機関の充実は必

須だと思います。 

一人暮らしの人が、病院や買物に行くのに、交通手段がバスしかありません。コミュニティバスがありますが、

朝夕の本数が少なく、用事が終わっても、どこかで暇をつぶさなければならないのが現状です。年金暮らしで

は、タクシーを使うにも高くて使えません。もう少し本数を増やすか、乗り合いタクシーのようなものがある

と、助かるのではないかと思います。 

年寄りになっても、自由に街へ行ったり、買物に行ける公共機関（バスなど）の増便で、もっと趣味を充実し

たり、野菜作りにはげみたいです。車に乗れない年寄りは、どこにも自由に出られないので不便です。 

昨年まで神戸に暮らしており、生活の便においては不便と感じることはしょうがないことなのですが、多々あ

ります。特に交通網です。 

リニア新幹線は楽しみです。中津川駅まで瑞浪から何分かかりますか。 

9.消防・防災 
広報がうるさいが、大雨などの時は聞こえない。避難勧告時に聞こえないのは、後々問題になると思います。 

消防署からの広報連絡が聞こえにくく、よくわからない事があります。最後の「広報みずなみです。」だけし

かわからないです。皆さんに聞いてみると、同じような話をしてみえます。 

土砂災害危険地域に住んでいます。瑞浪市としての、防災対策に不満が有ります。地域の整備、国の制度や補

助金を活用した瑞浪市としての活動がまったく見えないので不安であり、不満です。 

災害について、避難場所の建物が少ないです。 

瑞浪は、災害が少ない町です。 

10.防犯・交通安全 
防犯灯をもっと設置して欲しいです。ガードレール、カーブミラーも、新しいものにして欲しいです。川沿い

の道路や、歩行者の多い道路には、もっとガードレールを設置して欲しいです。カーブミラーも古いものが多

く、見づらいので危ないと思います。高齢者の運転は本当に危ないです。何度も、危ない体験をしているので、

もっと設置して欲しいです。 

夜道の暗い場所には、明かりの設置をお願いします。 

瑞浪は田舎道が多いので、平気で車もスピードを上げて、危ない場所が多いです。市民にアンケートをとり、

危ない場所を把握して、警察と共に厳しく監視して欲しいです。不法投棄や危険運転の罰金等を上げ、それが

市のお金になり、悪いことをする人が少なくなればいいと思います。 

車の運転に関して、マナーが良くないと感じる事が多いです。駐車の方法、左折右折時にふくらんで曲がるな

どです。講習会を開き、マナーの向上につながる活動をして頂きたいです。 

駅前に、交番があると安心できます。 

（３）都市基盤分野 
12.道路・河川 

陶警察より、バイパス 363号線の道路車線中央黄線、白線が消えています。山岡町のバイパスは、きれいに線

が引いてあります。陶は、若い男女は少なく、子どもも少ないです。保育園児は11名しかいないです。過疎化

になってしまい、仕事場も少なく、働く人もいない町になってしまっています。でも遠くから来る車は、多く

走っています。猛スピードで走る車は多いです。明智方面へ行く車も多いです。非常に危ないです。陶の人達

の中にも、高齢者が多いために、事故になる前に、道路の黄線白線は、きちんと引いて欲しいです。陶より山

岡へ行くまで気になりました。出来たら、年内にお願いします。 

歩道の整備を、お願いします。デコボコしている所が多いです。 

瑞浪から恵那線の自動車道の道路の確保を、お願いします。朝、国道から旧道に入り込んできます。釜戸は生

活道路です。老人も多く、家並みもあり、道は狭いので、とても危険です。何か対策はないのでしょうか。 

通学路で、地下道を利用しています。近年のゲリラ豪雨や、ドカ雪で地下道の排水が追いついていません。特

に降雨の後、いつまでも汚水として残ってしまい、悪臭及び、ぼうふら等の発生が考えられます。市内にある、

いくつかの地下道の見直し点検（排水のキャパ、照明、耐震性等）をよろしくお願い致します。 
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道路の整備 

町の道路が広くなり、通りやすいのですが、七夕だけで、普段駐車できるといいと思います。 

瑞浪～恵那、国道 19号が渋滞するので、バイパスに早く着工して欲しいです。 

瑞恵バイパスの早期実現に向けた働きかけを行って欲しい。釜戸・武並地区の国道19号線は主要幹線道路であ

るのに、片側一車線しかなく、朝夕の交通量の多い時間帯では、信号も少ない事もあり、国道への侵入や横断

がなかなか出来なく、危ないと感じる事が多い。また事故や渋滞の際は生活道路にまで車が進入してきて、危

険な状態にさらされてしまうため。 

自転車の道路を、作って頂きたいです。 

土岐川の水質と、河原の美観を高めたいです。 

土岐川の河川敷の整備、美化（景観のアップ） 

美観を損なう川原の整備を希望します。雑草雑木の排除をお願いします。 

河川の工事をお願いします。今にも崩れそうです。水害の時、心配です。 

いよいよ秋も終わり、県道か市道かわかりませんが、歩道（道路脇）で伸び放題の草が、枯れて景観を損ねて

います。場所によっては歩行者の障害になっている所もあります。県や市の対応が難しければ、受益者負担と

いう考え方から、最寄の自治会で自主的に刈り取り作業をやっていただくのが理想だと思いますが、何とかな

らないものでしょうか。 

13.まちなみ 
市民一人一人が、自宅周辺をきれいにする。車や植木鉢、庭木等が通行の妨げにならない様に活動して欲しい

です。道路にはみ出さないようにして欲しいです。土地や建物の所有者は、その管理責任をとって欲しいです。

空家、廃墟、廃工場などの所有者の責任です。公道の私的占有使用には指導強化をしてください。 

魅力的な町づくりの中心に、広大な公園が設置して欲しい。東濃５市を見渡しても、街の中心部（生活圏内）

に広い公園は見当たらないです。瑞浪も、明世地区には諸施設と広い公園を有しているが、瑞浪地区の歩いて

行ける生活圏には広い公園はない。５ha（５町歩）位の公園が設置できれば、他市と差別化が出来、大きな魅

力になると思います。これを売り物に、企業誘致（自動車関連、航空機関連、リニア関連など）すれば、生活

環境の良さを大いに PR出来ます。 

公園が多いのに遊具が少なすぎる。せっかく市民公園があり、広い土地なのに遊具が中途半端。遊具の管理費

出すのは嫌ですか。 

子供達が安心して楽しめる公園や場所を、増やして欲しいです。子供のことを優先して、遊具を作って欲しい

です。子供はこれから私達の地域を支えてくれる、宝です。イキイキと輝いて毎日を過させてあげましょう。 

14.住環境 
過疎化対策に、力を入れて欲しいです。高齢者のみの世帯の増加で、庭や田畑の管理が出来ず、耕作放棄とな

り、昔と比べ景観が悪化している箇所が増えているように感じます。また高齢者のみの世帯の方が、亡くなら

れるとそのまま空き家となり、盗難や放火など犯罪の増加や景観の悪化が予想されるためです。 

空き家、空き地の有効活用。（地元で家を新築しようと土地を探しましたが、売りに出ている土地は不便な場

所ばかり。空き家はたくさんあるのに、不動産屋には一切売りに出ていない。こんなに土地探しに苦労するな

ら地元を離れて学園台に土地を買って新築しようかと考えた矢先に、人づてに偶然、紹介してもらい地元に新

築する事が出来ました。） 

高齢者の 1人暮らしが多く、今後は空き家だらけになってしまうと思います。我が家もそうですが、古屋を壊

すには解体費用がかかり、更地にすれば、固定資産税が 2倍～3倍と言われています。それを考えると、これ

から先、人生に希望が持てません。田畑の管理も、今は主人ですが、私独りとなれば、それが出来なくなりま

す。高齢で田んぼで米作りをやめていく人たちに、あきらめてしまうのではなく、再利用する方法があると思

うのです。元気なお年よりも、います。空き家はシェアハウス的な利用で、仲良く住む事の出来る場として活

用出来ないでしょうか。 

親の土地があるため、瑞浪市に住んでいます。よそに土地があったら移転します。魅力が少ない市です。 

自治会の役員になる人がいなくて、いつもこの時期、もめています。隣人との付き合いが、希薄になっている

ようです。子どもの姿も、あまり見かけません。この団地も高齢化が進み、老人世帯が多いです。家の前での

井戸端会議、子どもが家の前で遊べるように、団地内での車の速度制限を設けてほしいです。 

最近、休日に我が家に来る娘（名古屋）は、なかなか瑞浪も良い町（住み良い）じゃないのと言っております。

ただ山の中のため、インフラ（インターネット、有線テレビ）が通じない。残念だと申しております。若者が

住み着く町づくりを、老人たちばかりになってしまう町の今後、どれも一日でも早く、みんなで考えて行かね

ばならない問題です。 

15.上下水道 
下水道は、陶町に工事を行わないということらしい。それなら東濃用水は止めて、陶町にもともとある水源地

からの水源を復活させてもらいたい。東濃用水は下水道を敷設するために、陶町まで延長したということらし

いので、その下水道が来ないのに、なぜ東濃用水の汚い水を飲まねばならないのか。それが無理なら、陶町の

町民は水道料金を安くしてもらいたい。 

水道水の水質が、良くないのは何故なのか。消毒の臭い。髪が傷む、パサつく。皮膚の弱い友人は、肌がピリ

つくと言っています。私は瑞浪市に住み始めて、6年ほどです。一番気になるのが、水質です。水が悪いから
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瑞浪に住めないと言っていた子もいました。改善は不可能なのでしょうか。 

上下水道代金が、高いです。 

水道料金が高すぎる。何とかして欲しい。 

トイレが水洗化されれば、川はきれいな水が流れます。汲み取り式で、それを怠っていると下水へ流されます。

困ったことだと思うのですが、このような場合、どこへ相談すれば良いのでしょうか。見て見ぬふりをすれば

良いのでしょうか。市役所のある課へ話に行きましたが、どうにもならないようです。良い方法があれば、教

えて頂きたいと思います。 

（４）産業経済分野 
16.農林業 

農業に興味のある都会の方や、東日本大震災の被災者の方で住む所に困っている方が、定住できるように働き

かけをして欲しいです。よろしくお願いします。 

地産地消の推進を、お願いします。果物の栽培は難しいでしょうが、推進役の支援は如何でしょうか。 

18.商業 
11 月から11,000 円分の商品券が 10,000 円で買えるというものがあります。それは、知っている人、要領の良

い人、行動力のある人だけが得をします。もっと一家一家に、この仕組みを通知して商品券で、瑞浪で買物を

増やしてもらえる制度にした方がいいです。税金が取りつくされ、市民が得をする制度は、認知を含め少ない

です。一定の人しか、理解していないです。正直、瑞浪は、しょぼい街だと思っています。それでも、ここ数

年でがんばって良くしようという姿勢も伺えます。でも、まだまだです。まだまだやる事、やれる事があると

思います。 

もう少し大きなお店が欲しいです。GUなど。 

イオンなどが、近くにないことが不満です。 

大型商業施設の誘致（ショッピング、飲食店の充実）。駅前商店街の活性化、整理（市の顔としてのイメージ

アップ）。 

私は瑞浪市に住み、約 3年になります。都心（名古屋）にも1時間と近く、JR中央線も有り、とても環境は良

く、自然も多く、程々に田舎で住んで満足しています。都心へのベッドタウンとして、発展途上ではないかと

考えておりますので、商業、工業の充実が必要と思います。今後の瑞浪市の発展に期待しています。 

地産地消の文化や、イベント開催等に、地域全体の活気が感じられるのはすごく魅力を感じます。個人的な意

見としては、もう少しここのお店の閉店時間を延ばして欲しいです。 

19.工業 
地場産業活性化のためには、常に使う陶器は地元製品を購入する市民運動の展開が必要だと思います。 

陶器の新しい商品開発が、必要だと思います。 

若い人が、働く企業を誘致してほしいです。特に、子育て中のママが働ける所を増やして欲しいです。 

定年となっても、働ける環境があるとよいと思います。 

雇用の地産地消の実現を希望します。子どもや孫が地元で働いて暮らせる街。企業誘致や、地元企業育成など

地元効用の拡大。 

若者も、シルバーも働ける町になって欲しいです。短い期間で学べる職業学校とか、瑞浪市の働く場所の PR

がないのでわかりません。 

若者が、安心して働ける仕事があると良いです。人口減少を食い止めるためにも、住み良い街づくりをすると

良いと思います。 

瑞浪市内の若者達が、市外に働きに行ってしまいます。大変住み良い所ですが、若者達が地元で働けるよう、

大きな工業団地、瑞浪の人口がたくさん増えて行くように願っています。 

子供の就職先として、瑞浪市を選ぶことがなく、残念です。 

就業環境を、整備して欲しいです。 

若者たちの流出を防ぐために、産業の導入を希望します。 

若い人達の働く場所を、提供して欲しいと思います。 

自治が豊かにならないと、住民は豊かにならないと思います。瑞浪インターの立地に始まり、土岐市に見習う

所が多々ありように思います。中途半端な工業団地の造成ではなく、企業が来てくれる様な、立地に造成する

など、先を見て動く必要があると思います。負けるな土岐市に。 

工業団地を造成し、企業を呼び、法人税、働く場所を確保し、市の発展につなげて欲しいです。 

介護施設のバスや車ばっかり行き来するのではなく、地元産業のトラックの行きかう活気のある町になって欲

しいです。 

20.観光 
瑞浪駅近辺の活性化を希望します。駅だから出来ることを考えて、もっと活性化出来ないでしょうか。瑞浪駅

の周りは、まだスペースがありますので、利点で活かした、活性化（瑞浪ならではの特色あるサービス）を考

えても良いと思います。 

駅前がもう少し発展して、瑞浪駅を降りた時、「オッー」と言える良いです。 

東濃には、映画館がありません。シネコンのような施設を、駅前などに持ってくると賑わうと思います。 
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瑞浪市民だれもが、楽しみにしているイベントがある町にして欲しいです。雨の日でも家族連れが楽しめるホ

ール、里帰りした時、楽しみに出来る場所がある町にして欲しいです。 

自分自身が 60歳以上であるため、瑞浪市の将来・夢といったものが浮かんできません。自分が健康で毎日過せ

ている事が有難く、感謝している毎日です。多治見、土岐市に比べて、瑞浪市には活気がないように思います。

土岐市はイオンが出来きますし、温泉もあります。瑞浪市に温泉施設がないのが残念です。 

スポーツ施設、工業施設（クリエーションパーク）、きなぁた瑞浪、どれも観光施設が中途半端です。規模・

場所だと思います。芸能人・スポーツ選手など呼べないです。 

ゴルフ場の多い地域なので、ゴルフ観光で工夫できるといいのではないでしょうか。プレーする方が、プレー

だけで帰られない工夫があると良いと思います。ゴルフ場自体の環境もいいので、プレーしない方も、出入り

できるウォーキングコースがあるといいです。ゴルフ場で楽しめる、行事づくりを進めて欲しいです。 

他市から来たくなるような、レジャー施設を作って、賑わいのある市にして欲しいです。 

五月橋、鬼岩など観光資源の再発掘や、それに伴う観光関連産業の育成をして欲しいです。 

ボーノポークやマコモダケを利用し、市の産業、農業、観光が活発になっていける活動をしていただければ、

市内の求人も増えて言いと思います。 

市内に、東濃４市にない噴水の場所を瑞浪の名物にしてはいかがでしょうか。 

「瑞浪市」と言えば、「これだ！」と市民も市民以外の方からも思ってもらえるような、シンボリックなもの

があるといいと思います。町並みからもわかるような、瑞浪市に入ってきたら雰囲気が違うと思わせるほどの

｢何か」があるといいと思います。それは「オブジェ」などではなくて、例えば、徹底的にエコに取り組むなど

の活動でもいいのではないでしょうか。ほとんど、採算はとれないと思いますが、風車やソーラーパネルをい

ろいろな所に配置し、そのエネルギーを使っていることをアピール、継続していくこと、それが市民にも浸透

していき、市民のエコ意識が高まるようなことになればいいと思います。市民の活動として定期的なごみ拾い、

一掃作戦など、今でも行われていると思いますが、やっている人しか知らない気がします。その活動をもっと

派手にアピールしながらしていただく、参加しようかなと思わせるような雰囲気づくり、楽しそうと思わせて

しまうような声掛けがあるといいかなと思います。あちこちで市民が動いていて、元気のある瑞浪市になるの

ではないでしょうか。どう変わっていけるのか、期待しています。 

"JR 駅、中央道口、国道をもっと生かして下さい。地域の美味しいもの、B級グルメをアピールして下さい。ア

クセス UPにつながる名所（例：足湯スポット）があるといいと思います。 

TV、ラジオなどメディアに（ほぼ０円 PR）取り上げてもらい易い伝統のもの、新しい取り組みなど名古屋市長

を参考に、話題になりやすいイベントを考えてから企画すると良いと思います。" 

現在桜堂地区では、桜の木をいっぱい山に植えられる活動がされていると思います。土岐氏の栄えた時代に、

桜堂から屏風山を通って、山岡へ通じる道があったと聞いた事があります。その道を桜並木道で復活させ、例

えば、土岐氏の道としたり、地区の公園を桜公園にして、住民で桜を育てる活動をしたらいいと思います。住

民で桜祭りをやり、引きこもりの人をなくし、大人も子供も交流できるようにするといいと思います。 

竜吟の滝の水がきれいだと、滝遊びが出来て、人が集まります。観光スポットにするといいと思います。竜吟

湖を遊園地にしたいです。 

空き家の活用が出来ないものかと思います 。瑞浪市は、緑が一杯で自然はとても豊かです。それ故に獣（イノ

シシ、シカなど）の農作物被害が多いです。ジビエ料理を前向きに考え、森のレストランを考えて欲しいです。

もちろん使用する野菜も地産です。 

七夕まつりに、バサラを取り入れてから行く気がしなくなりました。うるさいです。 

観光で七夕と同じにバサラをするのではなく、七夕の日は市内の方々、又は近市位にして、別の日にバサラ祭

りをすると良いと思います。七夕の日は、もう少し盆踊りを中学校の学生さんに協力いただいたらどうでしょ

うか。 

七夕祭りを盛り上げるために、他地方でも行われているように、コスプレ大賞のような事をしたらどうでしょ

うか。若い人達が集まり、活気がわくと思います。 

｢岐阜県瑞浪市」と他市や他県の人が聞いた時に、すぐにイメージできるバサラ、化石等認知度を高められると

いいと思います。瑞浪市ならではの特産や商業が活発化され、安心・安定できる市になれたらいいです。 

（５）教育文化分野 
21.就学前教育・学校教育 

中学校の統合の話で、決定はしていますが、瑞浪中学だけ現状のままというのは、疑問を感じます。瑞浪市全

体で、学区から見直すべきだと思います。 

大川に住んでいる者です。保育園と幼稚園が合併して幼児園となり、スクールバスもなくなりました。中学も

稲津と合併します。子どもが少ないから縮小するのはもっともなのですが、結果、より住みにくく、子育てし

づらくなり過疎化が進みます。子ども達が大川に住めるような環境にして欲しいです。 

日吉、陶などの過疎地域に比べ、瑞浪地区は人が多すぎて、運動会など自分の孫が見つかりません。出られる

種目も少ないです。 

教育に、興味があります。中学生の学業アップが、地元高校のレベルアップに直結します。得意分野の会社に

入り、地元で起業し税収につながると思います。市の中心部にある、学習塾に通うには日吉からは不便です。

塾代もかかります。各地区で現役を引退した先生、一般人が得意分野の学問を活かし、ボランティア（市・地
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区の助成も含め）で子どもの教育をしてみてはいかがでしょうか。５教科 400点以上の子どもがバンバン出る

ようにして欲しいです。私的には、「東京カルチャー出版 一発逆転ワタナベ式記憶術」という本を読んで勉

強中です。3万 2千円する教材が買い入れ出来ないので、お金を貯めて絶対買って、地元の子どもの学習レベ

ルアップにボランティアで役立ちたいです。 

教育の中身ついて、心配があります。教師の言葉遣いですが、若い先生も多くなり、今の流行語などテレビで

言っている言葉を、即使っていないでしょうか。時代によって、言葉は変化しますが、考えて正しい言葉を使

って欲しいです。又、教壇に立った時の服装ですが、夏は特に Tシャツに大きなワンポイントの図柄など、黒

板より目を引きます。生徒の注意力が欠けてしまいます。 

22.社会教育 
図書館を、大きくして欲しいです。もう少しゆったりと、読書できる机やスペースがあると居心地が良いです。 

外国の高校生や、大学生のホームステイを受け入れることは出来ないでしょうか。瑞浪の自然に触れ、日本の

文化を知ってもらいたいです。大変ですが、友好親善になります。日本の国を知らない若者に、強いこの国を

アピールできると思います。瑞浪市にも貢献できると思います。 

幸福感は、心の持ち方で変わるように思います。心の教育、心の講演を多く望みます。楽しいお説教も良いと

思います。 

23.生涯スポーツ 
野球グランド（市民球場、タルウエ）を、草がない程度の整備をして下さい。 

新しい保健センターに、フィットネスマシンがあると利用しやすいです。体育館と連携し、中古でもいいと思

います。 

小田町の山に、マレット場を希望します。防風林らしいのですが、駄目でしょうか。 

24.文化・芸術・文化財 
今年の市民展を見に行きました。名古屋市、土岐市など他市から出展品が、多かったような気がしました。地

元の展覧会なのにと、思いました。 

（６）新たなまちづくり 
25.協働のまちづくり 

自治会、子ども会、学校、環境配慮行動や健康づくり、防災対策等の様々な場面で、発行される市内共通の地

域通貨を作り、商店街の再興を図るのはいかがでしょうか。町の中心である、駅周辺に人が集まっていない気

がします。 

人口減少。特に若い世代の土地離れが、問題です。“魅力ある町づくり”とは何か、考えさせられます。今の

時代、地域での交流活動においても、半ば強制的に参加させられる事に嫌気を感じている人達が多く、限界が

あると思います。いつも、同じメンバーばかり集まる活動に、無駄な費用をかけるのも疑問という意見も納得

できます。役員ばかりが、多すぎです。本当に町民のためになっているのか、疑問です。年配者は、若者の意

見に耳を傾ける事も、必要だと思います。若者が意見を持ち、言いやすくなるよう、育てていく事は大切だと

思います。未成年者には、学校教育の場で郷土愛を教える事もいいかと思います。又、祭りを一部を若者に企

画させるのも、地域を知ってもらう、見つめ直すよい機会なると思います。仕事を押し付けるのではなく、自

発的に活動してもらう。そうなれば、若者は地域での交流活動に参加しやすくなると思います。 

各地域で、まちづくりの組織があることを、知らない人がいるようです。どの団体にも言えることかもしれま

せんが、同じ人が長い間、所属されておられるなど、色々な理由があると思います。長年務め上げると言う事

は、大変ご苦労なことと思います。しかし、出来れば、市民、地域住民の多くの人に関わってもらい、みんな

に知ってもらい、参加出来るようしたいと思っています。どうしたらみんなが参加出来るか、どの団体でも課

題ではないかと思います。 

瑞浪市は、共助に対する理解や活動のあるまちだと思います。市としてやれることは、早晩、限界が来ます。

住民が、自分達で気持ちよく地域活動に従事できるような、誘導ができると良いと思います。 

古いものの掘り起こしではなく、未来に希望が持てるような新発想のアイデアによる町（市）づくりをして、

他市町村との差別化を図りたいです。 

新興の集合住宅は、自治会に加入していない世帯が多いです。行政の、空白地域となり易いです。特に、行政

サービスや義務教育に関することが、行き届かない例が見受けられます。新興住宅は、隣接する自治会に帰属

する、又は新設の自治会を立ち上げる事によって、行政サービス区域の明確化をさせた方がいいと思います。

それと同時に、住民としての責任喚起を図ることが必要だと考えます。 

今回の公募委員の件ですが、年のせいか難聴になり、又足も不自由になりましたので、遠慮させていただきた

くお願い致します。 

26.情報共有 
ホームページと言うが、ホームページを開く事が出来ない場合があります。インターネットがありません。 

市政 60周年の打ち上げ花火の日程が、大きく延期されました。11月 22 日に打ち上げるとの事ですが、もっと

時期や話題性を広げる必要があったと思います。花火大会は、大切な市民からの協力金から賄っています。市

民の一部だけが知っているだけで、HPにも告知がありませんでした。もっと瑞浪市政や、発展のために、有効

に開催できれば良かったと思います。例えば、年末カウントダウン花火が出来ると、話題になったと思います。 
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団体、グループで使用できる市の施設などを知らせて欲しいです。 

夏祭りの時に、オブジェコンクールがあります。市民からまちづくりのアイデアを募集・審査をして、一番に

入賞した事柄を、次年度の実行案として採用すると、市民も一緒に街づくりをしている実感があり、親しみ易

い街になるのではないでしょうか。 

色々な情報がビラ、広報として出されています。年間の情報がまとめて出され、自分の希望する活動、必要と

する活動が、どこで対応できるのか、わかるような情報があると良いです。可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみの

日程場所が情報として、年間の情報が出されているように。文化活動、体育活動、健康活動、図書活動、博物

館活動、医療活動…の年間情報をまとめて提供できると、それを利用して豊かな体験ができる可能性があると

思います。人のつながりも、さらに広くなると思います。 

27.行財政運営 
市民税が、高すぎます。 

住民税や、水道料金が高すぎます。 

市民に、アイデアを聞く前に、公務員はいくらでも要るのだから考えたらいかがでしょうか。 

道路の修理、側溝など、区長や市会議員を通してでないと可能にならないのが現状です。市の財政の執行につ

いては、全市的な面から公平に行っていただきたいです。力のある議員や、有力者の意見によって左右される

ことがあってはならないし、たとえそうでなくても、そうなっていると感じている住民は多いです。つまり一

住民が市の担当課に申し出ても、簡単に断られ、その後、市会議員を通したら実現したことがありました。こ

れは市会議員のあり方、資質という面が大きいですが、それよりも、それに負けない市（行政）の毅然とした

対応が取れるようになって欲しいです。これこそが、市全体の明確な方向性を持った市政の実現につながると

思います。 

市の土木課にお願いをしましたが、対応してもらえませんでした。予算の事もあるかもしれませんが、早急に

対処していただきたいです。 

高齢者ばかりに、スポットを当てすぎだと思います。福祉が充実すると、夢がなくなり、スウェーデンのよう

に自殺者が多い国になってしまいます。子ども達の笑顔の多い町、すなわち若者が住みやすい町にして欲しい

です。働く所があり、その給料で家を持つ事ができ、バランスの良いコンパクトシティーになってほしいです。

そのための産業と言えば、以前はゴルフ場の働き口があったり、今は介護施設の働き口があったりします。時

代に流されるのでなく、市が率先して流れを作る方に回って下さい。空家の土地を市有財産にして、多くの市

財産を持ち、それを活用して、産業を起こす若い人達に貸し出すのもいいと思います。松の湖の整備をして、

観光名所にし、市民のための市民墓地、公園がある、若い世代が、一生瑞浪に住みたくなるような町にして欲

しいです。老いに目を向けるのではなく、誕生に目を向けてください。市のスローガンにある「愛ある町」の

愛は何でしょうか。やさしさ、思いやりだと思います。自分自身が、幸せ感を持っていないと、他人にやさし

さや思いやりは出ません。市が少しでも町を美化したり、ほんの小さな事でいいので、リードして町を幸福感

に満ちた瑞浪市にして下さい。町の活性化という難題は誰も辛くてやりたくないものです。でもあえてこのよ

うなアンケートを取る覚悟があるのなら、やるべきだと思います。民主主義で人の意見ばかり聞いていたら、

何も決まりません。どうか市長が、どんな町にしたいのか、観光市か産業市か、文化市か、核の受け入れを見

据えた研究学園都市でいくのか、指針を期待しています。協力は惜しみません。 

道路、建物などに予算を使いすぎだと感じます。若い世代が、高齢者になった時に、年金だけで瑞浪市で生活

していけるよう、バックアップする市制を作り上げて欲しいです。そうすると、今、貯蓄に気を使わず、いろ

んなことにもっとお金を使えます。子育て世代に手厚い支援を行っていけば、若くても老いても住みやすく、

生活しやすい町になると思います。 

人口の減少に、歯止めをかけるべく、いろんな施策が進められようとしています。全国的な潮流に逆らって、

一途に人口減を食い止めようとする（税金を投入して人を呼び込む）のは費用対効果の面から、やや無謀なこ

とのように思われます。難しいと思いますが、それよりも人口減でも暮らし易く、幸せな瑞浪市にすることを

考えた方が現実的のような気がします。 

瑞浪市の人口を多くする事が大事だと思います。そのために何をすれば良いか、やはり仕事でしょうか。特別

何もない瑞浪市だと思います。でも自然はいっぱいあります。これを活かし、働く所を作り、人口を多くする

事は出来ませんでしょうか。例えば、私が今住んでいる稲津に出来ること、出身地の日吉に出来ること、今何

も浮かんできませんが、稲津と言えばコレ、日吉と言えばコレと自然相手に売り物があり、みんなで取り組む

のはどうでしょうか。 

災害の少ない町になって欲しいです。もっと大勢の人達に住んで頂きたいと願っています。 

駅を中心とした、町並みが淋しいです。耕作放棄地と空き家とその予備軍が多々あります。景観も治安も悪く、

とても現状では将来の像や夢を語るには、若い人口を増やさなければムリな話です。市民の１/４が65歳以上

の高齢者です。地域で高齢者世帯を支えると言っても、回りも高齢者です。自分の事で、精一杯の状態です。

私が思うに、このまま人口が減少すれば、市として存続も危うくなると思います。問題は①若者の定着率が悪

い。②結婚しない女性と結婚出来ない男性の問題に手を打つ必要がある。①の問題は今は良いアイデアはない

が、②は長野県のある自治体の街づくり活動で、嫁さんを東南アジアから呼び込もうと色々な活動をして、現

在数組が結婚して子供も出来て活気ある街づくりをしている所があり、夏祭りには東南アジアの屋台が出て、

とても良い雰囲気の中で盛り上がっていました。そういう自治体を視察するのも一つの方法かと思います。瑞

浪市も、少子高齢化対策を早急に打ち出さないと、結果が出るまでに５～10年かかります。 
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少子高齢化問題に対して、真剣に全力で取り組むべきだと思います。瑞浪だけではなく、全国的な問題ですが、

国政に任せ、順じた対策のみでは地方は消滅すると思います。私の地区では、私の子供時代の同級生の数と、

私の子供の同級生の数は１/３になっています。一世代のうちに１/３まで減少しました。私の孫の時代には何

人になっているでしょうか。瑞浪市の将来像は、対策をしなければ、30年後には瑞浪地区以外の地区は、年寄

りだけの集落となり、自治会の運営すらままならなくなると思います。 

田舎暮らしですので、若い頃は時にはうとましく感じられた近所付き合いや、少しばかりの農業の煩わしさが

嫌でした。しかし、年金暮らしになった今、それがとても励みになり、小さな幸せさえ感じられます。しかし

現在一番の問題は、人口減少で過疎化になり、若い世代は今より少しでも市街地を求め、都会へと出て行きま

す。原因は色々ですが、働き場所が田舎では遠い事と、働く場所が少ない事だと思います。多くの人が働ける

企業誘致も大切だと思います。何よりも田舎暮らしの素晴らしい所、自然と共に生きていく姿をもっとアピー

ルし、若い人に住んでいただきたいです。年寄りが多いので（年配の方)子育ても、お手伝い出来ると思います。

今でも移住者の優遇制度はありますが、税金を安くしたり、良い所をアピールして働きかけて欲しいと思いま

す。 

少子化と人口減少、経済社会のグローバル化、教育の多様の時代、地方社会の活性化のために、瑞浪市を中心

として連合と協調を基に当地域の進展を願っております。 

結婚をしない 30才過ぎの息子さん娘さんがたくさん見えます。気軽に出会える場所、機会があるといいかなと

思っています。 

都会へ出た若者が、戻りたくなるような町を願っています。 

街中心部へ人が集中しているので、とても不便です。このまま行くと、田舎は人口が０人になってしまうと思

います。中心部に力を入れるのではなく、もっと山の方の人口を増やすことを、考えて欲しいです。 

市議会の定数を下げて欲しい。 

女性の方の議員さんを、瑞浪市から 2人ぐらいは出していただいて、よりよい声を聞いていただきたいです。

１人もいないのは、いかがなものでしょうか。 

市役所業務を、もっと柔軟に、シフト制を導入して、土日業務を行って欲しいです。市役所の都合に合わせる

のではなく、市民の都合に合わせるのが、本来の公務の使命ではないでしょうか。特に役所の上層部の人が、

市民のために働いている人が、はたして何人いるのでしょうか。その人達の、意識が変わらない限り、市の発

展はないと思います。商工課は、よく頑張っていると思います。もっと若い人を育て、伸ばすことが大事だと

思います。 

形だけのアンケートをやったところで、本当に良くなると思えません。良くしようという気持ちが、まったく

伝わってきません。老人を大切にする事も大事ですが、もっと子育て世代が生活しやすく、働きやすい環境に

して欲しいです。若い世代を呼び込まない瑞浪市は、衰退します。 

行政が市民に瑞浪市のあり様を問うのでなく、市長や議員、議会が「瑞浪市に、どんな絵や彫刻をほどこした

いのか」を提示すべきではないでしょうか。私はその基準（瑞浪市のグランドデザイン）にて選挙の投票をし

たいですが、これを示す方は見たことがないです。市民個人個人にはそれぞれの生活があり、意見はミクロ的

視点になりがちです。マクロな視野で、提案できるのが、行政や立法の立場だと思います。提案があったとし

ても、それを行うための「人」「モノ」「カネ」の出所が不明なので、単なる「絵に描いたもち」になるよう

で、虚しいです。 

周辺の市には数年先にはリニアの駅ができ、イオンモールも出来る予定です。大きな改革をしないと、瑞浪市

は東濃で完全に置いていかれてしまいます。 

28.人権尊重社会 
地域で人のうわさ、面白そうに、うわさをもてあそぶ行いがあります。人権侵害だと思います。 

29.その他 
生まれも育ちも瑞浪です。どの町にも行きたくない良い町だと思っています。75歳です。 

瑞浪市は、保守的でとても良い街だと思います。住民も真面目な方が多く、良いと思います。現在のままで、

ずっといけたらいいです。良いアイデアが思いつかないのでここまでとします。公募委員にはなりません。あ

しからず。 

公募委員候補者申込書を、アンケートと共に郵送すると、このアンケートが出した人の事がわかります。これ

はおかしいと思います。 

今回の質問は瑞浪市についてですが、私の住んでおります所は他の地域から離れておりますので、瑞浪市全般

につきましては知りかねます。 

町と村が混ざっているから困ります。 
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